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危機管理監（防災安全課）の使命は，市民の生命，身体
及び財産を守るため，危機管理意識の高揚に努め，災害に
強く，誰もが安全で安心して暮せるまちづくりを市民と協
働して推進することである。
①部局の使命
（組織の存在価値）

営

方

針

経営資源
部局の

平成２０年度
部局名
総務部 危機管理監

当初予算

薩摩川内市
８．２５億円
職員

構成人員

１１人

嘱託

計
１人

１２人

【施策の目標像】＜３年後＞
①市民の安全，安心を確保するため，防災関係機関，事業者，地区
コミュニティ協議会等との連携，協力関係を確立し，災害等に対
する迅速で的確な対応ができている。
②一斉放送のできる防災行政無線の整備により，正確で迅速な防災
②組織目標像
情報の提供を行っている。
③地域による防災，防犯の体制が確立している。
【組織の目標像】＜３年後＞
①説明責任を果たせる職員，組織
②あらゆる災害等に即応できる危機管理対応力の高い職員，組織

平成２０年度の重点事項と目標達成に向けた主な取組内容
③重点事項
④具体的な成果目標（めざそう値）
⑤具体的な取組内容
危機管理体制の整備 全課室による危機事象に対する ①所管課に対する策定指導
危機管理マニュアルの策定

⑥進捗状況（年度中間）
①マニュアルの策定
・本年度策定件数 １４件
（累計 ２１件）
②職員に対する不当要求研修会 ②研修会の実施
の実施
・７月１８日実施，職員１３２人が参加
（内容：管内の暴力団情勢，不当要求
行為の事例及び対処要領，刺股操法）

⑧年度末の達成状況
①マニュアルの策定
本年度策定件数 １４件
（累計 ２１件）
②研修会の実施
７月１８日実施，職員１３２
人が参加
（内容：管内の暴力団情勢，
不当要求行為の事例及び対処
要領，刺股操法）

平成２０年度
防災体制の強化

部
①自主防災組織の組織率
８０％以上
②自主防災組織の訓練実施率
２５％以上
※ 実績内訳（消防局提供）
・回
数 ６２回
・参加人員 ２０１４人
・組織数
４３２団体
・実施数
１１２団体
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薩摩川内市
①未組織自治会等への設立呼び ①自主防災組織の設立
①自主防災組織の設立
かけ及び出前講座の実施
・本年度新設数 ８組織
・組織率 ７９．０％
（９月３０日現在の組織率 ７５.３％） ・本年度新設数 ２６組織
・出前講座数 ２回
・出前講座数
３回
②自主防災組織への消防局と連 ②自主防災組織の訓練
②自主防災組織の訓練
携した訓練実施の呼びかけ
・本年度 ３回
・防災安全課関与
１７回
・その他消防局単独 ４５回
・訓練実施率
２６％
③市民サポーター研修会の実施 ③市民サポーター研修会
③市民サポーター研修会
１１月１日及び１５日に実施予定
１１月１日及び１５日に開
催し，５８名中，５１名出席。
④自前の防災リーダー養成講座 ④養成講座開催に向けて，課内で来年度 ④地域防災リーダー養成講座
開催に向けた調査・研究
予算要求を含め検討中
平成２１年度に実施すべく
当初予算に経費を措置。（定
員４８名，３日間の講座とし，
防災士受験資格取得の講座）

災害時要援護者避難支援プラン 庁内検討部会（任意）の設置及び 避難支援プランの年度内策定に向けて， 災害時要援護者避難支援プラ
の年度内策定
外部機関との調整
策定委員会の事前検討会を１０月１０ ン（全体計画）の年度内策定
日に開催予定
に至らず
経過
11 月 21 日 策定委員会設置
2 月 3 日 第１回策定委員会
開催
2 月 19 日 Ｗ・Ｇ会議開催
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防災行政無線基幹部の年度内整 防災行政無線のデジタル化によ ・防災行政無線デジタル化整備に係る自
備
る屋外拡声子局までの整備
治会長等への説明会を１５会場で実
施した（５６６名の出席）。
・年度内の基幹部（親局から屋外拡声子
局まで）
の完成に向け，全３３工区中，
５工区は発注済で，２２工区は１０月
末までに，１１工区は１１月までに発
注予定。

薩摩川内市
○基幹部後期発注分の工期を
平成２１年９月１日まで延長
・消防局予備操作卓
・地区遠隔制御装置
・甑３支所Ｄ／Ａ変換装置
※ 基幹部前期分の資機材搬
入の遅れ等の影響による工
期延長
○屋外拡声子局整備につい
て，５月２６日まで工期延長。
（２０−１〜１１工区）
※ 再入札の影響により工期
延長

避難所設置基準の年度内策定

①各避難所の施設及び設備設置 ①現在，避難所の状況調査及び各詰所調
状況の把握
整会議での意見等を集約中。
②避難所としての適否判断及び ②今後，個別の避難所について具体的
設備整備への対応
に，かつ，詳細に検討予定

・避難所の設置基準，施設設
備に関連した見直し作業が完
了せず
・避難所として「サン・アビ
リティーズ川内」を追加

災害応急時支援協定の締結

新たに食糧，生活物資に係る支援 ・新たに締結できる事業者，団体がない
応急生活物資（ＬＰガス等）
協定の締結
か調査中
供給協定締結決裁終了（４月
６日締結予定）
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平成２０年度
薩摩川内市
原子力広報・安全対 ①川内原子力発電所見学会参加 ①親子及び周辺市民等の川内原 ①見学会の実施
①見学会の実施
策の推進
者 １００人以上
子力発電所見学会並びに県外 ・親子見学会（８月８日，３７名参加） 【川内原子力発電所ほか】
②職員の原子力関係専門研修受
研修の実施
・原子力安全対策連絡協議会見学会 ・親子見学会（８月８日，
講者数 ２０人以上
（９月６日，１７日，３７名参加）
３７名参加）
・周辺４地区コミ協見学会（８月２３日， ・周辺４地区コミ協見学会
９２名参加）
（８月２３日，９２名参加）
・県外研修については，１１月実施予定 ・原子力安全対策連絡協議会
であり，現在募集中
見学会（９月６日，１７日，
３７名参加）
・グループ見学会（１１月２
日，２０名参加）
合 計 １８６名
【六ヶ所村ほか】
・水引地区コミ（７月２２日
〜２４日，１５名参加）
【東海村】
・一般公募（１１月１３日〜
１５日，１７名参加）
【玄海町ほか】
・一般公募（１１月１９日〜
２０日，３９名参加）
②市民を対象とする原子力関係 ②原子力講座の実施
②原子力講座の実施
講座の実施
・川内原子力保安検査官事務所と合同で ・市からの要請により実施し
「対話のつどい」の開催に向けて準備
た「薩摩川内市民と原子力
中 10/29
安全・保安院との対話のつ
・出前講座として，「原子力について」 どい」（１０月２９日，約
を登録
１６０名参加）
・出前講座として，「原子力
について」を登録
③対策本部要員の専門研修派遣 ③専門研修派遣
③専門研修派遣
・２講座，９名の派遣
・９講座，３２名の派遣

部
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平成２０年度
交通安全対策の推進 市交通安全計画の目標値の達成 ①交通安全教室の実施
・事故発生件数 ５００件以下
・死者数 ６人以下
・負傷者数 ６３０人以下

営

(参考)
平成２０年事故発生件数等
平成２０年９月３０日現在
・事故発生件数
３７３件（△４８）
・死者数 ２人（△１）
・負傷者数
４２４人（△８６）
※ （ ）の数字は対前年比

方

針

①交通安全教室の実施
・いきいきスクール（３回開催，６０名
参加）
・ゆうゆうスクール（６回開催，２８名
参加）
・県さわやか号・ひまわり号による交通
教室（２１回開催，１，４１２名参加）
②広報，啓発活動
・街頭指導の依頼
・広報紙掲載 ６回

②各種広報，啓発活動の実施

薩摩川内市
【市交通安全計画達成状況】
・事故発生件数 ５２９件
（△２３）
・死者数 ２人（△４）
・負傷者数 ６００人
（△６０）
※（ ）は対前年比
【具体的取り組み】
①交通安全教室の実施
・いきいきスクール（５回開
催，９０名参加）
・ゆうゆうスクール（５回開
催，２８名参加）
・交通安全協会委託による交
通安全教室（１１２回開催，
６，８８６名参加）
・県さわやか号・ひまわり号
による交通教室（４６回開
催，２，２９３名参加）
②広報，啓発活動
・街頭指導の依頼
・広報紙掲載 １０回

平成２０年度
防犯対策の推進
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薩摩川内市
①刑法犯件数 ５５０件以下
①地区コミュニティ協議会への ①自主防犯組織の結成
【目標値達成状況】
自主防犯組織結成の呼びかけ ・地域安全運動を通じて，地区コミュニ ①刑法犯件数 ５４１件
②子どもへの声かけ事案件数
（設立目標：延べ３０協議会） ティ協議会へ取り組みを依頼
（△２１２）
１０件以下
②子どもへの声かけ事案件数
②地区コミュニティ協議会への ②青パト配備
７件（△１５）
青パト配備の推進（配備目標： ・新年度登録数 ２１台
（累計 ７７台） ※（ ）は対前年比
(参考）平成２０年刑法犯件数等
延べ１５台）
【具体的取り組み】
平成２０年９月３０日現在
①自主防犯組織の結成
・刑法犯件数
③職員に対する青色防犯パトロ ③青パト講習会
３１地区コミュニティ協議会
４１０件（△１６１）
ール講習会の開催（受講者目 ・４月２２日及び７月２４日開催，４７ ②青パト配備
・声かけ事案件数
標：１００人）
名が受講
・２０年度登録数 ５１台（累
６件（△８）
（青パト職員登録者数 ５１７名）
計 １０７台）
※ （ ）の数字は対前年比
③職員に対する青色防犯パト
ロール講習会
受講者数４７名（青パト職員
登録者数 ５１７名）
国民保護計画の推進 国民保護計画・資料編の年度内 武力攻撃事態別，発生場所別の避 ・鹿児島県国民保護計画資料編を参考 ・資料編作成完了（３月２４
作成
難要領パターンの作成
に，本市資料編を作成中
日）また，計画本編につい
ても改正済み
・武力攻撃事態別，発生場所
別の避難要領パターンにつ
いては作成に至らなかっ
た。

平成２０年度

⑦年度中間総括

⑨年度末総括
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薩摩川内市

・上半期においては，大雨，台風等に対して災害警戒本部及び災害対策詰所を設置し対応したところであるが，大雨による影響が多少見ら
れたものの，幸いにも大規模な災害が発生しなかった。今後とも，市民への気象情報，防災情報の適時，的確な提供に努め，市民の皆様
の安全，安心の確保に寄与していきたい。
・防災安全課における本年度の最大の事業は，防災行政無線デジタル化整備事業の推進であるが，年度内の基幹部完成に向けて順調に事業
を展開しているところであり，下半期においても発注した工事の施工管理等，万全の体制をもって推進していきたい。
・その他の事業については，防災行政無線基幹部の整備に伴い，一部の事業に若干の遅れはあるものの，成果目標の年度内達成に向けて，
下半期においては課題を整理しながら取り組んでいきたい。
・平成２０年度において，危機管理監（防災安全課）の使命である市民の安全，安心の確保のため，危機管理体制の整備，防災体制の強化，
原子力広報・安全対策の推進，交通安全対策・防犯対策の推進等を行ってきたが，一部において目標の達成ができなかったものの，概ね
成果目標を達成することができた。
・具体時には，危機管理体制の整備では，危機管理マニュアルの策定について進展はあったものの，全課室における策定まで至っておらず，
一部の部署では，新たな危機事象の発生に伴い，マニュアルに基づかない対応が見られたことから，再度，マニュアル作成の必要性の通
知を行い，全課室によるマニュアルの策定を目指したい。
・防災体制の強化では，自助，共助による防災体制に資するため，自主防災組織の結成促進を行い，概ね目標を達成したところであるが，
結成後，まだ訓練を実施していない団体もあることから，今後，組織の実効性を高めるための訓練実施を呼びかけていくこととしたい。
・また，平成２０年度は防災行政無線（デジタル化）の基幹部整備を最重要課題として実施してきたところであるが，事業進捗の遅れから
一部を平成２１年度に明許繰越をしたところであり，平成２１年度から開始予定の戸別受信機の設置に影響がないよう事業を推進してい
くこととしたい。
・平成２０年度においては，幸いにも避難を伴うような災害は発生しなかったところであるが，高齢化の進展，特にゴールド集落の増加に
伴い，要援護者の把握及び避難方法の確立が重要となってくることから，本年度策定できなかった災害時要援護者避難支援プランの全体
計画及び個別計画について，早期に策定できるよう事務を進めることとしたい。
・交通安全対策及び防犯対策の推進では，成果目標を概ね達成したところであるが，今後とも地域や各種機関・団体と連携し，常に現在の
状況以下に維持できるよう対策を講じていきたい。

