
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
延焼率の低下（焼損棟数／建物火災件数）

18.0%
16.9%
15.8%
11.9%

15.8% を下回る

　

9.6分
10.2分
10.7分
9.6分

10.7分 を下回る

指標の説明

平成２１年度見通し
○中消防署中央分署の開設効果を検証しつつ、さら
に8分消防5分救急の実現を図って行く。
○老朽化した中消防署の４５級はしご車を５０ｍ級に
増強更新し、北消防署の救助工作車、南署の２台目
の高規格救急車、西南救急分駐所の高規格救急車
をそれぞれ更新し、消防力の強化を図る。

○平成１５年度から全国に先駆け、特定屋外タンク
(1000KL以上）等の危険物火災に備えるため最新の
「大容量泡放射砲」を3消防署にそれぞれ配備した。
○１６年度には老朽化した梯子車と大型高所放水車
を一体化した車両に更新し、購入予算を５０００万円節
減するなど、自動車Ｎｏｘ・ＰＭ法の改正に対応しつ
つ、消防車両の近代化、省力化を図り消火活動の迅
速化・効率化を図ってきた。
○18年度は、南消防署のポンプ車を、救助工作機能
付の車両に更新し予算節減と合理化を図った。又、老
朽化した水沢分団車をタンク付消防ポンプ車として更
新し山間部の消防力を充実させた。
○「８分消防、５分救急」の実現をめざして、中消防署
中央分署建設が完了し平成20年11月から業務を開始
している。
○老朽化した消防通信指令システムを更新整備し、
出動時間の短縮を図るため桑名市と消防指令セン
ターの共同運用を開始した。（平成１９年４月１日運用
開始し、人的な合理化（3名配転）と構築予算の大幅
な節減を達成した。）
◎延焼率は、目標値を下回り目標を達成した。
◎救助活動時間は、目標値を下回り目標を達成した。

H20実績

H20目標

H19実績

救助活動時間の短縮（現着から救出）

火災を速やかに鎮圧する
迅速な救助活動を実施する

達成度

H17実績
H18実績

任務

○　任務目的に対する評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成２０年度実績

業務棚卸表（実績評価表）
　

任務目的の成果・活動指標の推移

災害による被害が少なくなる

市民が安全に暮らせるまちになる

平成20年度

（所管課名　　消防本部総務課）

基本目的　１

行動目標　２－２

☆☆☆

○隊員の救助技術の向上、最新救助資機材の導入
により、ハード面では目的を達成したが、ソフト面では
数年間でベテラン職員が大量退職することから、蓄積
された豊富な警防技術等を若い職員に伝えるため
の、人材育成、研修体制を20年度から実施し、継続す
る。
○「消防力の整備指針」が制定され、現場活動の効率
化と安全管理を徹底して行うための指揮隊の設置が
急務である。○北消防署併設の防災教育センターの
あり方をはじめ、北西・西南救急分駐所等の消防体
制、さらに南消防署の移転改築等について、消防広
域化問題と併せて検討していく。

これからの課題、施策等展開の方向性

災害によるトータル被害を軽減するためには、「警防」
面での測定は難しいが、（建物火災における類焼棟
数を示す）延焼率の推移を測定し消防戦術の効果を
確認するとともに、救助活動の質的向上を測定する
目安のひとつとして、現場到着時から救出完了まで
の時間を指標として掲げた。

　 　

H20実績

H20目標

H19実績

H17実績
H18実績

延焼率の推移

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H17 H18 H19 H20 H20目標

救助活動時間

分

5分

10分

15分

20分

H17 H18 H19 H20 H20目標



　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
耐震性貯水槽の設置数

（四） 4基 （楠） 3基
（四） 3基 （楠） 1基
（四） 3基 （楠） 1基
（四） 4基 （楠） 基

4基

　

（職） 49人 （団） 164人
（職） 60人 （団） 174人
（職） 76人 （団） 174人
（職） 86人 （団） 177人

（職） 94人 （団） 184人

指標の説明

○　任務目的に対する評価

☆☆☆

H20実績
H20目標

○大規模災害時の消防水利の確保（水利の二重化）
を行うため、市街地、準市街地を中心に耐震性貯水槽
の設置を行った。（設置目標どおり4基設置）
○大規模災害時の受援応援体制連携強化のため、緊
急消防援助隊合同訓練に参加するとともに、平成２１
年度中部ブロック訓練を四日市市で開催した。
○市民防災隊ポンプの老朽化に伴い、更新計画を見
直しを行い、更新配備した。（２台から６台に増）
○ソフト事業である大規模災害時の支援要員の確保
については、職員OB・団員OBの登録はあったが、体
調の懸念もあり目標の登録には至らなかった。職員OB
に対しては、消防における大規模災害時の受援体制
等について研修会を開催し所期の目標を達成した。
○防火･防災教室テキストの改訂を行い、より防火・防
災について理解を深めることができるものに変更した。

行動目標　２－２

H17実績
H18実績
H19実績

任務

業務棚卸表（実績評価表）
　

任務目的の成果・活動指標の推移

災害による被害が少なくなる

市民が安全に暮らせるまちになる

平成20年度

（所管課名　　消防本部総務課）

基本目的　１

大規模地震災害時に延焼棟数が少なくなる 達成度

○地震等の大規模災害時、消火栓が使用不能となっ
た場合の消防用水利として活用するため、必要地域に
計画的に耐震性防火水槽を設置するとともに、他にも
使用できる水利（自然水利、雨水枡等）を検討する。
○四日市市消防支援隊等の活用を図るとともに、消防
分団・市民防災隊及び自主防災組織の地域内におけ
る活動の連携を側面から支援し、大規模地震等の災
害に対して地域防災力の充実強化を図る。
○市民防災隊の地域毎の役割を見直し、災害時即し
た体制を構築することにより、地域防災力の向上を図
る。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成20年度

平成21年度見通し
○耐震性貯水槽40ｔの設置（萱生町）
○耐震性貯水槽60ｔの設置（鵜ノ森二丁目、松寺三丁
目、高角町）
○大規模災害時の支援要員として消防職員ＯＢ、消防
団ＯＢの支援要員登録に努め、研修を実施する。

大規模災害時の対応として、ハード面から、火災延焼
拡大を防止するために有効な耐震性貯水槽の設置
個数を指標化するとともに、ソフト面で災害時の消防
機能を維持・補完するために経験豊富な消防職/団
員ＯＢを組織化して人的強化を図るため指標に掲げ
た。

　 　

H20実績

H20目標

H19実績

H17実績
H18実績

大規模災害時支援要員の確保（職員ＯＢ，団員ＯＢ）
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　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
出火率（火災件数／管内人口×10，000）

3.6
3.6
3.5
3.3

3.5

　

死者 3人 傷者 25人
4人 22人
4人 16人

11人 15人
3人 20人

72.6%
73.3%
74.8%
80.0%
80.0%

指標の説明

　 　

H20実績

H20目標

H19実績

火災時の死・傷者数（自殺・他殺以外）

基本目的　１

行動目標　２－２

火災等を予防する

○火災による被害を軽減するため、火災を発生させな
い「火災予防」に対する防火意識の高揚を図る必要が
ある。このため、種々の機会をとらえ、幼少年から一般
市民にいたるまで、火災予防意識の向上に努める。
○特定防火対象物に対する定期点検制度を周知・浸
透させるとともに、違反対象物を中心に立入検査を実
施し、違反の是正を図る。
○火災原因のワースト１である放火について、関係機
関及び地域を含めた放火防止対策の推進を図る。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成２０年度実績

H20目標 前年を上回る

火災予防を推進し死者・傷者を減らすためには、防火
思想の普及啓発を図ると共に消防法令に違反してい
る防火対象物の是正を進める必要があるので、「出火
率」、「死傷者数」に加えて、防火対象物の違反是正
への取組み状況を示す「防火管理者」の選任率」を掲
げた。

H20実績

H20目標

業務棚卸表（実績評価表）
　

任務目的の成果・活動指標の推移

災害による被害が少なくなる

市民が安全に暮らせるまちになる

平成20年度

（所管課名　　消防本部総務課）

H17実績

H19実績
H20実績

H18実績

H17実績
H18実績

防火対象物の違反是正（防火管理者の選任率）
H17実績

H18実績
H19実績

任務 達成度 ☆☆☆

平成２１年度見通し
○出火率のさらなる低減と防火管理者の選任率の向
上を目指して火災予防運動の充実を目指す。
○不特定多数の者が出入りする防火対象物（事業所）
等に対して適切な指導を行い、火災発生を未然に予
防し、万が一の場合の被害を軽減する。

○火災予防思想の啓発のため、住民を対象に予防運動
を実施したほか、定期的な防火講演会の開催や広報誌
の発刊を行った。また、不特定多数の者の出入りする特
定防火対象物については立入検査を強化し、違反是正
に努め成果を得た。
○コンビナート事業所に対しては、毎年６月に防災診断と
して立入検査を実施し、設備・機器の維持管理の徹底、
地震対策の推進を指導した。さらに事業所で有する自衛
防災組織、共同防災組織の機能強化をはじめとする自主
保安体制の推進指導を行った。
○平成２０年度は、焼身自殺、他殺を除く死者数が目標
数値である3人を大きく超えて11名となった。住宅火災に
おける死者の発生を抑止するため平成１９年６月に、住宅
用火災警報器の設置条例が施行されたが、更なる火災
警報器の設置促進を図った。
○炎感知器を共同地区に設置し放火防止対策を継続し
た。
○出火率は、目標値の３．５を下回る３．３で、平成２０年
は目標を達成できた。
○防火管理者の選任率は、前年度（７４．８％）を大きく上
回る結果（８０．０％）となり成果を得た。

○　任務目的に対する評価

出火率

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

H17 H18 H19 H20 H20目標



　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

救急時の心肺停止（CPA)患者の救命率 　
　救命率の向上（１ケ月生存件数／ＣＰＡ件数）

3.7%
4.6%
9.4%
6.9%

9.4%

　

9.2%
10.6%
12.0%
13.2%

13.0%

指標の説明

○　任務目的に対する評価

☆☆

H20実績

H20目標

行動目標　２－２

H17実績
H18実績
H19実績

任務

業務棚卸表（実績評価表）
　

任務目的の成果・活動指標の推移

災害による被害が少なくなる

市民が安全に暮らせるまちになる

平成20年度

（所管課名　　消防本部総務課）

基本目的　１

心肺停止患者の１ケ月後生存率が向上する 達成度

○増加する応急手当講習に対応するために、事業所
の応急手当普及員を養成し、事業所単位での普及活
動を推進していく。また、事業所以外の応急手当普及
員の活動する場として、定期普通救命講習等で講習
を指導できるよう推進する。
○平成21年消防法の一部が改正され、重症患者の
「たらいまわし」が起きないよう、県単位で実施基準を
作成することになった。地域の事情はあるが，１秒でも
早く病院へ搬送するよう、医療機関等と連携を図って
いく。
○救急救命士を65名養成する。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成20年度実績

平成２１年度見通し
○応急手当普及率を前年より１％向上（14.2％）を目
指し、定期普通救命講習を７回増やす。また、応急手
当普及員にも指導に参加してもらう。
○救命士の養成は昨年に引き続き５名とする。
○救命士の薬剤投与、気管挿管研修を継続する。ま
た、救急救命士への再教育を開始する。
○救命率については、指標の算出方法を見直し、心
肺停止を目撃された心疾患患者の1ヶ月生存者数と
すし、過去4年平均（12.6％）を上回る。

○救急救命士数は、平成２０年度はこれまでの２名か
ら５名へと大きく養成数を増員した。現在、救命士の運
用数は３５名となった。　また、既存の救急救命士のさ
らなる高度化対策として、薬剤投与３名、気管挿管１
名の派遣研修を行った。
○平成１７年度から実施している、救急隊の活動を補
助する消防車隊･救助隊の連携出動は、１８年度１５８
件から２０年度は９３８件と増加した。
○「命の連鎖」を持続するため実施してきた各種の応
急手当講習は、44,756人〈13.2％〉が受講済で年度目
標を達成した。
○救命効果の向上を目指し、救急救命士に対する医
師の指示体制を確保し、救急隊員への指導助言体制
を高度化するため、救急活動の医学的観点からの事
後検証体制を充実させた。（事後検証委員会は１０回
開催された。）
○心肺停止患者の一ヶ月生存率を救命率向上の目
安として体制等の強化に努めているが、平成２０年度
は目標値9.4％を下回った。

人命を助け災害被害を軽減する「救急」面での指標
は、救急時の心肺停止（CPA)患者の予後を示す1ヶ
月生存率（救命率）と掲げると共に、AED等が使える
バイスタンダーの養成が不可欠であるため応急手当
普及率（救命講習受講者/管内人口）を指標として用
いた。

　 　

H20実績

H20目標

H19実績

H17実績
H18実績

応急手当普及率の向上(救命講習受講者/管内人口)
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応急手当普及率
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