
消防局 マネジメント方針 
 

消防局では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定めました。

この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 平成 28 年 4 月 1 日 

消防局長  伊 井 武 美  

 

【基本方針】 

 

市民一人ひとりが「安全」と「安心」を実感しながら生活できるよう、消防団や市民と

協働しながら「災害に強い、安全・安心なまちづくり」を進めます。 

 

 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．火災から人命と財産を守るため、防火安全対策の推進に努めます 

Ⅱ．地域の防災力を強化するため、消防団の充実・強化や自主防災組織の育成・指導に努

めます 

Ⅲ．助かる命を助けるため、「救急知識」の普及に努めます 

Ⅳ．災害現場での対応力を向上させるため、高度な知識や技術を持つ人材の育成や職員の

資質向上を図ります 

Ⅴ．消防力の強化を図るため、消防施設の充実を図ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【行動目標】    

 

Ⅰ．火災から人命と財産を守るため、防火安全対策の推進に努めます 

 

１ 住宅防火対策の推進 

住宅火災の防止及び住宅火災による死傷者の減少を目指し、住宅防火対策を推進します。 
特に、出火危険の排除、防火意識の高揚及び全国上位の設置率(※1)である住宅用火災警報器

の普及と維持管理等を図るため、一般住宅に対する防火診断、一人暮らし高齢者宅への防火訪問、

自治会等を対象とした防火教室や女性防火クラブに対する研修会を実施します。 
これらの住宅防火対策を推進することにより、出火率(※2)の更なる低減を図ります。 

  

消防職員と消防団員による住宅防火診断の実施  

（住宅用火災警報器及び消火器の設置又は維持管理の指導を含む） 

            ： 10,474戸（27 年度） → 10,600戸（28 年度） 

消防職員と女性防火クラブ員による一人暮らし高齢者宅への防火訪問の実施 

            ：   203戸（27 年度） →    350戸（28 年度） 

自治会等を対象とした防火教室の開催 

            ：   220 回（27 年度）→   250 回（28 年度） 

女性防火クラブを対象とした住宅用防災機器等を普及するための研修会の開催 

            ：   21 回（27 年度）→    37回（28 年度） 

 

※1 平成 27年住宅用火災警報器の設置率  全国平均 81.0％  福井市 97.0％ 

算出方法：総務省消防庁の住宅用火災警報器の設置率等の調査結果による 

（無作為に 100 戸を抽出して調査） 

※2 平成 26年出火率（人口 1万人当たりの出火件数）  全国平均 3.41  福井市 2.36 

（火災件数／（人口／1万人）） 

     平成 26 年実績 63件／（266,836人／1万人）≒2.36 

 

２ 防火査察による火災危険の排除 

建物や、危険物施設など、利用実態や火災等の危険性を踏まえた防火査察を実施し、違反事項

及び危険箇所の早期是正を図ります。 

 

不特定多数の人が利用する建築物等の査察の実施 

： 2,214 件（27年度） → 2,250件（28年度） 

危険物施設の査察の実施 (※) ：   977件（全施設）  

 

※ 全国的に火災等の発生率が高い危険物施設：製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下

タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所及び一般取扱所 



３ 事業体における自衛消防組織の育成強化 

事業体に対する初期消火や避難訓練等の指導を行い、防火管理に対する意識の高揚と自衛消防

組織の育成を図ります。 

そのため、防火管理者等の育成指導を図るための防火研修会を開催するほか、高齢者や要介護

者が入所する施設の自衛消防隊と連携した消防訓練等を行います。 

また、有床診療所(※1)において、災害発生時に入院患者の安全確保が図れるよう夜間、休日

等を想定した訓練指導を行い、自衛消防組織の育成強化に努めます。 

 

事業体の消火･避難訓練指導等の実施 

  ： 1,304回 参加者数 72,690人（27年度）→ 1,320回 参加者数 73,570 人（28年度） 

防火研修会の開催  

：   13回  参加者数    621人（27 年度）→ 14回  参加者数    670 人（28年度）   

小規模社会福祉施設(※2)との連携訓練の実施 

：   106件（全施設） 

有床診療所におけるマニュアル訓練(※3)の実施  

：   43件（全施設）  

 

※1 有床診療所 

   入院治療のできる診療所で、19床以下の病床を持つ小規模入院医療施設をいう。 

※2 小規模社会福祉施設 

    延べ面積 1,000㎡未満の老人福祉施設及び障害者支援施設をいう。 

※3 マニュアル訓練 

    夜間、休日等における火災発生時に個々の施設等について建築構造、内装、消防防災設備等に応じた

限界時間を設定し、この時間内に自衛消防隊員が所要の対応（火災の発見、通報、初期消火、避難誘

導の一連の行動）ができるかを検証し、夜間、休日等の防火管理体制の指導、育成強化を図るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．地域の防災力を強化するため、消防団の充実・強化や自主防災組織の育成・指導に努めます 

 

４ 消防団の充実・強化 

   地域防災力の向上を図るため、消防団員の入団を推進するとともに、女性消防分団の結成に

向けた準備を進めます。 

   また、分団本部の整備を計画的に進めるほか、消防団と自主防災組織・女性防火クラブ等と

の連携強化を図り、災害に強いまちづくりを進めます。 

 

消防団分団本部数            ： 48カ所（27年度）→ 52カ所（28年度） 

                              （新設  ：松本） 

           （車庫新設：殿下、鶉、日新） 

軽デッキバン消防車の配備累計      ：  47台（27年度）→  52台（28年度） 

                      （松本・殿下・鶉・日新・清水南） 

防災資機材を活用した自主防災組織・女性防火クラブ等との連携訓練等の実施 

： 60回 

新規消防団員の入団           ： 24人 

○新E A 応急手当等指導を行う女性消防団員の募集 ： 20人 

 

 

 

５ 自主防災組織の育成・指導 

  「自分たちのまちは、自分たちで守る」との精神のもと、自主防災組織の育成指導を推進しま

す。 

また、消防団との連携訓練を図ります。 

 

福井市総合防災訓練の実施（沿岸地区は津波対策訓練を含む） 

：     参加者数 49,588人（27年度）→     参加者数 50,000 人（28 年度） 

自主防災組織等の初期消火・避難訓練等の指導 

： 387回 参加者数 29,076 人（27年度）→ 400回 参加者数 30,000人（28 年度） 

自主防災組織の女性を対象とした研修会の開催 ： 21 回（27年度）→ 24回（28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ．助かる命を助けるため、｢救急知識｣の普及に努めます 

 

６ 応急手当法の普及・啓発 

助かる命を助けるために、ＡＥＤの取扱方法を含めた救命処置、応急手当の方法、ＢＬＳ（※）

などの救急知識の普及に努めます。 

 

救命講習会（普通・上級）の受講者数累計 ：82,592人（27年度）→89,000人（28年度） 

守ろう命の講座の受講者数        ： 2,290人（全中学 2年生） 

応急手当講習会（ＢＬS含む）の受講者数  :  9,409 人（27 年度）→ 9,500人（28年度） 

小児（就学前）救急講習会の受講者数（母親等対象） 

： 1,087 人（27年度 ）→ 1,100人（28年度） 

 

※ ＢＬＳ（一次救命処置） 

  心臓や呼吸が停止した人を助けるために、心肺蘇生（人工呼吸、心臓マッサージ）や、ＡＥＤを使用し

た処置 

 

 

 

７ 正しい１１９番通報の普及 

１１９番は、市民の生命と財産を守るための緊急回線であることから、｢正しい１１９番通報｣

の普及広報を図ります。 

また、人口 1 万人当たりの救急出場件数の少なさは全国上位（※）であり、引き続き｢正しい

救急車の利用｣ についての広報を図ります。 

 

 

※ 人口 1万人当たりの救急出場件数：平成 26年全国平均 467.6 件、福井市 326.9 件 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

広報紙（市政広報、公民館だより、社会福祉協議会の機関紙等）への掲載等 

:  78 回（27年度）→  80回（28年度） 

広報車による巡回広報 :  20回 



Ⅳ．災害現場での対応力を向上させるため、高度な知識や技術を持つ人材の育成や職員の資質向上

を図ります 

 

８ 高度な知識や技術の習得と職員の資質向上 

様々な災害に対処するには、専門的かつ高度な技術や資格を持った人材を育成する必要がある

ため、各種の訓練や研修を実施し、消防職員の資質の向上を図ります。 

 

   救急救命士の資格取得者数 ： 47 人（27年度）→ 51人（28 年度） 

救急救命士の病院研修の受講者数（就業前・再研修） 

：  22 人（27年度）→ 23人（28 年度） 

水難救助資器材取扱訓練の実施（水難水上訓練を含む） 

： 106回 655人（27年度）→ 110 回 700人（28 年度） 

消防大学校、福井県消防学校への委託研修及び各種研修の受講者数 ： 100人 

A○新E A 職員倫理研修会の実施 ： 100回（全所属で毎月実施） 

 

 

 

Ⅴ．消防力の強化を図るため、消防施設の充実を図ります 

 

９ 消防車両の整備 

迅速かつ効果的な消防・救急活動を行うため、消防車両を整備します。 

 

消防ポンプ自動車 ： 2台 

高規格救急車   ： 1台 

広報車      ： 1台 

 

 

 

１０ ○新  新消防情報管制システムの整備  

市民からの１１９番の通報受付から現場活動まで、迅速・確実に対応するため、他都市の整

備状況を調査して、最新の消防情報管制システムの実施設計を行います。 

 

実施設計作成 

 


