
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
延焼率の低下（焼損棟数／建物火災件数）

16.9%
15.8%
11.9%
15.9%

15.8% を下回る

　

10.2分
10.7分
9.6分
11.3分

10.9分 を下回る

指標の説明

平成２２年度見通し
○老朽化した北消防署の化学消防ポンプ自動車、中
消防署と北消防署の高規格救急車、及び桜分団と塩
浜分団の消防ポンプ自動車を更新し、消防力の充実
強化を図る。

○16年度に南消防署のはしご車と大型高所放水車の
機能を併せ持つ車両に更新し、購入費用の節減と合
理化を図った。
○18年度に、南消防署のポンプ自動車を、救助工作
機能付の車両に更新し購入費用の節減と合理化を
図った。また、水沢分団車を水槽付消防ポンプ自動
車として更新し山間部の消防力の充実を図った。
○19年4月から出動時間の短縮を図るため消防通信
指令システムを更新し、桑名市と消防指令センターの
共同運用を開始した。（共同運用により、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。）
○20年度は、「8分消防、5分救急」の実現をめざして、
中消防署中央分署を建設し平成20年11月から業務を
開始した。
○21年度は、中消防署のはしご付き消防自動車を国
内最大級の50m級の車両に更新し、高層建築物火災
への対応を強化した。また、北消防署の救助工作車
Ⅱ型を、より高度な救助事案に対応できる装備を積載
した車両に更新した。
◎延焼率、救助活動時間とも、過去5年の平均の目標
値を下回ることができず目標を達成できなかった。

H21実績

H21目標

H20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

H18実績
H19実績

任務目的

○　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２１年度実績（過去の実績含む）

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21年度

（所管課名　　消防本部総務課）

基本目的　１

行動目標　２－２

☆☆

○平成28年5月までに消防救急無線のデジタル化を
図る必要があるため、効率的な整備手法について検
討していく。
○中消防署中央分署、22年4月から消防車両を配置
した北西及び西南出張所の効果を検証しつつ、消防
救急体制のより一層の充実強化に努める。
○団塊の世代の大量退職により経験年数の浅い職員
が増加したため、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を、平成20年度に開
始した消防プリセプターシッププログラムにより引続き
実施していく。

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。

　 　

H21実績

H21

H20実績

H18実績
H19実績

延焼率の推移

.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%

10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%

H18 H19 H20 H21 H21目標

救助活動時間

分

5分

10分

15分

20分

H18 H19 H20 H21 H21



Ｂ表
年度

 
指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１8実績 4台
Ｈ１9実績 4台
H20実績 8台
H21実績 4台

H21目標 4台

Ｈ２０決算 Ｈ21予算 Ｈ21決算
消防車両購入費 168,854 317,000 310,046

81,522 8,411 8,258
9,500 9,345

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１8実績

Ｈ１9実績
H20実績
H21実績

H21目標

H20決算 Ｈ21予算 Ｈ21決算

○ 755,942 0 0

73,030 76,067 73,021
13,263 64,860 51,084

77,105 39,997 37,313

業務棚卸表（事後評価表）
平成21年度

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
平成２１年度実績
○中消防署のはしご付き消防自動車を国内最大級の
50m級の車両に更新し、高層建築物火災への対応を強
化した。また、北消防署の救助工作車Ⅱ型を、より高度
な救助事案に対応できる装備を積載した車両に更新し
た。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、消防力の強化を図っ
た。
○消防団員の防火外套を、活動性の高いより安全なもの
に3年間（１９年から２１年）で更新した。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

○老朽化した北消防署の化学消防ポンプ自動車、中
及び北消防署の高規格救急車をそれぞれ更新し、消
防力の強化を図る。
○老朽化した消防団車両（桜・塩浜）の普通消防ポン
プ自動車を更新する。

平成２２年度見通し

消防装備の近代化
消防車両
等更新基
準達成率

☆☆☆

141,192 ○Ｎｏｘ・ＰＭ法と老朽化による大型車両の更新を控え
て、高機能で省力化できる機能を併せ持つ車両を研
究し、消防救急体制の充実強化を期す。
○今後も、隊員の安全と省力化を考えた資機材を研
究し、現場活動環境を改善する。

消防活動機器整備費 △ 73,264
消防救助資機材整備事業費 9,345

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価

消防庁舎の整備と
維持管理

☆☆☆

平成２１年度実績
　○老朽化した本部庁舎の空調を更新し、外壁の修
繕を実施した。
　○老朽化した西分署、南消防署の空調を一部更新
した。

適切な維
持補修と
署所配置
の検討

平成２２年度見通し
　○老朽化した、北消防署及び朝日川越分署の訓練
塔の再塗装や、南消防署の屋上防水工事を施工し、
施設の耐久性を向上させる。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

0

（仮称）中消防署中央
分署整備事業費

△ 755,942 ○平成28年5月までに消防救急無線のデジタル化を図る
必要があるため、効率的な整備手法について検討してい
く。
○中消防署中央分署、22年4月から消防車両を配置した
北西及び西南出張所の効果を検証しつつ、消防救急体
制のより一層の充実強化に努める。

高機能消防指令セン
ター更新事業費

△ 39,792

消防庁舎等施設管理費 △ 9
消防本部庁舎整備事業等 37,821

0

1

2

3

4

5

6

Ｈ１9 H20 H21 H21目標

台

1台

2台

3台

4台

5台

6台

7台

8台

9台

Ｈ１9 H20 H21 H21目標



　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
出火率（火災件数／管内人口×10，000）

3.6
3.5
3.3
3.5

3.7 を下回る

　

死者 4人 傷者 22人
4人 16人

11人 15人
4人 15人
5人 19人

73.3%
74.8%
80.0%
83.3%
80.0%

指標の説明

平成２２年度見通し
○火災予防運動や危険物安全強調月間等各種行事
等を引き続き実施し、防火思想の普及啓発を促進す
る。
○住宅防火の推進のために、住宅用火災警報器設置
促進アクションプランを実行し、住宅用火災警報器の
設置率の向上を目指す。
○防火対象物を選定し、計画的な立入検査を実施す
ることにより、防火対象物における防火管理者への適
切な防火指導やコンビナート事業所等の大規模石油
タンク（（準）特定屋外タンク貯蔵所）の耐震対策指導を
行う。これにより、事業所等における自主保安等の推
進を図る。

H19実績
H20実績

任務目的 達成度

○防火思想の啓発のため、火災予防運動や危険物安全
管理強調月間を実施したほか、定期的な防火講演会の
開催や広報誌の発刊を行った。
○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２１年度は、焼身自殺、他殺を除く死者数が目標
値（５人）を下回り４人となった。また、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。
○出火率は、目標値（３．７）を下回る３．５で、平成２１年
は目標を達成できた。
○防火管理者の選任率は、前年度（８０．０％）を上回る結
果（８３．３％）となった。

☆☆☆

○　任務目的に対する評価

H20実績
H21実績

H19実績

H18実績
H19実績

防火対象物の違反是正（防火管理者の選任率）
H18実績

H21実績

H21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21年度

（所管課名　　消防本部総務課）

H18実績

基本目的　１

行動目標　２－２

火災等を予防する

○高齢者等を収容する社会福祉施設等における火災
発生の状況を踏まえ、これら施設に対して法改正への
対応をさせるとともに防火安全指導を図る。
○防火対象物や危険物施設への立入検査を実施し、
事業所等における自主保安の推進を図るとともに法令
違反対象物の是正を図る。

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２１年度実績

H21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。「出火
率」、「死傷者数」に加えて、防火対象物に必要とされ
る「防火管理者の選任率」を指標とした。

　 　

H21実績

H21目標

H20実績

火災時の死・傷者数（自殺・他殺以外）

出火率

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

H18 H19 H20 H21 H21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）

10.2%
16.4%
12.3%
17.2%

12.6% を上回る

　

10.3%
11.6%
12.8%
14.5%

13.8% を上回る

指標の説明
※　救命率については、心肺停止を目撃された心疾
患患者を対象とし、（対象患者の１ヶ月生存者/心肺
停止患者）とした。
また、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。

　 　

H21実績

H2１目標

H20実績

H18実績
H19実績

応急手当普及率の向上(救命講習受講者/管内人口)

○増加する応急手当講習に対応するために、四日市
市救急ボランティア要綱を作成し、救急ボランティアに
よる応急手当の普及啓発を推進する。
○救急の高度化及び救急隊員の資質の向上を目標
として、関係機関との調整を行い救急ワークステーショ
ンの設置に向け検討を行う。
○救急医療体制の充実を図るため、救急救命士の育
成及び研修に取り組み、救急救命士65名を目標に養
成を継続していく。

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21年度実績

平成２２年度見通し
○応急手当普及率を前年より１％向上（15.5％）を目
指し、救急ボランティアによる定期普通救命講習の協
力及び教職員の応急手当普及員よるＰＴＡ主催の応
急手当講習会への参加協力を依頼する。
○救急救命士の養成については、昨年に引き続き５
名とする。
○救急救命士の薬剤投与追加講習（6名）、気管挿管
病院実習（2名）等の研修を継続する。また、昨年に引
き続き救急救命士再教育（21名）を実施する。

○救急救命士の養成人数を年間5名とし、現在の救
急救命士の運用数は39名となった。また、救急救命士
の処置拡大に伴い、薬剤投与追加講習に5名、気管
挿管病院実習に2名の派遣研修行い、薬剤投与認定
救命士24名、気管挿管認定救命士8名となった。
○救急現場において、救急隊の活動を支援し、傷病
者の早期搬送のために実施している、消防隊と救助
隊との連携出動は、平成20年度938件から平成21年
度は1219件と増加した。
○大切な人を助ける救命の連鎖のため平成5年から
実施してきた各種の応急手当講習は、通算48,844人
が受講し、普及率は14.5%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21年度
は17.2％と年度目標を達成した。

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2１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

行動目標　２－２

H18実績
H19実績
H20実績

任務

○　任務目的に対する評価

☆☆☆

H21実績

H21目標

救命率

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H18 H19 H20 H21 H21目標

応急手当普及率

.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H18 H19 H20 H21 H2１目標



　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

　

　
耐震性貯水槽の設置数

（四） 3基 （楠） 1基
（四） 3基 （楠） 1基

4基
4基
4基

　

（職） 60人 （団） 174人
（職） 76人 （団） 174人
（職） 86人 （団） 177人
（職） 90人 （団） 176人

（職） 90人 （団） 184人

指標の説明
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。

　 　

H21実績

H21目標

H20実績

H18実績
H19実績

大規模災害時支援要員の確保（職員ＯＢ，団員ＯＢ）

○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
計画的に耐震性貯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）について検討す
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、災害時に即
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２１年度実績

平成２２年度見通し
○耐震性貯水槽60ｔの設置（小古曽５丁目、川島町）
○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。
○市民防災隊ポンプの老朽化に伴い、更新計画を見
直し、機器の更新配備を行う。（４台）

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21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

行動目標　２－２

H18実績
H19実績
H20実績

任務目的

○　任務目的に対する評価

☆☆☆

H21実績
H21目標

○大規模災害時の消防水利の確保（水利の二元化）
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、平
成２１年度中部ブロック及び近畿ブロック訓練に参加し
た。
○市民防災隊ポンプの老朽化に伴い、機器（２台）の
更新配備を行った。
○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、職員OBは目標を達成できたが、団員OBに
ついては目標の登録数には若干至らなかった。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。
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