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目指す姿

高い防災意識と充実した消防・防災体制により、災害被害が少ないまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

災害に強いまちづくりの推進

施策２

消防力の充実強化

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

防災出前講座参加者数 人 防災出前講座の参加者の累計

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 800 840 880
1,000

実績 461 - -

2

消防団員定員充足率（機能別消防団員を含む） % 消防団員実数（機能別消防団員を含む）／消防団員定数

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 94.3 94.4 94.6
95

実績 90.3 - -

政策目標４　安全、快適な基盤づくり/政策７　災害や危機への備えの強化

政策分野26　地域防災

関連するSDGs17のゴール

　地域防災計画に基づき、自然災害に備えた住民意識の高揚、自主防災組織の充実及び高齢
者や障がいのある人などの避難行動要支援者に対する支援体制づくりを進めます。また、避
難所となる小中学校や防災倉庫等への災害備蓄の推進、ＩＣＴを活用した情報連絡網の整備
、多様な民間事業所等との災害時応援協定の締結などに取り組みます。

　市民等を火災・自然災害から守るため、広域的な常備消防体制と緊急搬送体制の維持・強
化を図ります。また、火災発生の予防に努めるとともに、消防団活動や消防施設・設備の充
実、消防水利の確保等による消防力の充実・強化を図ります。

令和３年度おいては、新型コロナウイルス感染
症の流行のため、出前講座の受講者数が前年度
と比較して大きく減少し、目標達成には至らな
かった。

「消防団のあり方に関する検討委員会」による
検討結果（報告書）を踏まえ、充足率を高める
ための効果的な手法についての検討が必要とな
る。



２　施策の評価
施策１ 災害に強いまちづくりの推進

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　地域防災計画に基づき、自然災害に備えた住民意識の高揚、自主防災組織の充実及び高齢
者や障がいのある人などの避難行動要支援者に対する支援体制づくりを進めます。また、避
難所となる小中学校や防災倉庫等への災害備蓄の推進、ＩＣＴを活用した情報連絡網の整備
、多様な民間事業所等との災害時応援協定の締結などに取り組みます。

【1】防災計画
・市民意向調査や震災シミュレーションを踏まえ地域防災計画を全面改訂した。（平成26年
度）また、以降においても避難情報の修正など災害対策基本法の改正内容をはじめとした時
点修正を行っている。（平成29年度、平成30年度、令和３年度）
・災害発生時等において、避難行動に支援が必要な方々の把握や支援のあり方を定める災害
時要配慮者支援プランを策定した。（平成29年度）
・大規模災害発生時における資源制約下であっても迅速な対応を可能とするため、災害時業
務継続計画（ＢＣＰ）（平成29年度）、受援マニュアルを策定した。（平成30年度）
・大規模災害の発生に備え、安全・安心なまちづくりを推進するため、行政機能、まちづく
り、経済活動、ライフラインなどを含んだ国土強靭化地域計画を策定した。（令和２年度）

【2】防災対策事業
・市内の防災関係機関、各種団体及び地域や市民が協力し、連携を図ることにより、災害時
の応急対策を円滑かつ的確に行えるよう、地域防災体制の確立を図ることを目的として総合
防災訓練を実施しており、「夜間訓練」（平成25・26年度）、「早朝訓練」（平成27年度）
、県総合防災訓練として「大規模訓練」（平成28年度）、「土砂災害対応訓練」（平成29年
度）、「洪水想定訓練」（令和元年度）、新型コロナウイルス感染症対策など、時間や手法
を工夫して行っている。
・自主防災組織設立に向けた気運醸成のための出前講座の実施、設立支援に向けた補助制度
の新設（令和元年度）、防災意識の啓発等を図るため、防災対策普及員を設置した。（令和
２年度）

【3】災害時備蓄品整備事業
・災害用毛布、簡易トイレ、災害時用電話機の計画的な備蓄を進めている。（平成29年度～
）
・避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、段ボールベッド及びパーティ
ションの整備を開始した。（令和３年度～）

【4】ＩＣＴ活用事業
・ＧＩＳを更新し、庁内のすべてのネットワーク層での使用が可能となり、インターネット
上でハザードマップ等を地図上で表示できる環境を整備した。（令和元年度）
・情報発信一元化システムを導入した。（令和２年度）
・携帯電話を保有していない方などへの情報発信手段として、「災害時電話発信サービ
ス」を導入した。（令和３年度）

【5】水防活動事業
・水防用資機材の充実や市民への啓発活動、地域への土のう配備など、水防体制の強化
を図ってきた。
・防災関係機関と協議し、タイムラインを作成した。（令和元年度）
・救命胴衣の整備により、水防活動時における消防団員の安全対策の充実に取り組んで
きた。　（平成25年度から令和２年度にかけて230着整備）
・マイ・タイムラインの作成をホームページや出前講座等により促し、水害時に迅速な
避難が行えるよう防災意識の向上に努めた。



課題認識と
今後の方針
・改善点

【1】防災計画
・地域の防災に関する大綱である地域防災計画は、国や県の法令や計画改正を受け、適宜修
正を行う必要がある。また、計画の実効性を高めるため、水防計画を含めた関連計画や各種
マニュアルの策定・更新を行うとともに、市民への周知が必要である。
・新たに作成した避難所運営マニュアルを基にした訓練を実施することにより、職員の知識
の習熟や訓練結果を踏まえたマニュアルの更新など、より実効性を高めていく取組を行って
いく。
・国民保護計画や国土強靭化地域計画についても必要に応じて修正を行っていく。

【2】防災対策事業
・災害被害を減少させるためには、自助・共助・公助の連携が求められており、特に、激甚
化する自然災害に備え、自助、共助の取組を促進させる必要があることから、防災対策普及
員による出前講座や意欲のある町内会に対する勉強会を開催し、災害に備える住民意識の高
揚や自主防災組織の設立支援を行う。
・平成29年度に策定した災害時要配慮者支援プランに基づき、健康福祉部と連携し、要支援
者名簿の効率的な作成と配布を進めるとともに、災害対策基本法の改正により作成が努力義
務となった個別避難計画について、マニュアルの作成や庁内の推進体制を構築するとともに
、相談支援事業所等への作成業務の委託をはじめ、地域住民及び福祉関係者との連携により
、作成を進めて行く。
・大規模災害が発生した際に、被災者を速やかに救護・支援するためには、被災者に関する
情報を迅速に収集し、整理集約することが重要となっていることから、健康福祉部との連携
により平時の業務から活用可能な情報管理システムの整備を行う。
・地域防災体制の確立を図ることを目的として、各地域の災害リスクを想定した総合防災訓
練を実施する。
・福祉避難所の拡充に向けて、災害時応援協定の締結を推進するとともに、福祉避難所への
直接避難の体制構築を進める。

【3】災害時備蓄品整備事業
・災害時の物資の確保については、市民や事業所との役割分担や市民による家庭備蓄の周知
に努めるとともに、市においては流通ネットワーク備蓄を基本とし、トイレや通信設備など
公共性が高い物資や毛布など個人での備蓄が難しい物資を優先的に整備し、最小限の生活必
需品や食料についても段階的に整備を進める。

【4】ＩＣＴ活用事業
・災害時に情報を確実に伝達するため、多様な情報連絡網の整備が求められているところで
あり、「あいべあ」への登録者の拡充に努めるとともに、防災アプリを含めた重層的な情報
伝達手段の構築を進めていく。
・地図情報を利用した防災体制の強化を図るため、平時からのＧＩＳのさらなる活用の検討
を進める。
・新庁舎整備に向け、国・県が導入した防災情報設備の移転及び災害対策を実施するための
システムの導入を行う必要がある。
・国から整備が求められている被災者台帳システムについて導入を検討していく。

【5】水防活動事業
・大規模な洪水に加え、ゲリラ豪雨による内水被害も近年頻発しており、近年の気候変動に
対応した災害対応が必要である。
・また、風水害に備え住民の防災意識の向上を図ることが必要であるとともに、災害発生時
における水防団員の安全の確保が図られるよう設備の充実が求められている。
・水災害時に迅速な避難が行えるよう住民の防災意識の向上を図り、ホームページや出前講
座等によるマイ・タイムラインの普及・啓発を行う。
・水防関係機関との連携強化及び水防装備・資機材の整備・充実を図る。



施策２ 消防力の充実強化

取組状況

３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

18-1 地域福祉計画の推進 健康福祉部　地域福祉課

27-1 総合治水計画の策定 建設部　都市計画課

33-3 耐震改修促進事業 建設部　都市計画課

35-2 企画政策部　情報統計課

36-1 町内会活動事業 市民部　環境生活課

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針

（方向性）

　市民等を火災・自然災害から守るため、広域的な常備消防体制と緊急搬送体制の維持・強
化を図ります。
　また、火災発生の予防に努めるとともに、消防団活動や消防施設・設備の充実、消防水利
の確保等による消防力の充実・強化を図ります。

【1】会津若松地方広域市町村圏整備組合消防事業負担金
・平成28～30年度会津坂下消防署の建替工事、令和元～２年度会津美里消防署建替工事に伴
う基本・実施設計、令和３年度会津美里消防署建替工事（第１期）、令和４年度同署建替工
事（第２期）を行うとともに、整備組合内の消防署・出張所等の修繕や車両整備を行った。

【2】消防施設整備事業
・第７次総合計画（平成29年度）以降、基幹屯所１棟建替・３棟改修、小規模屯所１棟新築
・４棟改修、消火栓新設24基、ホース乾燥塔４箇所新設、消防ポンプ自動車５台更新、小型
動力ポンプ積載車２台新規配備・８台更新、小型動力ポンプ４台更新を行ってきた。

【3】消防団管理運営事業
・消防団が抱える課題の把握と今後も継続した「地域防災力」及び「消防団機能」の維持を
図るため、令和２年２月「会津若松市消防団のあり方に関する検討委員会」が設置され、令
和４年３月当委員会としての報告書が市に提出された。また、令和３年４月、国の「非常勤
消防団員の報酬等の基準」に基づき令和４年度より団員報酬を改定した。
・消防団員の確保や団活動の周知を図るとともに、消防団の消防力維持に必要な装備品や資
機材の適切な維持管理や更新に努めてきた。

課題認識と
今後の方針
・改善点

【1】会津若松地方広域市町村圏整備組合消防事業負担金
・少子高齢化の進行や人口減少等の厳しい状況が予測される中で、消防力（救急を含む）の
維持・向上と消防の広域化などによる効率化が求められている。また、消防設備の老朽化に
よる更新対策とその財源確保も必要となっている。このことから、広域市町村圏整備組合の
「公共施設等総合管理計画」の策定や「消防施設整備計画」の見直しに参画し、施設更新や
統廃合・長寿命化などの計画的な実施により財政負担の軽減や平準化に努めていく。

【2】消防施設整備事業
・消防施設・車両等の整備については、経年劣化による老朽化が進み、計画的な更新・修繕
が必要である。消防団が利用する施設・設備・車両等の適切な維持管理、老朽化した施設・
設備・車両等の更新等を計画的に進める。引き続き、適正な施設・車両等の整備のあり方を
消防団と協議するとともに、消防水利計画に基づき消防水利の維持・新設に対応していく。

【3】消防団管理運営事業
・人口減少や就業構造の変化に伴い、団員の確保と現役団員の負担軽減が課題である。「会
津若松市消防団のあり方に関する検討委員会」の報告書を踏まえ、定数の見直し、班や設備
の再編、行事・訓練の見直し、機能別消防団員の充実等、各種施策について消防団と協議し
ながら取り組んでいく。

地域情報化推進事業
（ＩＣＴまちづくり推進事業）

・政策分野26「地域防災」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「災害に強いまちづくりの推進」については、災害対策基本法に基づく個別避難計画の作成やICT
の活用などに取り組んでいく。
・施策２「消防力の充実・強化」については、引き続き計画的に消防設備を整備・更新しながら、令和４
年３月に市に提出された「会津若松市消防団のあり方に関する検討委員会」の報告書等に基づき、定数の
見直し等の検討を進めるとともに、新たに消防団員の準中型免許取得支援などに取り組んでいく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

施策１　災害に強いまちづくりの推進

1 ◎ 柱３ 13.1 防災対策事業 継続 市民部　危機管理課

2 ◎ 13.1 災害時備蓄品整備事業 継続 市民部　危機管理課

3 ◎ 柱３ 13.1 防災対策事業（ＩＣＴ活用事業） 継続 市民部　危機管理課

4 ◎ 柱３ 1.5 個別避難計画作成事業 新規 健康福祉部　高齢福祉課

5 ◎ 柱３ 1.5 個別避難計画作成事業 新規 健康福祉部　障がい者支援課

6 ◎ 柱３ 1.5 個別避難計画作成事業 新規 健康福祉部　こども家庭課

7 柱３ 13.1 福祉・医療・防災地域連携強化推進事業 継続 健康福祉部　高齢福祉課

8 ◎ 13.1 水防活動事業 継続 市民部　危機管理課

9 柱３ 13.1 防災行政無線等の整備検討 継続 市民部　危機管理課

10 仮庁舎への移転に係る経費（県総合情報通信ネットワーク等） 終了 市民部　危機管理課
施策２　消防力の充実・強化

1 ◎ 13.1 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防事業負担金 継続 市民部　危機管理課

2 ◎ 13.1 消防施設整備事業 継続 市民部　危機管理課

3 ◎ 13.1 消防団管理運営事業 継続 市民部　危機管理課

4 ◎ 13.1 新規 市民部　危機管理課

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

消防団管理運営事業（準中型免許の取得支援）

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



施策１　災害に強いまちづくりの推進

1

事業名 防災対策事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 23,116 16,748

所要一般財源 16,748 16,748

概算人件費 17,580 17,580

2

事業名 災害時備蓄品整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 29,930 21,683

所要一般財源 2,608 21,683

概算人件費 564 452

3

事業名 防災対策事業（ＩＣＴ活用事業） 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 11,301 0

所要一般財源 11,301 0

概算人件費 752 527

概要
(目的と内容)

　地域防災計画に基づき、災害に備えた住民意
識の高揚、自主防災組織の充実及び高齢者や障
がいのある人などの避難行動要支援者に対する
支援体制づくり、災害時応援協定の締結など、
防災体制の充実に取り組む。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　地域防災計画の改訂をはじめ、要配慮者支援プランや災害時業務継続計画、国土強
靭化地域計画などを策定している。各計画に基づき、市総合防災訓練や災害対策本部
図上訓練などの各種訓練の実施をはじめ、避難行動要支援者名簿の作成・配布を通じ
た要支援者対策、ハザードマップの配布や出前講座の実施、自主防災組織の設立支援
を通じた自助・共助の意識醸成等を実施している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　法改正や各種訓練の実施結果を踏まえ、各種計画の更新を随時実施していく。さら
に、災害対策基本法の改正により作成が努力義務となった個別避難計画について、マ
ニュアルの作成や庁内の推進体制を構築するとともに、地域住民や福祉関係者との連
携により、作成を進めて行く。

概要
(目的と内容)

　市、事業所、市民が役割を分担し、トイレや
通信設備などの公共性が高い物資や毛布など個
人での備蓄が難しい物資は市が備蓄を進めるこ
ととしており、流通ネットワーク備蓄を基本と
しながら、計画的な備蓄品の整備を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　指定避難所となる小中学校へ毛布、簡易トイレ、特設公衆電話機の計画的な整備を
行っていることに加え、避難所における新型コロナウイルス感染症対策として、段ボ
ールベッド及びパーティションの整備を行っている。
その他、女性や子育て家庭のニーズに配慮し、哺乳瓶やオムツなどの物資の整備も行
っている。さらに、避難所等において、電気自動車からの給電が可能となるよう、可
搬型給電器の整備を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　市では、トイレや通信設備など公共性が高い物資や毛布、避難所の感染症対策やプ
ライバシー配慮のための物資など個人での備蓄が難しい物資を優先的に整備を進めと
ともに、災害時の物資の確保については、流通ネットワーク備蓄を基本とし、民間事
業所との災害時応援協定締結を進める。さらに、市、事業所、市民の役割分担をし、
従業員の食糧や生活物資は事業所が、食糧や身近な生活物資、薬やアレルギー食等は
市民が備蓄を進めるよう協力体制の構築とその周知を図る。

概要
(目的と内容)

　防災対策におけるＩＣＴ利活用の推進を図
る。主な施策としては、「あいべあ」を活用し
た防災情報メールにおける情報発信に加え、Ｇ
ＩＳを活用したハザードマップの作成や避難行
動要支援者名簿の作成等で活用している。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・ＧＩＳの活用実績として、総合防災訓練での活用やハザードマップの作成・更新、
避難行動要支援者名簿の作成時の活用など、防災事業において活用を行っている。
・情報発信一元システムの導入や電話発信サービスの導入など、市民への情報伝達に
関してもＩＣＴの活用を行っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・防災情報メールや防災アプリなど、インターネットを活用した情報発信に加えＩＣＴによらな
い情報発信手段による重層的な手法の構築に取り組んでいく。
・防災情報をより確実に伝達するためには、各種情報伝達手段における登録者（利用者）の増加
が必要となるため、防災情報メール等の登録者の増加策を実施していく。
・新庁舎整備に向け、国・県が導入した防災情報設備の移転及び災害対策を実施するためのシス
テムの導入を行う必要がある。
・国から整備が求められている被災者台帳システムについて導入を検討していく。
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事業名 個別避難計画作成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部高齢福祉課 次年度方針 新規

事業費 0 5,240

所要一般財源 0 5,240

概算人件費 0 2,708

-

-

5

事業名 個別避難計画作成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部障がい者支援課 次年度方針 新規

事業費 0 791

所要一般財源 0 791

概算人件費 0 677

-

-

6

事業名 個別避難計画作成事業 法定／自主 法定

担当部・課 健康福祉部こども家庭課 次年度方針 新規

事業費 0 805

所要一般財源 0 805

概算人件費 0 677

-

-

概要
(目的と内容)

　高齢者や障がい者等自ら避難することが困難
な避難行動要支援者ごとに、避難行動要支援者
名簿に記載されている事項に加え、一人ひとり
の避難経路や避難場所を記載した「個別避難計
画」を作成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　高齢者や障がい者等自ら避難することが困
難な避難行動要支援者ごとに、避難行動要支
援者名簿に記載されている事項に加え、一人
ひとりの避難経路や避難場所を記載した「個
別避難計画」を作成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

概要
(目的と内容)

　高齢者や障がい者等自ら避難することが困難
な避難行動要支援者ごとに、避難行動要支援者
名簿に記載されている事項に加え、一人ひとり
の避難経路や避難場所等を記載した「個別避難
計画」を作成する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）
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事業名 福祉・医療・防災地域連携強化推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 健康福祉部高齢福祉課 次年度方針 継続

事業費 11,413 1,337

所要一般財源 11,413 1,337

概算人件費 3,300 384

8

事業名 水防活動事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 1111 614

所要一般財源 923 313

概算人件費 188 301

9

事業名 防災行政無線等の整備検討 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 376 376

概要
(目的と内容)

　平常時・緊急時の切れ目ない支援体制に向け
た、避難行動要支援者の実態把握と多様な支援
を迅速・効率的に連携させるためのＩＣＴを活
用した仕組みづくり（システムの導入）を行い
、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を管
理する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　令和４年度に避難行動要支援者システムを導入し、避難行動要支援者名簿及び個別
避難計画を管理する体制を整えた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　危機管理部門と連携しながら健康福祉部で主体的にシステムを運用し、庁内での情
報共有と効率化を進めるとともに、個別避難計画の策定を推進する。
　地域住民の災害に対する取組と連携し、より具体的な避難行動要支援者の支援を推
進する。

概要
(目的と内容)

　水防計画に基づき、水防用資機材の充実、連
絡体制の構築により、水災害に対する防災体制
の確立を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　水防用資機材の充実や市民への啓発活動、地域への土のう配備に加え、防災関係機
関と協議し、タイムラインを作成することで、水防体制強化を行った。加えて、救命
胴衣の整備により水防活動時における消防団員の安全対策の充実を図った。また、マ
イ・タイムラインの作成を出前講座やホームページ等で促し、水災害時に迅速な避難
が行えるよう防災意識の向上に努めた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　大規模な洪水に加え、ゲリラ豪雨による内水被害も近年頻発していることから、近
年の気候変動に対応した災害対応が必要であり、水防団員の安全の確保が図られるよ
う設備の充実が求められている。そのため水防関係機関との連携強化及び水防装備・
資機材の整備・充実を図るとともに、水災害時に迅速な避難が行えるよう住民の防災
意識の向上を図り、出前講座やホームページ等によるマイ・タイムラインの作成を支
援する。また、阿賀川総合水防演習（阿賀川河川事務所主催）が本市で開催されるた
め水防関係機関と連携を図る。

概要
(目的と内容)

　地域防災計画に基づく、多様な情報伝達手段
の強化に向けて、行政防災無線の設置・整備を
検討するとともに、現行の情報伝達手段を踏ま
え、災害時において、全ての市民が情報確知で
きる伝達体制の確立について、費用対効果を考
慮しながら、検討を進める。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　現在、災害時の情報伝達として、広報車や防災メール、ＦＭあいづなど、複数の伝
達手段を確保しており、さらに令和３年度には災害時電話発信サービスを導入し、Ｉ
ＣＴに不慣れな方への情報伝達手段を構築している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・携帯電話を所持しない人やテレビ・ラジオ等のメディアを利用しない方は、既存の
伝達手段での情報確知が困難な状況にあり、より重層的な情報伝達手段の構築が求め
られている。
・防災行政無線の整備には多額のコストを要することとなる。
・自営通信網の整備だけでなく、ＦＭ放送や地上デジタル放送の電波や通信会社
の通信網を活用した手法など、様々な方法について検討する。
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事業名 仮庁舎への移転に係る経費（県総合情報通信ネットワーク等） 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 終了

事業費 25,390 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 677 0

施策２　消防力の充実・強化

1

事業名 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防事業負担金 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 1,487,234 1,600,380

所要一般財源 1,415,054 1,520,000

概算人件費 380 380

2

事業名 消防施設整備事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 68,460 73,901

所要一般財源 12,759 12,200

概算人件費 301 301

概要
(目的と内容)

　新庁舎整備に係る執務室の仮庁舎移転に伴
い、国、県で導入した防災情報に係る設備の移
設を行う。
　また、消防団無線の機器についての移設を合
わせて実施する。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　県総合情報通信ネットワーク関連機器の移設に関する工事の発注及び委託業務の契
約締結（令和３年度）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　県総合情報通信ネットワーク関連機器、阿賀川河川事務所のライブカメラシステム
、消防無線関連機器の移設を仮庁舎での業務開始までに完了した。（令和４年度）

概要
(目的と内容)

　本市ほか７町２村の消防事業等に関する経費
を構成各市町村で負担し、消防・救急体制の充
実を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　平成28～30年度会津坂下消防署の建替工事、令和元～２年度会津美里消防署建替工
事に伴う基本・実施設計、令和３年度会津美里消防署建替工事（第１期）、令和４年
度同署建替工事（第２期）を行うとともに、整備組合内の消防署・出張所等の修繕や
車両整備を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　少子高齢化の進行や人口減少等の厳しい状況が予測される中で、消防力（救急を含
む）の維持・向上と消防の広域化などによる効率化が求められている。また、消防設
備の老朽化による更新対策とその財源確保も必要となっている。このことから、広域
市町村圏整備組合の「公共施設等総合管理計画」の策定や「消防施設整備計画」の見
直しに参画し、施設更新や統廃合・長寿命化などの計画的な実施により財政負担の軽
減や平準化に努めていく。

概要
(目的と内容)

　消防屯所や消防ポンプ自動車などの消防団の
施設・設備の維持・更新を行うとともに、消防
水利確保のため消火栓等の整備を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　第７次総合計画（平成29年度）以降、基幹屯所１棟建替・３棟改修、小規模屯所１
棟新築・４棟改修、消火栓新設24基、ホース乾燥塔４箇所新設、消防ポンプ自動車５
台更新、小型動力ポンプ積載車２台新規配備・８台更新、小型動力ポンプ４台更新を
行ってきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　消防施設・車両等の整備については、経年劣化による老朽化への対応など、計画的
な更新・修繕が必要である。消防団が利用する施設・設備・車両等の適切な維持管理
、老朽化した施設・設備・車両等の更新等を計画的に進める。引き続き、適正な施設
・車両等の整備のあり方を消防団と協議するとともに、消防水利計画に基づき消防水
利の維持・新設に対応していく。



3

事業名 消防団管理運営事業 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 継続

事業費 150,535 149,750

所要一般財源 137,718 137,718

概算人件費 12,032 12,032

4

事業名 消防団管理運営事業（準中型免許の取得支援） 法定／自主 自主

担当部・課 市民部危機管理課 次年度方針 新規

事業費 0 2,306

所要一般財源 0 1,930

概算人件費 0 376

-

-

概要
(目的と内容)

　消防団が火災や自然災害において、安心して
活動が行えるよう装備品や資機材の適切な維持
管理を行うとともに、団員任免・福利厚生等の
事務を行う。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

　消防団が抱える課題の把握と今後も継続した「地域防災力」及び「消防団機能」の
維持を図るため、令和２年２月「会津若松市消防団のあり方に関する検討委員会」が
設置され、令和４年３月当委員会としての報告書が市に提出された。また、令和３年
４月、国の「非常勤消防団員の報酬等の基準」に基づき令和４年度より団員報酬を改
定した。
　消防団員の確保や団活動の周知を図るとともに、消防団の消防力維持に必要な装備
品や資機材の適切な維持管理や更新に努めてきた。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　人口減少や就業構造の変化に伴い、団員の確保と現役団員の負担軽減が課題である
。「会津若松市消防団のあり方に関する検討委員会」の報告書を踏まえ、定数の見直
し、班や設備の再編、行事・訓練の見直し、機能別消防団員の充実等、各種施策につ
いて消防団と協議しながら取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

　消防ポンプ自動車の運転に必要な準中型免許
の取得支援により現有ポンプ車を運転できる団
員を確保するとともに、団員の確保と現役団員
の負担軽減を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）
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