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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り組み 治水課 
 消防団の水防活動 警防課 

 

 

事業概要 

 ● 自主防災組織育成事業（70101） 
新規結成した自主防災組織には、５０万円相当の防災資器材を交付しているが、２８年度から、更に、結
成から２５年が経過し、かつ３年間継続して防災訓練を実施している自主防災組織に対し、世帯数に応じ
た資器材を交付する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・資器材交付   

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
自主防災組織を増やす。 

◇指標・現況値・目標値 自主防災組織数：134組織（H27）→136組織（H28） 

市民安全課 
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 ● 防災用施設及び非常用備蓄品整備事業（70102） 
国が第５次地震防災緊急事業五箇年計画へ計上し交付金を活用しながら、２９年度から３か年で、市内小
中学校に備蓄倉庫を整備する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・第５次地震防災緊急事業五箇年計画
策定 

・小中学校備蓄倉庫（６校） ・小中学校備蓄倉庫（６校） 
・防災備蓄倉庫設計委託 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
３か年で整備する１８校のうち、１２校で小中学校備蓄倉庫の整備を完了する。 

◇指標・現況値・目標値 小中学校に整備する備蓄倉庫数：12（H30） 

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 

★ 指令センター共同運用推進計画 消防・総務課 
 消防・救急無線（デジタル化）広域化及び共同化整備事業 消防・総務課 
 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 
 消防業務の広域化 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 消防・総務課 
 湖北分署庁舎移設計画 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 
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事業概要 

 ● 指令センター共同運用推進計画（70201） 
複雑多様化する消防需要に対応し、消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令業務の共同運用に向
けた取り組みを進めていく。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・共同指令センターシステム基本
設計 

・共同指令センターシステム実施
設計負担金 

・法定協議会負担金 

・法定協議会負担金 
・共同指令センター工事着手 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
千葉県北西部の１０市で共同運用する指令センターの工事に着手する。 

◇指標・現況値・目標値 設計業務進捗率：100％ 

消防・総務課 

 

 ● 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、消防本部庁舎と東消防署庁舎の定期検査を実施すると
ともに、庁舎や付帯設備を維持管理・補修する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・消防本部、東消防署庁舎定
期検査の実施 
・西消防署訓練塔の改修 

・消防本部、東消防署庁舎定期検査の実施 
・東消防署庁舎屋上防水・外壁改修実施設
計 
・消防本部自家用電気工作物の改修 

・消防本部、東消防署庁舎定
期検査の実施 
・東消防署庁舎屋上防水、外
壁改修工事、工事監理 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
消防施設の修繕を計画的に実施する。 

◇指標・現況値・目標値 工事の進捗率：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、車両更新計画に基づき、消防車両等を整備・管理し、消防体制の万全を図る。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・警防課指令１号車の更新 ・東消防署１号車（ポン

プ車）の更新 
 

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
指令車１台とポンプ車１台を更新する。 

◇指標・現況値・目標値 消防車両等の更新：2台 

消防・総務課 
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 ● 消防水利の整備・維持管理（70201） 
消防団や自主防災組織が消防水利情報を活用できるよう、市ウェブサイトに掲載する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・消防水利情報の掲載   

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
消防水利情報を市ウェブサイトに掲載する。 

◇指標・現況値・目標値 ウェブサイトでの公開に向けた作業の進捗率：100％ 

警防課 

 

 ● 救急・救助活動車両・資機材の整備・管理（70202） 
救急・救助活動車両、資機材について、車両整備計画及び車両等の維持管理状況に基づき必要な整備、交
換、修理を行う。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・高規格救急自動車の更新（１台）  ・高規格救急自動車の更新（１台） 

・はしご付ポンプ車の更新（１台） 

   ◇実施計画期間内（平成３０年度）の達成目標 
高規格救急自動車２台とはしご車１台を更新する。 

◇指標・現況値・目標値 救急・救助活動車両の更新台数：3台 

警防課 

 

 ● 消防団員の訓練（70203） 
千葉県消防協会東葛飾支部の構成９市の消防団が、火災消火を想定した基本操作の技能を競う東葛飾支部
消防操法大会を我孫子市で開催する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・操法大会会場設営の委託 
・備品購入 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
東葛飾支部消防操法大会の開催を通じて、消防団員の技能の向上を図る。 

◇指標・現況値・目標値 東葛飾支部消防操法大会の参加者数：1,500人 

警防課 

 



            
防災 

防犯 

危機管理 
  

 

119 

 

 ● 消防団車両等の維持管理事務（70203） 
火災等の災害に対応するため計画的に消防団車両の更新整備、消防団車両の維持管理を行う。２８年度は
小型動力ポンプ付き積載車１台を更新する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・小型動力ポンプ付き積載車の更
新（１台） 

  

   ◇実施計画期間内（平成２８年度）の達成目標 
消防団活動に万全を期するため、小型動力ポンプ付き積載車を更新する。 

◇指標・現況値・目標値 消防団車両更新台数：9（H27）→10（H28） 

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 
★ 管理不全な空き家対策事業 市民安全課 

 街路灯補助金の交付 道路課 

 

 

事業概要 

 ● 管理不全な空き家対策事業（70302） 
防犯・防災の観点から、市内における空家等の実態調査を実施し、空家等計画を策定する。 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
・空家等実態調査 
・空家等対策推進協議会の設置及
び開催 

・空家等計画の策定  

   ◇実施計画期間内（平成２９年度）の達成目標 
空家等計画を策定する。 

◇指標・現況値・目標値 空家等計画の策定率：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 
 
 

 


