
局名 部名

安全防災局 安全防災部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注）常勤職員11人の外、市から派遣職員１人が配置されています。

Ⅳ　業務実施状況

１　消防の広域連携等の推進

　①　消防広域化に係る各種調整

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.11減災　新たに消防の広域化や消防指令センターの


　共同運用に参加する市町村数（累計）】

　　本事業は本県の総合計画である「かながわグランドデザイン」のプロジェクトに位置づけられている

　事業で、プロジェクトでは数値目標の一つとして「新たに消防の広域化や消防指令センターの共同運用

　に参加する市町村数（累計）」を掲げています。

　　かながわグランドデザイン実施計画プロジェクトの数値目標の詳細はこちらから↓

　　http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf#page=45

業務運営進行表

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0313/

所属のホームページ

消防課

室・課（出先は所属）名

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退職手
当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

第１号様式 

所属進行表 

  

消防課は、主に次の仕事をしています。 

 ・消防の広域調整に関する事務 

 ・消防や地域防災の推進・支援に関する事務 

 ・消防関係功労者等の表彰等に関する事務 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

280,150 2,836 267,464 270,300

1,087 505 505

0

281,237 0 0 0 2,836 267,969 270,805

項目 (再)配当額

事業費 861,050 25,403 44,621 34,483 33,245 686,329 824,081

維持管理費 0

計 861,050 25,403 44,621 34,483 33,245 686,329 824,081

32,319 22,033 33,047 21,203 108,603

57,721 66,655 67,530 54,448 686,329 932,684

△ 57,721 △ 66,655 △ 67,530 △ 51,612 △ 418,360 △ 661,879

収
入

収入科目 収入済額

国庫支出金

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 12 11 11 11

上記以外の職員 1 2 2 1

計（人） 13 13 13 12

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0313/


第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　市町村消防防災力強化支援事業費補助金の交付

　　消防広域化に伴う施設・設備整備に対し、補助金を交付するほか、市町村が実施する木造住宅耐震化

　への支援事業や、補助金を交付しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

33市町村 31 0 0 △ 1 △ 2 28

258,236千円 236,141 △ 4,977 1,000 △ 82,981 △ 10,028 139,155

471,771千円 313,634 6,408 0 △ 87,132 △ 12,345 220,565

２　減災に向けた取組の推進

　①　市町村と連携した減災対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　②　市町村減災推進事業費補助金の交付

　　　大規模災害発生時における人的・経済被害の軽減を図るため、市町村が実施する減災に向けた

　　取組に対し、補助金を交付します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

33市町村 32 0 0 0 0 32

300,000千円 278,074 21,926 △ 4,400 0 △ 10,372 285,228

市町村数

項目
交付決定額　　　　　　　　　　(単位：千円)

交付決定額

実績・進捗状況

県全体の消防防災力の向上を図るため、消
防広域化など広域的な連携強化に取り組み
ます。
　
　目標　消防広域化や消防指令センター
　　　　の共同運用に新たに参加する市
　　　　町村（累計）　15市町村

指令の共同運用を実施又は予定している市町や
小規模市町に対して、市町村間の調整状況を確
認するとともに、広域化に向けた検討を働きか
けました。

横須賀市・三浦市による消防広域化協議会に参
画し、当該２市による広域消防運営計画策定の
調整などの支援を行いました。

横須賀市・三浦市による消防事務委託規約の締
結に伴い、両市を消防広域化重点地域として指
定し、広域化に向けた支援を行いました。

県内で大規模災害が発生した場合に、県に「県
消防広域運用調整本部」略称「かながわ消防」
設置し、県と県内全消防本部が一丸となって被
災地を応援する体制や横浜市及び川崎市の保有
する消防ヘリコプターが県の要望に基づき応援
出動を行う、新たな県内消防広域応援体制を構
築しました。また、２月に開始した茅ヶ崎市・
寒川町の消防指令センターの共同運用や、４月
に実現した厚木市・清川村の消防広域化に対す
る支援を行うとともに、広域化に取り組んでい
る市町村を集めた情報交換会を開催しました。

項目
年間目標
（計画）

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

市町村数

（前年度実績額）

年間目標
（計画）

項目

交付決定（実績）額

消防団協力事業所への優遇措置の導入を促進
し、３市が優遇措置を講じています。また、消
防団の加入促進を図るため、今年度開催する消
防フェアを企画し、市町村と調整を行いまし
た。
引き続き、消防フェアの開催に向け、全市町村
と調整を行い、消防本部、消防団の参画方法な
どの開催内容を確定させました。

県内全市町村、神奈川県消防協会との共催によ
り消防フェアを開催しました。１万人を超える
方が来場され、様々なイベントを体験したり、
消防団活動のシンポジウムに参加したりしまし
た。

県内女性消防団員等の「顔の見える関係」を構
築し、活動の活性化等を図るため、ワーク
ショップを開催しました。
また、消防団員の加入促進等のため、「かなが
わ消防団応援の店」登録制度を構築したり、女
性・若年層向けリーフレットを作成しました。

項目

実績・進捗状況

県民のいのちと財産を守るため、県と市町
村が一体となって減災対策を推進します。
特に、大規模災害時には公助だけでは県民
のいのちを確実に守ることが困難であるこ
とから、自助、共助の取組を強化します。
　
　目標　消防団協力事業所に対する優遇措置
　　　　など消防団員の確保に積極的に取組
　　　　む市町村数（累計）　３市町村



Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

総合評価

045-210-3444連絡先（電話番号）

消防の広域化や指令業務の共同運用の推進に向け、補助金や国・市町
村間調整などの支援を行いました。
また、共助の要である消防団について、活動の活性化や入団促進を図
るため、県と市町村が一体となって様々な取組みを行いました。

所属長評価

消防の広域化や指令業務の共同運用の推進に向け、各市町村とのきめ
細かい調整に心がけ、取組が前進するよう、補助金の交付決定や必要
な助言を行いました。
地域防災力の向上を図るため、市町村の消防団協力事業所優遇措置の
導入促進を図るとともに、今年度開催する消防フェアの企画にあた
り、全消防本部が参加する内容となるよう調整を行いました。

横須賀市・三浦市の消防事務委託規約の締結を受け、両市を消防広域
化重点地域として指定し、広域化に向けた支援を行いました。
また、県内全市町村との共催によって消防フェアを開催し、１万人を
超える来場者の方々へ消防・防災の啓発を行ったことで、地域防災力
の向上に寄与しました。

引き続き、消防の広域化や指令業務の共同運用の推進に向け、横須賀
市・三浦市による消防広域化推進協議会に参画し、広域消防運営計画
策定に係る情報提供や助言を行うなど、広域化決定に向けた支援を行
いました。
また、消防フェアの開催に向け、全市町村と調整を行い、消防本部、
消防団の参画方法などの開催内容を確定させるとともに、スタッフの
役割分担を検討し、安全防災局を挙げて取り組む体制を整えました。

大規模災害や事故に備え、新たな県内消防広域応援体制を構築し、こ
の４月からスタートしました。
消防の広域化では、２月に開始した茅ヶ崎市・寒川町の消防指令セン
ターの共同運用や、４月に実現した厚木市・清川村の消防広域化に対
する支援を行いました。
また、県内女性消防団員等によるワークショップを開催し、活動の活
性化を図ったり、啓発リーフレットを作成することで、消防団活動の
活性化や入団促進に寄与しました。
さらに、この４月からスタートした消防団応援の店制度を構築し、消
防団を県全体で応援する気運醸成につなげました。


