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第一節 災害に強いまちの実現 

70101 誰もが安心できる防災体制の確立 
 自主防災組織育成事業 市民安全課 

★ 災害予防・初動対策事業 市民安全課 
 防災訓練の実施 市民安全課 
 建築物の防災に関する業務 建築住宅課 

 

70102 避難・輸送体系の確立と防災施設の整備 
★ 
★ 

防災情報伝達システムの管理運用 市民安全課 
防災用施設及び非常用備蓄品整備事業 市民安全課 

 道路障害発生時（災害時）の規制、対策 道路課 
 

70103 建築物の耐震化の促進 
 耐震診断及び耐震改修に関する補助業務 建築住宅課 

 

7010４ 河川防災の強化 
 河川防災の強化に向けた取組み 治水課 
 消防団の水防活動 警防課 

 

事業概要 

 ● 災害予防・初動対策事業（70101） 
災害予防・初動体制を適正に行う。３０年度は、関係法令及び千葉県地域防災計画が改正されたことに伴
い、我孫子市地域防災計画を修正する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・我孫子市地域防災計画修正業務
委託 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
我孫子市地域防災計画を修正する。 

◇指標・現況値・目標値 地域防災計画修正業務の進捗率：100％ 

市民安全課 

 

  



            
防災 

防犯 

危機管理 

  

 

107 

 

 ● 防災情報伝達システムの管理運用（70102） 
災害時の効率的情報伝達手段として防災行政無線設備の維持管理並びに運用の充実に努める。３０年度は、
現行の全国瞬時警報システム（J アラート）受信機に対する国からの情報提供が３０年度で終了すること
から、新型受信機に変更する。また、受信した情報を防災行政無線等に接続するファクトリーコンピュー
タが、設置から 7年が経過していることから、故障等による情報の不達を防ぐため、更新する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇Jアラート新型導入 
・受信機購入 
・ファクトリーコンピュータ購入 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
J アラート新型受信機への交換及びファクトリーコンピュータの更新を行う。 

◇指標・現況値・目標値 交換・更新業務の進捗率：100％ 

市民安全課 

 

 ● 防災用施設及び非常用備蓄品整備事業（70102） 
災害時における市民の避難生活の安全安心を確保するため、防災備蓄倉庫や備蓄品の整備を進める。３０
年度は、小中学校５校に備蓄倉庫を設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・小中学校備蓄倉庫（５校）設置
工事 

・小中学校備蓄倉庫（４校）設置
工事 

・基幹防災備蓄倉庫設計委託 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
市内全小中学校に備蓄倉庫を設置する。 

◇指標・現況値・目標値 小中学校備蓄倉庫設置工事の進捗率：44％（H29）→100％（H31） 

市民安全課 
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第二節 消防体制・救急救助体制の強化 

70201 消防体制の強化・充実 
 外郭団体等事務運営 消防・総務課 

★ 千葉北西部１０市消防通信指令業務の共同運用 警防課 
 消防・救急無線（デジタル化）広域化及び共同化整備事業 警防課 
 消防出初式の開催・運営 消防・総務課 

★ 消防庁舎・装備の維持管理 消防・総務課 
 消防職員の人事異動 消防・総務課 
 消防職員の派遣研修 消防・総務課 
 消防表彰事務 消防・総務課 

★ 消防車両等の維持管理 消防・総務課 
 職員履歴の管理 消防・総務課 
 職務環境の維持管理 消防・総務課 
 貸与品の整備 消防・総務課 
 柏市・我孫子市消防通信指令業務の共同運用 警防課 

★ 消防施設等整備事業 消防・総務課 
 消防審議会 消防・総務課 
 住宅用火災警報器の普及促進 予防課 
 消防同意事務 予防課 
 火災原因調査 予防課 
 立入検査・消防用設備等の点検指導 予防課 
 防災協会の指導育成 予防課 
 あき地の適正管理指導事務 予防課 
 消防水利の整備、維持管理 警防課 

★ 消防装備の維持管理事務 警防課 
 緊急消防援助隊対応事業 警防課 
 開発行為の指導・協議 警防課 
 消防隊員の資格取得 警防課 
 火災予防業務 西消防署 
 通信業務 西消防署 
 消防水利の維持管理 西消防署 
 消防機械器具の維持管理 西消防署 
 災害出動 西消防署 
 空き地の適正管理指導 西消防署 
 消防立入検査業務 西消防署 
 火災予防業務 東消防署 
 消防機械器具の維持管理 東消防署 
 消防水利の維持管理 東消防署 
 災害出動 東消防署 
 空き地の適正管理指導 東消防署 
 消防立入検査業務 東消防署 
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70202 救急救助体制の強化・充実 
 メディカルコントロール体制の充実 警防課 
 救命講習会及び応急手当普及員の養成 警防課 

★ 救急・救助活動車両・資機材の整備・管理 警防課 
 救急・救助隊員の安全衛生管理 警防課 
 救急・救助隊員の研修 警防課 
 救急救命士の研修 警防課 
 救急隊員への新型インフルエンザ感染防止対策 警防課 
 患者等搬送事業者の指導・認定 警防課 

★ ＡＥＤ設置促進 警防課 
 救急・救助業務 西消防署 
 救急・救助業務 東消防署 

 

70203 消防団等の強化・充実 
 幼年消防クラブ員及び女性防火クラブ員の育成 予防課 
 消防団装備品等の整備及び維持管理 警防課 

★ 消防団施設維持管理 警防課 
 消防団人事・報酬・表彰事務 警防課 
 消防団員の訓練 警防課 
 消防団車両等の維持管理事務 警防課 
 消防団の広域的な連携 警防課 

★ 消防団員の入団促進 警防課 
 消防団の装備の充実 警防課 
 団行事 西消防署 
 団行事 東消防署 

 

事業概要 

 ● 千葉北西部１０市消防通信指令業務の共同運用（70201） 
広域的な災害活動を可能とするため、消防緊急通信指令センターを共同整備し、共同運用を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・共同指令センター整備に向けた

協議・検討 
・同左 ・共同指令センター整備に向けた

協議・検討、仮運用開始 
・遠制業務用備品購入 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
共同指令センター整備計画に基づき工事及び備品購入を完了し、「ちば北西部消防指令センター」の仮運
用を開始する。 

◇指標・現況値・目標値 仮運用の進捗率：100％ 

警防課 
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 ● 消防庁舎・装備の維持管理（70201） 
災害時の活動拠点としての機能を発揮できるよう、庁舎や付帯設備を適切に維持管理する。３０年度は、
東消防署庁舎の外壁及び屋上防水改修工事、電話交換機の更新を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇東消防署 
・外壁・屋上防水改修工事 
・工事監理委託 
 
・電話機リース料（Ｈ30～Ｈ35） 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
老朽化した庁舎及び設備を整備し、万全な消防体制を整える。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：100％  

消防・総務課 
 

 ● 消防車両等の維持管理（70201） 
消防活動を円滑に行うため、消防車両等を整備・管理し、消防体制の万全を図る。３０年度は、つくし野
分署指令車の更新整備を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇つくし野分署 
・指令車の購入 

◇西消防署 
・水槽付き消防ポンプ自動車の購
入 
◇東消防署 
・指令車の購入 

◇湖北分署 
・水槽付き消防ポンプ自動車の購
入 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
車両を更新し、万全な消防体制を整える。 

◇指標・現況値・目標値 消防車両更新の進捗率：100％  

消防・総務課 
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 ● 消防施設等整備事業（70201） 
災害防災活動の拠点として位置づけし、防災活動にも総合的に対応するため、東消防署湖北分署を中里地
区に移転するとともに、訓練施設を整備する。３０年度は、事業認定申請及び用地取得等を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・用地取得 
・移転補償 
・補償再算定委託 
・不動産鑑定手数料 
・土地登記手数料 
・事業認定図書作成委託 
・事業認定に伴う新聞公告 など 

・用地取得 
・不動産登記 など 
・消防庁舎及び訓練棟基本実施設
計委託【継続費Ｈ31～Ｈ32（2020
年）】  

・消防庁舎・訓練棟基本実施設計
委託【継続費Ｈ31～Ｈ32（2020
年）】 

   ◇実施計画期間内（平成 32 年度）の達成目標 
中里地区に東消防署湖北分署を移転及び消防訓練施設の整備を進める。 

◇指標・現況値・目標値 整備の進捗率：5％（H29）→50％（H32（2020 年）） 

消防・総務課 
 

 ● 消防装備の維持管理事務（70201） 
災害現場での消防活動体制を確保するため、資機材の維持管理を行う。３１年度は、アナログ無線基地局
（空中線含む）及び付帯設備を撤去する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
 ・基地局無線機撤去工事（アナロ

グ無線） 
 

   ◇実施計画期間内（平成 31 年度）の達成目標 
アナログ無線基地局（空中線含む）及び付帯設備を撤去する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：100％ 

警防課 
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 ● 救急・救助活動車両・資機材の整備・管理（70202） 
車両整備計画及び車両維持管理状況に基づき、救急・救助活動車両を更新する。３０年度は、西消防署は
しご車とつくし野分署高規格救急車を更新する。また、老朽化が著しい除染テントを更新する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇つくし野分署 
・高規格救急車購入等 
◇西消防署 
・はしご車の購入等 
 
・除染テント一式購入 

 ◇東消防署 
・高規格救急車購入等 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
車両や備品を更新し、万全な消防体制を整える。 

◇指標・現況値・目標値 車両等の更新率：100％ 

警防課 
 

 ● ＡＥＤ設置促進（7020２） 
救命率向上のため市内２４時間コンビニエンスストアにＡＥＤを設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・ＡＥＤリース料（新規設置分） 
・普通旅費 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
市内２４時間営業のコンビニエンスストアにＡＥＤを設置し、救命率の向上を図る。 

◇指標・現況値・目標値 AED の設置率：0％（H29）→100％（H32（2020 年）） 

警防課 
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 ● 消防団施設維持管理（70203） 
消防団の活動環境を整えるため、消防団施設の改築、維持管理を行う。３０年度は、第１１分団器具置場
建替え工事と第９分団器具置場建替えに伴う設計等を行う。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇１１分団器具置場 
・建替え工事 
・工事監理委託 
・家屋事前・事後調査委託 
・登記手数料 
◇９分団器具置場 
・実施設計委託 

◇９分団器具置場 
・建替え工事 
・工事監理委託 
・家屋事前・事後調査委託 
・登記手数料 
・旧器具置場解体工事 
◇１３分団器具置場 
・実施設計委託 

◇１３分団器具置場 
・建替え工事 
・工事監理委託 
・家屋事前・事後調査委託 
・登記手数料 
・旧器具置場解体工事 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
計画に基づき、老朽化した消防団器具置場を順次整備する。 

◇指標・現況値・目標値 消防団器具置場の改築数：1 個分団（H29）→3個分団（H32（2020 年）） 

警防課 
 

 ● 消防団員の入団促進（70203） 
将来的な地域防災の担い手として、少年消防団発足に向けて調査・研究する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
・少年消防団発足に向けての調
査・研究 

・同左 ・同左 

   ◇実施計画期間内（平成３２（２０２０）年度）の達成目標 
少年消防団の発足について、調査・研究をする。 

◇指標・現況値・目標値 調査・研究の進捗率：100％ 

警防課 
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第三節 犯罪のないまちの実現 

70３01 防犯体制の充実 
 我孫子市防犯協議会推進事業 市民安全課 

★ 自主防犯活動の支援 市民安全課 

 

70３0２ 犯罪を生まない環境づくり 
 空家対策事業 市民安全課 
 街路灯補助金の交付 道路課 

 

事業概要 

 ● 自主防犯活動の支援（7030１） 
犯罪発生を抑止するため、３０年度は柏市と印西市の市境に防犯カメラを設置するほか、「動く防犯カメ
ラ」として、画像を警察等に情報提供することで検挙率の向上を図るため、青色回転灯を装備している公
用車１０台にドライブレコーダーを設置する。 

平成３０年度 平成３１年度 平成３２（２０２０）年度 
◇防犯カメラ設置（２台分） 
・設置工事 
・光熱水費（電気料） 
◇ドライブレコーダー導入（１０
台） 
・備品購入（ドライブレコーダー） 
・取付手数料 

  

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
防犯カメラを２台設置する。 
青色回転灯を装備する公用車１０台にドライブレコーダーを設置する。 

◇指標・現況値・目標値 防犯カメラとドライブレコーダーの設置率：100％ 

市民安全課 
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第四節 危機管理の推進 

70４01 危機管理体制の整備 
 国民保護計画の推進 市民安全課 

 

70４0２ 新たな感染症対策 

 

  


