
第８章　市民満足度の向上

第１節　窓口サービスの向上　

実施状況 実施中 実施済

実施状況 検討中

Ｈ１９実績

実施
（吉母郵便局）

実施
（二見郵便局）

検討中 検討中
経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果 定性的な効果など）

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０

調査・協議・検討 方針決定

実施効果

ワンストップサービスにより市民サービスの向上が図れる。

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－ 検討

Ｈ２０ Ｈ２１

８－１－０５０３－００２項目コード

項目名 総合窓口の取扱い業務の拡大の検討

実施目標

取扱い業務の現状確認等により方針決定を行う。

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ２１ 備考

項目コード ８－１－０５０３－００１

実施目標 実施効果

住民票等の交付取扱い郵便局の拡大の検討 地域住民の利便性の向上

項目名 郵便局での住民票の交付取扱いの検討

市民部市民サービス課

市民部市民サービス課所管

所管

実施状況 検討中 実施中 実施中
経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サ ビスの向上の効果、定性的な効果など）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

－
検討
実施

（取扱業務拡大）

実施目標

所管

項目名 サテライトオフィスの運用の再検討
２０年度中に取扱い業務の検討を行う。

実施効果

利用者の利便性向上

項目コード ８－１－０５０３－００３市民部市民サービス課

２－４１
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実施状況 実施済

備考Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１Ｈ２０

Ｈ１９実績

実施

８－２－０１０６－００１

実施目標 実施効果

公共施設予約システムの対象施設を拡大する。 公共施設予約システムの対象施設を拡大し、市民サービス
の向上及び施設の有効活用の向上を図る。

項目名 公共施設予約システムの対象拡大の検討（体育施設）

総合政策部情報政策課 項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

所管

経済効果(千円)

項目コード ８－２－０１０６－００２

項目名 公共施設予約システムの対象拡大の検討（文化施設）

実施目標

公共施設予約システムについて、体育施設に加え
て文化施設も対象とする。

実施効果

公共施設予約システムについて、体育施設に加えて文化施
設を対象とし、市民サービスの向上及び施設の有効活用の
向上を図る。

所管 総合政策部情報政策課

備考

－ 調査・検討 方針決定

実施状況 実施中 実施中 実施中

総務部行政管理課

実施効果

項目名 下関市火の山ロープウェイの存廃の検討

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

下関市火の山ロープウェイの存廃について議論す
るためのデータ収集を目的とし、運営体制を見直
し、スタッフの派遣を民間に委託するなどコスト減を
図った上で、利用者の多い時期を選び期間限定で
運営する。利用者数は、25,500人（運休前3ヶ年の
10月、11月、3月の平均利用者数）を目標とする。

下関市火の山ロープウェイの存廃について議論するための
データ収集が目的であるため、運行実験自体の各種効果は
想定されていないが、ロープウェイの有効性が認められて再
開された場合は観光客の増加等による経済効果が、廃止さ
れた場合は歳出の削減等の効果が発生する。

経済効果(千円) ・経済効果・目標は別途、各実施課所室が記載

調査実施
継続的見直し
・点検実施

備考

運行実験実施

８－２－１００３－００１所管 項目コード

実施目標

観光産業部観光施設課

項目名 すべての施設について管理のあり方の検証（既存施設の有効利用や統廃合）

実施目標

平成１７年度から毎年すべての施設の利用効率を
含む利用状況及び管理形態について調査を実施
し、その結果に基づき見直しを行うとした施設につ
いては、集中改革プランに計上し進捗管理を行う。 実施効果

調査実施により、既存施設の効率的な施設運営を図ること
を促進し、市民サービスの向上を図るもの。

H１８実績

所管

Ｈ１７実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施計画

項目コード ８－２－０２０２－００１

運行実験実施
方針決定

運行実施

実施状況 実施済検討中

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 検討中 検討中 検討中

２－４２

運行実験の結果、コスト減、利用者の多い時期を狙った運行等により、観光客の増加による経済波及効果を得ることが期待できると判断したため、
存続して運行することに方針決定した。

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
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項目コード ８－２－１００３－００３

基本計画策定
基本設計
実施設計

工事着工 工事完了
新展示施設
「ペンギン村」
オープン

H１８実績 Ｈ１９実績

所管 観光産業部観光施設課

Ｈ２０ Ｈ２１

実施計画

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績

平成１７年度：外部委員７名、内部委員２名の計９
名から構成される「市立しものせき水族館（海響館）
リニューアル基本計画専門委員会」において基本プ
ランを審議、平成１８年度：基本計画を基に基本設
計及び実施設計、平成１９年度：リニューアル工事
着工、平成２０年度：リニューアル工事完了、リ
ニューアルオープン、平成２１年度：入館者８０万人
を目標とする。

実施効果

平成２１年度からの１０年間で、リニューアル効果（経済効果
額）１１億円以上が期待できる。

Ｈ１７実績 H１８実績

実施準備
実施

（無料化・市営
施設移行）

実施目標

経済効果(千円)
実施状況 準備中 実施済

８－２－１００３－００２

Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施効果

項目名 下関市火の山パークウェイの無料化及び立体駐車場を含めた市直営施設への移行

実施目標

平成１８年４月１日から下関市火の山パークウェイ
の無料化及び立体駐車場を含めた市直営の公園
施設とする。

無料施設とすることで、収入減が発生するが、料金所での
使用料徴収事務等がなくなるため人件費等の歳出減によ
り、収入減を賄うことができる。また、火の山に乗用車で気
軽に行くことができるようになるため、市民サービスの向上、
観光客の増加による経済効果も期待できる。

所管 観光産業部観光施設課 項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

下関市立しものせき水族館のリニューアルオープン

検討中 検討中 準備中

Ｈ１９実績

調査・検討 方針決定

所管

項目名

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

貸付

実施目標

唐戸待合所附属車両置場は、唐戸桟橋の利用者
の利便性を考慮して設置されたが、隣接地に３９５
台の公共駐車場が整備されたため利用率が大幅
に低下したことから、平成１７年度末をもって施設を
廃止する。

実施効果

植生実験
の準備
株分け等
植物育成

項目コード

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの経済効果(千円)
実施状況

８－２－１６０１－００１

唐戸待合所附属車両置場の廃止

Ｈ２０ Ｈ２１
・平成19年度より公募による民間事業者を
選定 「唐戸旅客タ を整備する

港湾局経営課

隣接した同種の施設を行革の主旨から廃止し、他の用途で
土地の活用を図る。

施設廃止

Ｈ２０ Ｈ２１

項目名 園芸センターのあり方の検討

実施目標

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

合併前の旧町の施設との再編・統合を図ることで、新市の
一体感の醸成に資するもの。また、新市域の地域の特性を
生かした街づくりが効果的に実施できるもの。

項目コード

経済効果(千円)

所管 観光産業部観光施設課

実施状況
・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

オ プン

準備中 準備中 準備中

８－２－１００３－００４

園芸センターは、施設・設備の老朽化が著しく、利
用者数の減少傾向が続いている。更に周辺が宅地
化され、現在地での施設運営には、限界がある。つ
いては、園芸センターが担う3つの機能（①農政機
能、②観光機能、③都市緑化機能）の機能につい
て、新市内の同様の目的の施設との再編・統合に
ついて検討するとともに、現在の園芸センターに引
き続き都市緑化機能を確保することについても検
討を行う。

実施効果

２－４３

実施状況 準備中
・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）経済効果(千円)

実施計画
－

貸付
（整備）

準備中 準備中

事業者選定 選定し、「唐戸旅客ターミナル」を整備する活用開始
施設廃止

土地活用検討
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検討中 検討中検討中実施状況

実施計画

所管 豊田総合支所地域振興課 項目コード

Ｈ１９実績

－ 検討

項目名 華山自然の森の利用向上策の検討

８－２－１９０２－００１

実施目標

豊かな自然を活かした有効的な利用方法について
の調査検討を行いながら、施設存続について平成
２１年度までに方針を決定する。

実施効果

施設の有効活用及び利用者の増加による地域の活性化を
図る。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

方針決定

Ｈ１７実績 H１８実績

所管 菊川総合支所地域振興課 項目コード ８－２－１８０２－００１

Ｈ１７実績

項目名 市営宿舎サングリーン菊川の利用向上策の検討

実施目標

平成18年度に耐震診断、経営診断を実施し、平成
19年度において、利用向上策についての方針決定
を行う。

実施効果

①利用者の増加により交流人口の増加
②利用者増加による施設運営の健全化

実施計画

H１８実績 Ｈ１９実績

－
耐震診断、経営
診断の実施

診断結果に基づ
く調査・検討
方針決定

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
実施状況 － 検討中 準備中

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施
（供用開始）

施設改修

検討中

検討中 検討中

Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９実績

実施効果

学校教育施設の開放が拡充されれば、地域住民の利便性
は向上すると考えられるが、施設管理及び防災安全面等の
課題もある。

検討中

実施状況 検討中 検討中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

経済効果(千円)

８－２－２３０１－００１

実施状況 準備中 実施中 実施中

実施状況

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

実施目標

教育施設を開放し、空き教室等の有効利用を促進
することを目的とするが､平成２１年度実施を目途に
調査・研究を行う。

備考

調査・研究 方針決定 実施

項目名 学校教育施設の開放の拡充

所管 教育委員会教育政策課 項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

項目名 下関市華山ハンググライディング施設の利用率向上

所管 豊田総合支所地域振興課 項目コード ８－２－１９０２－００２

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

検討 実施

Ｈ２１ 備考
・ＨＰなどでのＰＲによる、利用促進

実施目標

利用率低下の原因を聞き取り等によって究明する
と共に、必要な措置を講じ、利用者数を平成２１年
度までに平成１５年度水準まで回復させる。

実施効果

ハンググライディング施設の利用促進により、観光客の入込
みの増加が見込め、当地域の活性化へ繋がる。

実施計画

Ｈ２０

２－４４
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実施効果

検討中 検討中 検討中

項目名 下関市彦島運動場施設のあり方の検討

実施目標

備考

施設の維持管理費用（人件費含む）が不要となる。

項目コード

青年の家のあり方の検討

この施設は夜間照明設備があるため、高圧受電設
備を設置しており、この保守点検や契約電力基本
料金が高額であるが、夜間の利用頻度が極端に低
いことから、収益率が極めて低い施設となってい
る。よって夜間照明設備を廃止する。

実施効果

夜間照明施設が廃止となれば、電気料金・点検業務委託・
管理委託の費用が削減できる。少数ながら、夜間にこの施
設を使用していた利用者がいるが、これらは近くにある彦島
多目的広場で吸収が可能。

実施状況

方針決定

Ｈ２０ Ｈ２１

経済効果(千円)

所管 教育委員会体育課

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討

項目コード ８－２－２３０６－００１

実施目標

利用者の減少及び施設の老朽化により、平成２０
年度にアンケート調査を実施し、廃止を含め今後の
あり方を検討する。

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

備考

－ 検討 方針決定
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

８－２－２３０３ー００１所管 教育委員会生涯学習課

項目名

Ｈ２０ Ｈ２１

組立工事

・企画展・体験学習・歴史講座等の実施

・施設整備の実施

Ｈ２０ Ｈ２１

項目コード

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

仮設・解体工事・
実施設計実施

現在の資料館は、現行設備および利用客対応にお
いて、例えばバリアフリー・空調設備等が整備され
ていない等、人が快適に利用できる状況ではない。
そのためには、まず、当館建物である旧滝部小学
校（県指定文化財）を活用した、利用者のニーズに
あった施設として、保存修理及び増設工事を実施
する。次に、資料そのものを保存管理、および調査
研究ができるように、既存施設（空学校：豊北第二
中学校）を活用する計画をすすめ、それらを公開す
るシステム構築を進め、今後その方針決定を行う。

実施効果

当館建物である旧滝部小学校（県指定文化財）は、大正期
の学校建築物として市内唯一のものである。また収蔵資料
も歴史・絵画・民俗等あらゆる分野に広がり、特に民俗資料
の映像データ・ベース化は県下唯一のものであり、これらの
成果を広く市民に周知するためのシステム構築ができあが
れば、さらには展示会等との公開事業を勧めることにより、
歴史文化の様々な情報を発信することが可能になり、市民
の生涯学習活動にも寄与することができる。まさに「自然と
歴史と人が織りなす交流都市」の一端を担うことが確実にで
きる。

経済効果(千円)

８－２－２３０８－００１所管 項目コード

実施目標

日曜日の開館時間について、菊川図書館の現行の
９：００～１２：００を、９：００～１７：００に変更。１８年
４月から実施。

実施効果

市民サービス向上と、利用者増につながる。

項目名

実施状況 検討中 検討中

菊川図書館の開館時間の延長

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施

調査・検討
基本計画策定・
基本設計実施

８－２－２３２０－００１所管 教育委員会豊北教育支所

項目名 豊北歴史民俗資料館の利用率向上

実施目標

備考

実施計画

実施状況 準備中 実施済
経済効果(千円)

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－ 実施

Ｈ２１Ｈ２０

方針決定

教育委員会下関図書館

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
検討中

調査・検討

実施中
11経済効果(千円)

２－４５

実施状況 実施中 実施中

実施設計実施基本設計実施

11 ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
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検討中 準備中実施状況 検討中

実施
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

方針決定

実施目標

市に寄せられた市民の声をどのようにデータベース
化するための全庁的な組織の立ち上げなど平成19
年度に検討し、方針決定を行う。

実施効果

①各部局などに寄せられた意見を公表することにより、開か
れた市政をPRできる。
②市への意見と対応内容など市政の参考となる情報を提供
することにより、市民サービスの向上となる。
③市各部局が応対履歴として参考にでき、ひいては質問回
答に対応する事務を減らすことができ、能率がアップする。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

項目コード ８－３－０１０４－００１

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ２０Ｈ１７実績

項目コード

経済効果(千円)

実施計画
方針決定

所管

Ｈ２１ 備考

実施

市長へのＥメール、市への手紙のデータベース化（市民の声データベース）をホームページで公表

８－３－０１０４－００２

総合政策部広報広聴課

実施目標 実施効果

・市長へのEメール、市への手紙など広聴業務とし
て寄せられた意見の内容(質問・提言・苦情・要望な
ど)及び、それらに対する回答をデータベース化し
て、ホームページで公表することにより、市民の声
を市政に反映すること及び反映していることをPRす
る。平成19年度に実施の有無等を検討し、方針決
定を行う。

①市長へのEメール、市への手紙など市に寄せられた意見
を公表することにより、開かれた市政をPRできる。
②市への意見と対応内容など市政の参考となる情報を提供
することにより、市民サービスの向上となる。
③市各部局が応対履歴として参考にでき、ひいては質問回
答に対応する事務を減らすことができ、能率がアップする。

H１８実績 Ｈ１９実績

調査・検討

所管

項目名 市民の声データベースへの全庁展開の検討

項目名

総合政策部広報広聴課

検討

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
検討中

実施中 実施中実施状況 実施中

実施目標

パブリックコメント制度の周知
　１）市民
　２）庁内

実施状況 検討中 検討中 準備中

実施状況 検討中

所管

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

項目名 説明会、アンケート、ワークショップ、パブリックコメントなどの積極的活用

項目コード

備考

実施

８－３－０２０１－００１

備考

方針決定

実施効果

市民の意見を考慮して行政の意思決定を行なう仕組みを確
立することにより、市民の行政への参画を促進し、公正で開
かれた市政の推進に資する。

検討中

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

－ 検討

Ｈ２１

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

項目名 コールセンターの検討

所管 項目コード ８－３－０１０４－００３

実施効果

①コールセンター設置により市民の質問、要望などに対する
迅速な対応が可能になり、たらい回しも防止でき、ワンストッ
プサービスができる。よって市民サービスの向上となる。
②コールセンター設置により各部局における市民からの質
問･回答に関する事務が削減できる。実施目標

Ｈ１９実績 Ｈ２０

・広報誌などによる市民へのパブリックコメ
ント制度の周知

総合政策部広報広聴課

総務部総務課

平成18，19年度及び20年度の前半でコールセン
ター設置等の検討を行う。20年度に方針決定を行
う。

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

２－４６
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Ｈ２０ Ｈ２１ 備考
・年次報告の実施
・職員の理解の促進

実施状況 実施中 実施中 実施中

実施中実施状況 実施中

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

項目名 審議会等委員の市民公募枠の拡大

実施目標

21年度までには、市民参画の対象となるすべての
審議会に公募委員を選任する
最終目標として、各審議会委員の市民公募委員数
を半数以上とする 実施効果

市民の参画意識が高まる
市民主体のまちづくりの実現
市政の主人公は市民であることが実感でき、いきいきした市
民生活をおくることが出来る

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施

所管 市民部市民文化課 項目コード ８－３－０５０１－００２

市民部市民文化課 項目コード ８－３－０５０１－００１

市政の主人公は市民であることが実感でき、いきいきした市
民生活を送ることが出来る

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

項目名 説明会、アンケート、ワークショップ、パブリックコメントなどの積極的活用

実施目標

・年次報告の実施
・職員の理解の促進

所管

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ１９実績

実施

市民一人一人が参画意識をもち、協働のまちづくり
を実感できること

実施効果

経済効果(千円)

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

実施中

２－４７
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Ｈ１９実績

実施中 実施中

システム試行
（研修会・ワーク

ショップなどの実施）
本格運用開始 継続的見直し

実施状況 実施中

Ｈ２０ 備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）経済効果(千円)

Ｈ１７実績 H１８実績
・自治会への広報や講習会の実施による

実施目標

自主防災組織率のアップ　　　　　　：　平成１８年４
０％　　　平成１９年５０％　　平成２０年６０％

実施効果

住民による自主的な防災活動が促進され、地域の防災力が
向上する。

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

項目コード ８－４－０１０１－００１

Ｈ２１

項目名 各種災害に適切に対応できる防災体制の強化

項目名 リスクマネジメントシステムの構築

８－４－０５０２－００１項目コード

実施目標 実施効果

「市が直接、有形又は無形の損害を被る事態、若し
くはそれが発生する可能性」をリスクと定義し、損害
の予防や被害の最小限化のため、このリスクを適
切に管理する制度を平成17年度までに構築する。
　具体的には、リスク対応の一連の処理手順等を
規定する「リスクマネジメントマニュアル」を定めるこ
とに加え、マネジメントプロセスの試行や現況調査
等の基盤整備を実施し、平成18年度からのマネジ
メントシステムの本格運用に備える。

適切なリスク対応をとおして、行政機能の停滞を招く事態の
発生及び拡大を防止し、行政運営の安定化及び効率化を図
ることで、地域社会や市民の安心感・信頼感を高める。

総合政策部企画課

市民部防災安全課所管

所管

Ｈ１９実績 Ｈ２０H１８実績

継続的見直し

合併に伴い、平成17年度に地域防災計画を改定す
る。
また、毎年組織の改編や連絡網の変更等の見直し
を行う。

実施状況 実施済

項目名 防災行政無線の整備（災害情報の伝達）

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１

実施目標

①コミュニティＦＭの活用（カモンＦＭへの緊急割込
放送の整備補助）（平成17年度）
②県防災行政無線のデジタル化（平成１９年度）及
びそれに伴う総合支所への衛星携帯の配備（平成
１９年度）
③市防災行政無線（同報系）（平成２１年度以降）

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

備考

実施
（コミュニティＦＭの

活用）

８－４－０５０２－００３所管 項目コード

備考

実施目標

実施状況 実施中 実施中 実施中

実施計画

Ｈ１７実績

新たな地域防災
計画の策定

項目名 地域防災計画の見直し

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

所管 項目コード ８－４－０５０２－００２

実施計画

実施効果

災害時における市の防災体制を確立し、住民に対して迅速
且つ的確な対応ができる。

自治会への広報や講習会の実施による、
自助・共助の意識啓発実施

Ｈ２１

実施効果

①住民への適切な災害情報の提供が可能となる。
②避難勧告発令時における避難住民の誘導や避難所の情
報の提供が行える。
③ＭＣＡ無線はコスト的にも安価で、防災用途以外にも広報
媒体として使用可能

市民部防災安全課

市民部防災安全課

方針決定
（防災行政無線のデ
ジタル化に係る協定

書締結）

実施
（県防災行政無線の
デジタル化・総合支
所への衛星携帯の

配備）

方針決定
（ＭＣＡ無線
システム）

実施
（ＭＣＡ無線システ
ムの設計委託）

２－４８

実施状況 実施中 実施中 実施中
経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
※ＭＣＡ（マルチ・チャンネル・アクセス）無線は、多くはタクシー無線などの商業無線として使用されており、従来の防災行政無線に比して安価であ
り、総務省消防庁から平成１９年に防災行政無線とみなされました。
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項目名 火災予防体制の強化

所管 項目コード ８－４－２８０１－００１消防局総務課

項目コード

実施目標

住宅防火対策の推進を図る。消防法の改正（平成
１６年６月）に伴い、一般住宅・共同住宅等に住宅
用火災警報器の設置が義務付けられ（新築住宅
は、平成１８年６月１日から、既存住宅は平成２３年
５月３１日までに設置）その設置指導を強力に推進
していく。既存住宅（約１２５，０００世帯）の普及率
を年２０パーセントとし、５年間で全世帯（１００パー
セント）設置を目標とする。

実施効果

一般住宅等への住宅用火災警報器の設置により、火災の
早期発見、初期消火活動等を円滑に行い、住宅による死者
の減少、被害の軽減を図るものである。

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

８－４－０５０２－００４

項目名 土砂災害ハザードマップ作成業務

実施目標

県知事が土砂災害防止法に基づき指定した「土砂
災害警戒区域」について、避難所に関する事項等
を盛り込んだハザードマップを作成し、住民に配布
する。
①ハザードマップの原案作成委託
②印刷
③関係住民への配布
※県の区域指定の進捗状況に伴い、H20～H22に
かけて実施予定。

実施効果

災害は年々大規模化しており、集中豪雨は多くの被害者を
出している。本市に多く存在する急傾斜地に関する情報(土
砂災害警戒区域）を事前に市民に周知しておくことができ、
被害を最低限に食い止めることができる。

所管 市民部防災安全課

実施
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 － － 準備中

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

－ － 方針決定

実施状況 実施中 実施中 実施中

・住宅関連業者に対する周知徹底
・一般住宅、自治会等に対する広報活動
・消防機関紙、市報による広報活動など

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）経済効果(千円)

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施

２－４９


