
第２号様式

局進行表

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

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

収入科目 年間計画額

分担金及び負担金 890,946 103,373 10,184 298,659 259,469 671,685

国庫支出金 595,867 353 111,493 395,062 506,908

諸収入 111,048 14,552 24,449 17,764 50,461 224,152 331,377

災害救助基金 10,600 1,255 1,504 1,393 1,465 5,618

その他 10,737 6,772 1,750 1,394 148 1 10,065

収入計（A) 1,619,198 22,932 131,075 30,736 462,226 878,684 1,525,654

項目 (再)配当額

事業費 3,456,764 376,541 295,679 289,091 442,411 1,237,444 2,641,166

維持管理費 227,700 25,484 48,095 46,559 54,582 47,807 222,527

計 3,684,464 402,025 343,775 335,650 496,993 1,285,251 2,863,694

660,617 473,773 690,455 475,396 2,300,240

1,062,642 817,547 1,026,105 972,389 1,285,251 5,163,934

△ 1,039,710 △ 686,472 △ 995,369 △ 510,163 △ 406,567 △ 3,638,280

収
入

（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）所属進行表の額を集計しているため、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。

業務運営進行表

収入済額

（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

局名 安全防災局

　　　差額(A)-(B) (注２)

支
出

人件費計（注１）

支出済額

支出計(B)

 安全防災局は、主に次の仕事をしています。 

１ 総務室 

  総務室では、安全防災局所管行政の企画及び調整等のほか、自衛官募集に関する事務を       

  行っています。 

 

２ 安全防災部 

  安全防災部では、①災害対策基本法に基づく地震防災対策、災害救助法の施行、被災者 

 生活再建支援法の施行、災害対策の広域連携、防災訓練、東日本大震災に係る災害対策支 

 援等、②危機管理の総合調整、原子力災害対策等、③消防の広域調整、消防や地域防災の 

 推進・支援等、④工業保安に関する指導、石油コンビナート防災対策等、⑤安全・安心ま 

 ちづくり及び交通安全対策の推進、などの業務を行っています。 

  

３ 温泉地学研究所 

  温泉地学研究所では、温泉及び地下水の調査研究や開発のための技術指導、火山対策や  

 地震対策に必要な調査研究を行っています。 
 

 ４ 総合防災センター・消防学校 

  総合防災センターでは、広域的・総合的な災害応急活動の中央基地として必要な業務や、    

 防災知識の普及啓発業務を行っています。 

  また、消防学校では、県内の消防職員及び消防団員等に対する教育訓練を行っています。 

                 



Ⅲ　職員配置状況

４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

207 228 225 224

66 73 69 62

273 301 294 286

Ⅳ　業務実施状況

１　安全防災部

（１）「計画」や「条例」に基づく地震災害対策の推進

　　　大規模災害などに備える災害対応力の向上に向けて、計画や条例に基づいた取組みを着実に

　　推進します。

　　①自助・共助の取組み促進

　　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「かながわシェイクアウト（いっせい防災

　行動訓練）の参加者数（事前登録者数）」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↓

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

配置職員数
上記以外の職員

常勤職員

区分

計（人）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/

項目 実績・進捗状況

　地震や津波などの災害に対する防災意
識の向上を図るため、シェイクアウト訓
練に取り組みます。
　
　目標 「かながわシェイクアウト
　　　 （いっせい防災行動訓練）」
　　　 　の参加者数（事前登録者数）
      　平成27年度：140万人

　かながわシェイクアウトの実施に向けて、
ホームページで募集を開始し、リーフレット７
万部、ポスター200部を作成・配布しました。

　かながわシェイクアウトの新たな取り組みと
して、高野連の協力により、高校野球開会式前
に啓発活動を実施しました。また、Ｊリーグの
試合前の啓発活動についても、昨年度の４チー
ムから、県内全６チームに拡充して実施しまし
た。
　最終的には125万人以上の方がかながわシェイ
クアウトに参加し、多くの県民等に「自助」
「共助」の浸透が図られました。

　県民向けにe-かなネットアンケートを実施
し、結果を県ホームページに公表しました。

　平成28年度のかながわシェイクアウトの実施
に向けた準備を進めました。

　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　No.11減災】

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

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0311/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf


　　②地震防災戦略の策定

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　③事業者等の協力を得た、効果的な普及啓発の実施

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　　④火山災害対策の推進

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

　大涌谷における避難誘導のための情報受伝達
訓練を実施しました。
　また、箱根火山防災協議会を通じて、噴火警
戒レベル４及び５に対応した避難計画の策定の
支援を行いました。

　８月26日に箱根火山防災協議会で「箱根山
（大涌谷）火山避難計画」を策定しました。

　火山ガスの安全対策を検討することを目的と
して、11月20日に「火山ガス安全対策専門部
会」を設置しました。

　２月23日に知事を会長とする箱根山火山防災
協議会（法定）を設置し、３月９日の第１回協
議会において、平成28年度中に中長期的な安全
対策を進めていくことを決定しました。

項目

　箱根火山防災協議会において策定した
「箱根山の噴火を想定した大涌谷周辺の
観光客等の避難誘導マニュアル」につい
て、訓練等により検証を進めるととも
に、噴火警戒レベル４及び５に対応した
避難計画の策定の支援を行っています。

項目

項目

　地震防災戦略を策定し、減災効果の高
い対策や効率的に実施可能な対策に優先
的に取り組むことで、減災目標の効果的
かつ効率的な達成を目指します。

　「自助」「共助」の浸透を図るため、
事業者等の協力を得た広報や、地震防災
キャラバンによる巡回展の実施等、効果
的な普及啓発を行います。

実績・進捗状況

　業務委託に係る入札を実施し、委託契約を締
結しました。また、学識経験者等で構成する検
討委員会を設置し、地震防災戦略の構成等につ
いて検討を行いました。

実績・進捗状況

　企業協賛を得て、リーフレット「かながわけ
んみん防災カード」及び「かながわキッズぼう
さいカード」を作成しました。
（協賛７者 388千円収入・112,000部作成）

　９月１日の神奈川新聞防災特集に記事を掲載
し、県の防災対策の主な取組や成果を紹介する
とともに、家庭や地域等において災害への備え
について再認識が行われるよう普及啓発を図り
ました。

　県民や事業者向けに、県の地震災害対策への
取り組みについて、講演等を通して啓発活動を
行いました。

　大規模地震の発生に備えて、事前に確認・準
備しておくべき基本的な事項について「地震防
災チェックシート」を作成し、「かながわ減災
サポート店」等により配布しました。（30,000
部作成）

実績・進捗状況

　検討委員会の助言を踏まえて、地震防災戦略
の改定素案をとりまとめました。また、改定素
案のパブリック・コメント（県民意見反映手
続）を実施しました。

　地震防災戦略の減災目標や対象期間等につい
て、検討委員会の助言を踏まえて検討を進めま
した。

　平成28年３月18日の神奈川県防災会議におい
て、地震防災戦略の改定について決定しまし
た。



（２）大規模災害発生に備えた広域応援部隊の受け入れ体制強化

　　　大規模災害発生時に備え、迅速な初動体制の確立、自衛隊・消防に係る広域応援部隊の受け

　　入れ体制強化や医療関係機関等との連携強化に資するため、防災訓練の実施と結果検証による

　　応急対策業務への反映を行います。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（３）東日本大震災県内避難者支援の取組み

　　　東日本大震災県内避難者に、引き続き必要な支援を行うとともに、それぞれの方が抱えている

　　問題に対応したオーダーメイドの支援を行います。

　　①「かながわ避難者見守り隊」による専門サポート

　　　　問題を抱えている避難者に、個々の問題に対応できる専門職種の相談員を配置し、より専門的な相談や

 　　サポートを行います。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

2 82 132 91

171 243 271 293

　　②「東日本大震災 支援・情報ステーション」の運営

　  　県内避難者からの相談等に対応するとともに、積極的に避難者との交流を強化します。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

104 354 308 323

64 316 586 335

248 230 265 380

437 635 294 626

（４）被災地の復興支援の取組み

　　  被災地で復興に携わる行政職員が大幅に不足していることから、専門知識や経験を有する者を

　　任期付職員として採用し、復興支援のために被災地へ派遣しています。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

81 78 76 76

30 63 63 61

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300774/

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

307

978

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

累計

1,089

1,301

項目

　災害対策本部等の機能強化、県、自衛
隊等の救助機関、医療関係機関等による
連携強化、地域防災力の強化、防災意識
高揚の４事項を重点に訓練を実施しま
す。

実績・進捗状況

　統制部訓練３回、機器操作訓練３回を実施し
ました。

　ビッグレスキューかながわ(神奈川県・厚木市
合同総合防災訓練)、津波対策訓練、統制部訓練
１回、機器操作訓練３回を実施しました。

　災害対策本部訓練、統制部訓練２回、機器操
作訓練３回を実施しました。

　九都県市合同防災訓練・図上訓練、統制部訓
練２回、機器操作訓練３回を実施しました。

来所者数

相談・電話件数

（前年度実績）

項目

項目

相談・調整件数

（前年度実績）

派遣人数

（前年度実績）

1,123

1,992

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

延べ派遣人数

311

217

項目

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300774/


（５）国民保護訓練事業実施状況 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7115/

 　 武力攻撃事態等への対応力の向上、関係機関との連携体制の強化、県国民保護計画の検証を目的

  に国民保護訓練を実施します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（６）原子力災害対策事業実施状況
　  原子力災害に備え、緊急事態発生時の応急対策等拠点施設となるオフサイトセンターや原子力
　事業所周辺の大気中の放射線量を常時監視・測定するモニタリングポスト（放射線測定設備）の
　維持管理を行うとともに、原子力防災資機材の整備や保守点検等を実施します。

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（７）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

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

実績・進捗状況項目

　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。

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

関係機関との連絡調整等を実施しました。

関係機関との連絡調整等を実施しました。

国民保護実動訓練を実施しました。

実績・進捗状況

適切な運用・管理を実施しました。

適切な運用・管理を実施しました。

適切な運用・管理を実施しました。

適切な運用・管理を実施しました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100187/p553557.html

項目

・オフサイトセンターの維持管理
・放射線量を常時監視・測定するモニタリングポスト
（放射線測定設備）の運用・維持管理
・原子力防災資機材の整備や保守点検等の実施
・原子力防災訓練等の実施

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70009/

項目

国民保護実動訓練の実施
　年間目標　　１回
（前年度実績　１回）

実績・進捗状況

関係機関との連絡調整等を実施しました。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7115/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100187/p553557.html
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70009/


　　②市町村消防防災力強化支援事業費補助金の交付

　　　市町村が実施する木造住宅耐震化への支援事業や、消防広域化に伴う施設・設備整備に対し、補助金を　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

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 30

258,236千円 236,141 △ 4,977 1,000 △ 82,981 149,183

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

（８）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

　　　東日本大震災を踏まえ、市町村が緊急的に取り組む地震防災対策に対し、補助金を交付します。　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

　　　東日本大震災を踏まえ、市町村が緊急的に取り組む地震防災対策に対し、補助金を交付します。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 32

300,000千円 278,074 21,926 △ 4,400 0 295,600

（９）許認可保安立入検査実施状況 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5050/

　　①許認可件数

　　　各種保安法に基づき、許認可等を実施することにより、関係事業所や施設等の保安を図ります。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

306 85 57 67 62 271

1,075 280 226 390 323 1,219

359 102 86 90 88 366

市町村数

交付決定額

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　(単位：市町村、千円)

実施件数　　　　　　　　　　(単位：件)

電気工事関係

火薬類関係

高圧ガス関係

項目 前年度実績

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360590/

項目

耐震化への支援事業や、補助金を交付しています。

年間目標
（計画）

交付決定額　　　　　(単位：市町村、千円)

項目

市町村数

交付決定（実績）額

（前年度実績額）

項目

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

実績・進捗状況

　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。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5050/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360590/


　②立入検査件数

　　各種保安法に基づき、保安立入検査等を実施することにより、高圧ガス施設等の保安を図ります。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

72 6 17 8 44 75

189 73 50 68 46 237

134 0 0 0 262 262

（10）石油コンビナート防災対策

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

（11）防犯人材育成事業 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0222/

　　①地域で活動する防犯ボランティアの育成数

　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「地域で活動するボランティアの育成数」

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

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

186 76 74 52 15 217

134 73 155 0 362

（12）犯罪被害者等支援 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4181/

　　①かながわ犯罪被害者サポートステーションによる法律相談、カウンセリングなどの支援及び

 　 　相談受付の件数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

281 233 256 196

250 254 300 313

272 248 268 249

216 239 198 251

966

1,117

1,037

904

実施件数　　　　　　　　　　(単位：件)

項目

「石油コンビナート等防
災計画」の修正

（前年度実績）

（前年度実績）

支援件数

相談件数

（前年度実績）

　防災本部幹事会、防災対策検討会、防災対策連絡会（２
回）を開催し、市や関係機関に学識者及び事業者を加え、神
奈川県石油コンビナート等防災計画の具体的な修正内容につ
いて検討を行いました。また、計画の修正素案をとりまとめ
るとともに、パブリック・コメント（県民意見反映手続）を
実施しました。

  神奈川県石油コンビナート等防災本部会議の審議を経て、
神奈川県石油コンビナート等防災計画を修正しました。

実施件数　　　　　　　　　　(単位：人)

実績件数　　　　　　　　　　(単位：回)

累計
項目

育成人数

火薬類関係

項目 前年度実績

高圧ガス関係

電気工事関係

年間目標
（計画人数）

項目

実績・進捗状況

　神奈川県石油コンビナート等防災本部会議を開催し、神奈
川県石油コンビナート等防災計画の修正の方向性等について
報告しました。

　防災対策連絡会を２回開催し、市や関係機関と神奈川県石
油コンビナート等防災計画の具体的な修正内容について検討
を行いました。

　　　　　　　　【かながわグランドデザイン　プロジェクト　NO.12　治安】

　注「かながわグランドデザイン」では、目標を累計値で記載しているため、
　　  上記の年間目標とは一致しません。

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0222/
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/783679.pdf
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4181/


第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

756 674 665 615

115 580 698 631

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7110/
 　①交通事故相談件数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

175 167 182 161

213 210 199 185

２　温泉地学研究所

（１）施設見学、講師派遣状況

　　①講演、講義数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

100 20 41 50 31 142

100 27 28 36 22 113

（２）学会等発表状況
　　①学会発表、論文発表数

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

45 24 14 10 5 53

45 14 9 18 5 46

（３）業務実績

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

３　総合防災センター・消防学校 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5115/

（１）施設利用状況

　　①入館者数　

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 累計

38,700 8,830 12,786 8,204 8,467 38,287

37,000 7,957 12,257 7,820 7,887 35,921

実績件数　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

2,710

2,024

実績件数　　　　　　　　　　(単位：回)

累計

685

807

http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/t_syoukai1/

実施回数　　　　　　　　　　　　　(単位：回)

発表件数　　　　　　　　　　　　　(単位：件)

実績・進捗状況

　火山活動の活発化に伴い、観測業
務の強化に努めました。

 引き続き、観測業務の強化に努めま
した。

　観測業務の強化に努めると共に、
研究成果発表会を開催しました。

　引き続き、観測業務の強化に努め
ました。

実績人数　　　　　　　　　　　（単位：人）　

入館者数

（前年度実績）

学会発表、論文発表数

相談件数

（13）交通事故相談

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画人
数）

項目

・地震、地殻変動、地下水及び温泉の観測業務
・地震、地殻変動、火山、地下水及び温泉の
  調査研究業務

  　②かながわ性犯罪・性暴力ホットライン相談件数

項目

相談件数

（前年度実績）

（前年度実績）

項目
年間目標
（計画）

項目
年間目標
（計画回
数）

講演、講義数

（前年度実績）

項目

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7110/
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5115/
http://www.onken.odawara.kanagawa.jp/modules/t_syoukai1/


（２）業務実績 http://www.pref.kanagawa.jp/div/0340/

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

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

  災害に強く、安全で安心なまちづくりを目指し、各所属
の業務目標などに基づき、適正かつ効率的に業務を運営し
ました。

  箱根山（大涌谷）火山対策、かながわシェイクアウト、
ビッグレスキューかながわ(神奈川県・厚木市合同総合防
災訓練)など、災害に強く、安全で安心なまちづくりのた
めの各種施策について、各所属の業務目標などに基づき、
引き続き着実に実施しました。

  箱根山（大涌谷）火山対策、地震防災戦略や石油コンビ
ナート等防災計画などの改定（修正）素案の取りまとめ、
消防広域化の支援、消防フェアの開催など、災害に強く、
安全で安心なまちづくりのための各種施策について、各所
属の業務目標などに基づき、引き続き着実に実施しまし
た。

  箱根山（大涌谷）火山対策、地震防災戦略や石油コンビ
ナート等防災計画などの改定、国民保護訓練の実施、新た
な県内消防広域応援体制の構築など、災害に強く、安全で
安心なまちづくりのための各種施策について、各所属の業
務目標などに基づき、引き続き着実に実施しました。

  災害に強く、安全で安心なまちづくりを目指し、各所属
の業務目標などに基づき、適正かつ効率的に業務を運営し
ました。

045-210-3414

実績・進捗状況

　初任教育､救急科､水難救助課程､消
防団員基礎教育を実施しました。

　初任教育､救急科､少年少女消防教
育、高校生インターンシップを実施
しました。

　消防職員専科教育､消防団員幹部教
育･専科教育､事業所消防･防災ﾘｰﾀﾞｰ
教育を実施しました。

　消防職員専科･特別教育､女性活躍
推進研修､消防団員教育機関科､事業
所消防･防災ﾘｰﾀﾞｰ教育を実施しまし
た。

連絡先（電話番号）

局長評価

項目

　消防職員・消防団員等の教育訓練

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0340/

