
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○Ｈ30年度：新たに４市町をモデル市町村に指定し、より効果
的な名簿の活用方法について助言していく。

○Ｈ29年度：４市町村をモデル市町村に指定し、名簿の整備
や更新、平常時の活用方法について専門的な助言を行った。

県単等 委託 5,362 5,620 4,687 5,597 6,154 7,290 県単等

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　美ら島レスキュー、県災害対策本部設置運営
訓練、県総合防災訓練、津波避難訓練を関係機関と連携し、
効果的に実施していく。

予算事業名 災害時要援護者避難支援計画促進事業

○Ｈ29年度：　美ら島レスキュー（7月）、県災害対策本部設置
運営訓練及び総合防災訓練（9月）及び津波避難訓練（11月）
の実施により地域防災力向上を図った。

県単等 直接実施 21,289 15,406 45,552 19,575 15,953 15,155 県単等

予算事業名 防災対策事業費

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

実施主体 県、市町村

担当部課
【連絡先】
知事公室防災危機管理課
子ども生活福祉部福祉政策課

【（防災）098-866-2143】
【（福祉）098-866-2177】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　東日本大震災の教訓を踏まえ、住民の避難行動に焦点をあてた実践的な訓練を全県
的（市町村）に実施し、市町村の津波避難対策を支援するほか、住民の防災意識の向
上を図るため、防災マップや災害時要援護者支援計画を策定する。

29 30 31 32 33

主な取組 大規模災害対応力強化 実施計画記載頁 142

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間
を要することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必
要がある。
 
②災害発生時には、住民が迅速かつ適確な避難行動をとることが重要であり、避難場所や避難経路の確保が求められる。また、緊急輸送機能を持つ施設の
整備が求められる。
 
③避難誘導体制の強化のため、各種災害の発生を想定したハザードマップの作成等が重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①　消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○大規模災害対応力の強化

広域津波避難訓練の実施 

防災マップ、災害時要援護者支援計画等の作成 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成29年度の取組改善案 反映状況

①避難施設・避難経路等の整備や備蓄物資の確保促進など、避難・救護体制の整備を
推進するほか、県民、観光客等への迅速な情報提供に向けた「沖縄県防災情報システ
ム」の拡充・強化、全国瞬時警報システム及び市町村防災行政無線の整備を促進する
など、防災体制及び危機管理体制の強化を図る。

②災害時等における各種団体・企業等との連携については、被災者への食料等の供
給、緊急物資の輸送、公共土木施設の復旧等の応援対策を迅速に実施するため、民
間事業者等との協定締結などにより連携を強化し、協働で取り組む。

③アドバイザーによる個別支援を継続するが、今まで「全体計画」策定、「名簿」作成の
支援していたものを、平成28年度以降は、次ステップとして、「名簿」の更新や活用を含
めた運用と災害時に実際に避難実施可能な「個別計画」の作成に焦点をもった支援を
行う。
④「個別計画」作成と並行して、計画の実行を支援するための組織への支援を含め、要
援護者支援ネットワークの構築を促進する。
⑤セミナー等に関しては、年度の早い時期に市町村担当者向けの研修会として実施し、
県の方針、最新動向に関する情報を提供する。

①11月の津波防災の日に併せて、国、県及び県内市町村合同で住民避難訓練を実施
しており、併せて全国瞬時警報システム（Jアラート）情報の受信と防災無線等による住
民への呼び掛けを行い、市町村の防災体制検証も行っている。

②５月にNTTタウンページ社と業務提携を行い、各自治体避難所等の情報が掲載され
た「防災タウンページ」を全世帯へ配付することとなった。

③浦添市に対してアドバイザーを派遣し個別計画策定に向けた支援を行った。同市で
は、地域での支援者不足の課題に対応できるように自分の個別計画は自分で作成す
るよう制度を検討している。

④避難行動要支援者支援制度の地域における手引きを作成、各市町村に配布した。
同手引きでは、「地域における支援体制づくり」の章を設け例示を示し、ネットワーク構
築を促している。

⑤県内の市町村職員を対象に「避難行動要支援者名簿の取扱いと個人情報保護」の
セミナーを実施した。

　各年度に計画した訓練は、関係機関と連携しつ
つ計画どおり実施出来た。
  避難行動要支援者名簿の策定は計画値を達成
できた。

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 避難行動要支援者名簿の作成状況 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

29市町村
（70.7％）

32市町村
（78.0％）

36市町村
（87.8％）

36市町村
（87.8％）

― 100.0%

活動指標名 各種防災訓練の実施 Ｈ29年度 H29年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　毎年９月の県総合防災訓練（県内５地区）、毎
年７月の陸上自衛隊との共同防災訓練、「津波
防災の日（11月５日）」の国、県、市町村共同での
住民避難訓練を実施している。
　市町村は、避難行動要支援者の避難支援等を
実施するための基礎となる名簿を策定し、災害
発生時に避難支援等を実施する。

３回 ３回 ３回 ４回 ４回 ４回 100.0%

22,107 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・災害時優先業務をまとめた「業務継続計画」（地方版）、他自治体からの応援・受援助体制等をまとめた「沖縄県広域受援計画」の策定、並びに、県関係部局及び関係機関と
の調整を図り、各個別計画を束ねる「国土強靭化地方計画」の策定に取り組む。

・個別計画の策定支援のアドバイザーを派遣して、災害時に利用可能な個別計画の策定に重点を置いた支援を行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成29年度は、ソフト面で災害対策本部運営要綱を改正し、災害対策本部の配置人
数を増員し役割を明確化したほか、ハード面でも県庁４階講堂及び５出先機関（北部・
中部・南部・宮古・八重山）にマルチスクリーン及び映像配信システムの整備等を行い、
大規模災害発生時の対応力強化を図っている。
・全体計画及び名簿の一部は行政主導での作成が可能であるが、個別計画の策定、名
簿の精度向上と運用については、地域住民等の協力が必要となる。

・熊本地震を踏まえ示された国ガイドライン等に基づき、本県において他自治体からの
応援を受け入れるための「広域受援計画」の策定が必要となっている。
・関係法令に基づき、本県において「国土強靭化地域計画」の策定が必要となってい
る。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・各種訓練等において、平成29年度に機能強化したソフト面及びハード面の施策を活用し、県職員の習熟度を高めることで、防災対応力向上を図るとともに、他自治体からの応
援受け入れについても、訓練等に盛り込み、「広域受援計画」策定時の課題整理等につなげる。
・本県の上位計画、「沖縄21世紀ビジョン基本計画」と整合性を図りつつ、各個別計画を束ねる「国土強靭化地域計画」を取りまとめる。
・多くの市町村で名簿の作成を完了したので、次のステップとして名簿の運用と、具体的かつ実施可能な個別計画策定のための支援を実施する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○Ｈ30年度：

○Ｈ29年度：
主な財源 実施方法

Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　災害対策に必要な資機材があれば、適宜予算
化を検討し対応する。

予算事業名

○Ｈ29年度：　県災害対策本部職員240名（本部職員115名、
各地方本部職員125名）分の３食×３日分の食料・飲料水、毛
布、簡易トイレを整備

県単等 直接実施 26,250 0 0 0 3,598 0

予算事業名 災害対策本部物資整備事業

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

実施主体 県

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　自然災害や原子力事故等の防災体制を強化、充実するため、防災関係機関における
防災資機材の整備を行う。

29 30 31 32 33

主な取組 防災危機資機材整備事業 実施計画記載頁 142

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間を要
することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要があ
る。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○大規模災害対応力の強化

防災資機材（放射線防護服等）の整備 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成29年度の取組改善案 反映状況

―

①県災害対策本部職員240名（本部職員115名、各地方本部職員125名）分の３食×３日
分の食料・飲料水、毛布、簡易トイレを整備した。

　放射線防護服の整備については、平成24年度
で当初予定していた数量を購入しており、完了し
ている。そのため、平成25年度は映像機器を整備
（修繕）し映像配信のシステムを構築した。平成29
年度は、県庁及び各合同庁舎で活動する災害対
策本部職員240名分の食料等について必要な整
備を行うことで、県本部の防災対応力向上が図ら
れた。

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 防災資機材の整備 Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　自然災害や原子力事故等の防災体制を強化、
充実するため、防災関係機関における防災資機
材の整備を行う。
　平成29年度は、県庁及び各合同庁舎で活動す
る災害対策本部職員240名分の食料等の整備を
行った。

１式 － － － １式 1式 100.0%

3,598 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・各訓練後のアンケート意見及び他自治体の事例等を参考に必要な資機材の選定を行い、計画的な資機材の整備に取り組んでいく。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成29年度は、ソフト面で災害対策本部運営要綱を改正し、災害対策本部の配置人数
を増員し役割を明確化したほか、ハード面でも県庁４階講堂及び５出先機関（北部・中部・
南部・宮古・八重山）にマルチスクリーン及び映像配信システムの整備等を行い、大規模
災害発生時の対応力強化を図っている。

・熊本地震の被災状況を踏まえ、国から「地方公共団体のための災害時受援体制に関
するガイドライン」が示されており、本県においても他自治体からの応援を受け入れるた
めの広域受援計画の策定が必要となっている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・広域受援計画の策定に向けて、各防災訓練を通じて新たに整備すべき資機材を整理し、既存事業又は新規事業等による計画的な整備を検討する。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 災害対策拠点整備事業 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

　①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間を
要することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要が
ある。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○大規模災害対応力の強化

実施主体 県

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　大規模災害時に全庁挙げて対応すること及び関係機関の受入と連携体制の構築の迅
速化を図るため、災害対策本部（４階講堂）等に必要なマルチスクリーン等の映像表示シ
ステムや通信システム等の整備を行う。

29 30 31 32 33

予算事業名 災害対策拠点整備事業

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

○Ｈ30年度：　整備された災害時オペレーションシステム施設
について、台風等対応や当該訓練等で運用しながら、関係職
員の習熟度向上を図る。

予算事業名

○Ｈ29年度：　平成28年度の実施設計に基づき、県庁４階講堂
及び５出先機関等へマルチスクリーン等の災害時オペレーショ
ンシステムの整備を行った。

県単等 委託 0 0 0 18,360 166,250 0

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：

○Ｈ29年度：
主な財源 実施方法

Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

大型マルチスクリー

ン等の災害時オペ

レーションシステム

の整備 

新システムの運用 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 災害対策本部設置運営訓練の実施（回数） Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　県庁４階講堂及び県出先機関において対策本
部設置のために必要な電話・FAX、防災情報ネッ
トワーク等を開設するには、現状で丸１．５日要し
ていたことから、迅速な本部立ち上げを可能とす
るため、基本的な通信設備と映像ネットワーク設
備の整備を行った。

－ － １回 ２回 ２回 ２回 100.0%

166,250 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

　当初計画のとおり、7月「ちゅら島レスキュー
2017」、９月災害対策本部設置運営訓練）の２回、
大規模災害に対応した迅速な災害対策本部を設
置し、県職員の初動対応を学び、防災力の強化を
図った。活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成29年度の取組改善案 反映状況

①庁内整備環境整備については、既存通信インフラとの連携が滞らないよう、関係課と調
整しつつ必要な整備を進めていく。

①関係課と調整を図りつつ、県庁４階講堂、5階危機管理センター、6階特別会議室、５出
先機関（北部・中部・南部・宮古・八重山）の各第会議室へマルチスクリーン等の災害時
オペレーションシステムの整備を完了した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・当該システムについて、誰が見ても分かりやすい「運用マニュアル」を作成し、初動対応の簡素化を図る。

・災害時オペレーションシステム施設について、台風等対応や当該訓練等で運用しながら、関係職員の習熟度向上を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・原則３年ごとに人事異動があることを想定し、防災システムの使用方法や各課の役割分
担等について、研修や防災訓練等により職員の対応力維持に取り組む必要がある。

・設備については技術革新にも注意する必要がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・災害対策本部が集約する被害情報を分析・評価し、優先すべき事項を迅速かつ適切にまとめるため、当該システムの機能及び活用方法を十分に研究する。
・職員の防災対応力向上のため、当該システムの使用方法について、訓練等で実践する機会を確保する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○Ｈ30年度：

○Ｈ29年度：
主な財源 実施方法

Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　平成29年度事業で作成した調査検討報告書を
基に、市町村等関係機関への説明や協議を行うとともに、県民
意識の醸成を図るシンポジウムを開催する。

予算事業名 －

○Ｈ29年度：　有識者を含む検討委員会を立ち上げ、導入の必
要性や、導入する場合の方向性、課題についての調査、検討
を行った。

県単等 委託 － － － － 14,346 6,682 県単等

予算事業名 消防防災ヘリ導入検討事業

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

実施主体 県、市町村

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　消防防災ヘリの導入可否について検討し、県及び市町村での合意形成を図った後、機
体や基地等の整備、運航管理体制の構築に向けて取り組む。

29 30 31 32 33

主な取組 消防防災ヘリ導入検討 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間を要
することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要があ
る。

③消防防災体制を取り巻く環境の変化に対応するため、県内の消防防災体制について人的・物的両面において強化を図るほか、救急搬送の増加に対応できる
体制を構築する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○大規模災害対応力の強化

導入検討・合意形成 
運用協議、整備 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成29年度の取組改善案 反映状況

－ －

　導入の参考とするための機体、施設、体制等に
ついて概要調査を実施することで、事業の規模感
や導入にあたっての課題について整理することが
できた。
　また、このことにより、平成30年度から予定する
市町村等関係機関へ説明するための情報を整理
することができた。

活動指標名 － Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 － Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 導入検討 Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　市長会、町村会、有識者を含む検討委員会を立
ち上げ、導入の必要性や導入する場合の運航管
理体制、機体・装備、基地施設の方向性や、必要
となる経費、課題等を調査した。
　検討委員会は4回開催し、調査検討報告書とし
てとりまとめた。

－ － － － － － 100.0%

14,346 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・平成29年度に作成した検討報告書を基に、市町村等関連機関に対し、説明と協議を行っていく。

・県民への説明や、意識醸成を図るために、広報やシンポジウム開催を行っていく。

・航空基地整備要件を提示した上で、市町村に対して、適地調査を実施する。

・消防防災ヘリ導入が決定した場合、事務を円滑に処理し、早期の運航開始を推進するため、増員要求を行い人員体制の強化を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・導入する場合の初期費用として約30億円、毎年の維持管理費用として約2.84億円要す
ることが分かり、大きな財政負担が伴うことが明らかとなった。
・消防防災ヘリの常置場所となる航空基地の要件として、施設面積約7,000㎡以上かつ津
波被害や周辺への騒音等を考慮する必要があり、航空基地整備場所の確保が必要とな
る

・今年度、大宜味村、東村、国頭村の各議会から消防防災ヘリ導入要望に関する意見書
の提出があった。
・県域として消防防災ヘリの配備がない県は、沖縄県のほか、佐賀県と長野県（事故に
よる喪失）であるが、長野県については平成30年度の運航再開を目指しており、佐賀県
については32年度の運航に向け準備を行っている。このため、空白県は沖縄県のみとな
る見込みである。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・消防防災ヘリは、市町村消防の支援のために航空隊を編成して運用するものであり、市町村の理解と協力なくしては導入、運用は不可能であることから、市町村等関連機関に対
し、丁寧な説明が必要である。
・消防防災ヘリの導入・運用は県や市町村の財政負担を伴うものであり、必要性のほか、国の財政支援制度を含め、県民に対しても説明していく必要がある。
・要件を満たした航空基地整備場所を確保するため、県有地以外の遊休地等についても調査する必要がある。
・消防防災ヘリ導入が決定した場合、できる限り早期の運行開始に向け、ヘリ調達、航空基地整備、運用マニュアル作成等の事務を同時並行的に実施する必要があるため、人員
体制の強化を図る必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

50人

育成数

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○Ｈ30年度：

○Ｈ29年度：
主な財源 実施方法

Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　沖縄気象台との共同事業、民間団体補助事業
のほか、包括業務提携を締結した損保ジャパンによる研修会
開催を行う予定。

予算事業名

○Ｈ29年度：　沖縄気象台との共同事業による各地区自治会
向け「防災気象講演会」や、民間団体補助事業活用による「自
主防災リーダー育成研修」を実施。

0 0 0 0 0 0

予算事業名 なし

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

実施主体 県、市町村

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　自主防災組織の結成率向上のため、自主防災組織あるいは自主防災組織結成の意志
がある自治会等のリーダーに対し、研修会や講演会を実施して防災知識の普及啓発、地
域全体の防災意識の高揚を図る。

29 30 31 32 33

主な取組 地域防災リーダー育成・普及啓発事業 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

④沖縄県は、地域防災の中核となる消防団員数が少なく、自主防災組織の組織率が低いなど、大規模災害に対する備えが十分ではない。また、想定を超える災
害においても人命が守られるよう、避難等に資するソフト対策の充実が必要である。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○地域防災組織の拡充

地域における消防防災組織リーダーの育成 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成29年度の取組改善案 反映状況

①民間保険会社等へ講師派遣を依頼し、地域防災組織の設立及び運営ノウハウに関す
る講座を開催することで、地域防災組織の充実・強化を図る。

②研修会終了後も県、市町村及び各自治会の連携を密にし、自主防災組織結成のため
の課題等の把握、支援を行う。

③先進事例を参考に地元大学等に学生及び社会人向けの防災関係人材育成に関する
講座開設を働きかけ、市町村と協力しつつ地域の自主防災組織へ若い人材を派遣する
取り組みを支援する。

④若者や子どもたちに地元の訓練等に参加を呼びかけ、自主防災組織への若い人材の
参加を引き続き促進する。

①民間事業者からの講師派遣により、地域防災組織を運営する上で課題となる女性に
配慮した避難所運営ノウハウや災害時要配慮者（高齢者、障害者等）への配慮等につ
いて、具体的事例を示しつつ研修を行った。

②自主防災組織結成の課題等の把握、支援について、具体的な取り組みは図ることが
出来ていない。一方、平成30年１月に気象予報士を講師として防災気象情報研修を行
い、自主防災組織で活用出来る災害時の防災情報活用ノウハウについて学ぶ機会を設
けている。

③及び④地元大学の講座開設は実現できていないが、引き続き働きかけ若い人材の自
主防災組織への参加促進を図る。

　計画を上回る68名が研修に参加し、各地区自主
防災組織リーダーの育成が図られた。

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名
自主防災組織リーダー育成研修の開催（参加人
数）

Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　地域防災リーダー育成のための研修会を11月
に開催し、大規模災害での体験を踏まえた講演
や避難所の運営を体験するゲーム、図上訓練等
を実施した。計画値50名に対し、実績値68名と計
画値を上回った。

43人 47人 24人 60人 68人 50人 100.0%

0 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・民間事業者との連携協定を活用し、民間ノウハウ等も活用した自主防災組織育成研修会等を引き続き実施する。

・県内大学等と協力しつつ、県内市町村における自主防災組織への若い人材の加入促進を図る取り組みを行う。

○内部要因 ○外部環境の変化

・県として、各地区自主防災組織育成の主体となる市町村へ支援が必要である。 ・自主防災組織の結成主体となる自治会や町内会は年々高齢化が進み、若い人材が不
足しているため、自主防災組織への若い人材の参加を促進する必要がある。
・地域の中に防災に関する知識をもった者がおらず、どのように自主防災組織を設立し
てよいかわからない地域が多いことが挙げられる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・自治会や町内会の若手住民が学校PTA役員等を担っている場合や自治会そのものに参加していない状況もあり、地域コミュニティの組織化自体の課題解決への視点も必要。
・南海トラフ地震対策に取り組んでいる東海・四国地方の国立大学等で実施されている、在学生及び地域住民の「防災士」資格取得講習会実施と学生への地域自主防災組織活
動参加促進の取り組み手法を参考に県内大学による実施を検討する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

30項目 60項目

協定項目数

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 災害時における事業者等との連携強化 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間を要
することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要があ
る。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○地域防災組織の拡充

実施主体 県、市町村、事業者等

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県内の大規模災害発生時に備え、応急的に生活物資等の調達や供給が円滑に行える
よう民間事業者等との間で災害時応援協定の締結及び連携を推進する。

29 30 31 32 33

予算事業名 －

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

○Ｈ30年度：　包括業務提携先に防災関連の項目を盛り込む
ことを調整する他、他自治体からの人的・物的支援を受ける拠
点整備に必要な協定を整理する。

予算事業名

○Ｈ29年度：　NTTタウンページ社との業務提携による県内全
世帯へ「防災タウンページ」配付、九州・山口各県との応援協
定による災害廃棄物対策の促進等。

－ － － － － －

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：

○Ｈ29年度：
主な財源 実施方法

Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

民間事業者等との災害時応援協定の締結、連携等 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名
災害時協定締結数（行政機関、報道機関、情報発
信関連のみ）

Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　Ｈ29年度は、NTTタウンページ社との業務提携
による県内全世帯へ「防災タウンページ」配付、九
州・山口各県との応援協定による災害廃棄物対
策の促進等を行った。

16件 21件 23件 26件 28件 30件 93.3%

0 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

　協定項目数は、計画値30項目に対し実績値が
28項目と概ね達成しており、災害時における燃料
供給体制及び災害情報発信について強化が図ら
れ、災害応急対策が迅速かつ的確に実施されて
いる。活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成29年度の取組改善案 反映状況

①沖縄県総合防災訓練などの訓練を通した検証等により、災害時応援協定の必要な分
野を関係課と共通認識を図り、民間事業者等の技術や資材を活かした活動が図られるよ
う連携強化に取り組む。
　
②大規模災害発生を想定した訓練結果等を踏まえつつ、九州各県等からの支援を円滑
に受け入れる仕組みを「受援計画」としてまとめていく。

①県総合防災訓練等における県として対応すべき項目の検証等を踏まえ、知事公室に
よる防災情報啓発に関する協定１件、県環境部による災害廃棄物処理に関する協定１
件が締結された。

②九州・山口からの人的・物的支援の受け入れについて、７月の防災訓練「美ら島レス
キュー2017」で実際に各県連絡調整員を受け入れ、連携に必要な事項の整理を行い、
平成30年度に策定予定の県受援計画へ盛り込む課題整理を進めた。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・沖縄県総合防災訓練などの訓練を通した検証等により、応急救助活動（発災７２時間まで）に必要となる機能に係る協定締結を目指す。

・復旧活動（72時間経過後）として、市町村避難所支援等に必要となる機能等についても、関係部局等と認識を共有し協定締結の取り組みを促進する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・災害時における応急対策が迅速かつ円滑に行えるような協定内容となるよう留意する。 ・民間事業者も防災意識が高くなり、連携に向けた取組が進んでいる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・災害時に応急救助を的確に行うため、災害時対応訓練等を通した応援協定を検証する必要がある。
・緊急輸送、物資の仕分け等の必要な分野を検討し、役割分担を明確にしつつ、効率的な連携が図られるよう協定締結先を整理する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 消防体制の整備 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

①沖縄県は他県から海を隔てた遠隔の地に位置し、東日本大震災のような大規模災害が県内で発生した場合、他県からの本格的な応援等の到着には時間を
要することから、県内における相互応援による広域的支援体制の強化及び防災基盤として、災害対策本部の機能強化や救急搬送の対応力を向上させる必要
がある。

③消防防災体制を取り巻く環境の変化に対応するため、県内の消防防災体制について人的・物的両面において強化を図るほか、救急搬送の増加に対応できる
体制を構築する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○消防力の強化

実施主体 県、市町村

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県内消防力の強化を図るため、消防車両・資機材等の整備を促進するとともに、消防
の広域的連携を促進し、県内市町村間の消防相互応援体制の強化を図る。

29 30 31 32 33

予算事業名 消防指導事業費(災害対応訓練等消防合同訓練負担金)

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

○Ｈ30年度：　今年度実施した訓練結果を踏まえ、平成30年度
も県及び市町村消防機関合同訓練を実施し、消防応援体制
の強化を図る。

予算事業名 －

○Ｈ29年度：　広域的な消防応援体制を構築することを目的
に、消防機関の活動に特化した県及び市町村消防機関合同
の訓練を２月に実施した。

県単等 負担 － － － 100 100 100 県単等

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　消防車両等の整備に係る補助金、地方債の活
用についての助言、国の無償貸付制度等の周知を行う等、消
防車両・資機材の整備を促進する。

○Ｈ29年度：　消防車両等の整備に係る補助金、地方債の活
用についての助言、国の無償貸付制度等の周知を行う等、消
防車両・資機材の整備を促進した。

その他 － － － － － －

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

消防車両・資機材の整備の促進 

84.3％ 

消防ポンプ

車充足率 

90％ 

消防広域連携の促進 

県内消防相互応援体制の強化 

県と市町村による消防力強化意見交換会の実施 



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

予算事業名

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　県内で大規模災害が発生し、市町村区域を越
えた広域的な応援が必要な場合の手続き等を定めるよう計画
策定の検討を進める。

○Ｈ29年度：　県内で大規模災害が発生し、県外の消防機関
の応援を受ける場合の受援体制等を定めた計画について、市
町村等の意見集約を行い、見直しを行った。

その他 － － － － － －

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

活動指標名 消防ポンプ車充足率 Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　県内で大規模災害が発生した場合に備え、緊
急消防援助隊受援計画の見直しを行ったほか、
広域的な消防応援活動を行うことを目的に県及
び市町村消防機関合同訓練を２月に実施した。
　また、年度当初に消防車両等の整備にかかる
国の財政支援制度活用事例の周知を行い、消防
車両等の整備を促進した。

79.3%
(H24年度)

79.3%
(H24年度)

84.3%
84.3%

(H27年度)
84.3%

(H27年度)
－ 100.0%

100 順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 － Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

　受援計画の見直しにより、県外からの消防応援
隊が円滑に活動できる体制の確保を図ることが
でき、合同訓練の実施を通じて県及び市町村の
連携体制の強化を図ることができた。
 　各消防本部（局）においては、社会情勢の変化
に伴う新たな消防需要に対応すべく、一括交付金
を活用し、これまでの補助事業では対象とならな
い水難救助車や自走式大量噴霧放水大型ブロ
アー車等を整備するなど、着実に消防力の向上
が図られている。

活動指標名 － Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成29年度の取組改善案 反映状況

①県内消防相互応援計画（仮称）の策定及び緊急消防援助隊受援計画の見直しに向け
た検討作業を進めるとともに、昨年度に引き続き消防合同訓練を発展的に実施し、広域
的な消防応援体制の確立を目指す。

②各消防本部（局）における沖縄振興特別推進市町村交付金や緊急防災・減災事業債
等の活用事例を全消防本部に情報提供するなど、引き続き、補助金・起債の活用の助言
等を行い、消防車両・資機材の整備を推進する。

①緊急消防援助隊受援計画について、県と市町村消防機関との会議を開催し意見の集
約を行って現状に即した改定を行った。また、市町村区域を越えた広域的な応援が必要
な場合の手続き等の素案を作成し、計画策定に向け、県総合防災訓練等の図上訓練で
検証を行った。そして、広域的な消防応援活動を行うことを目的に、消防機関の活動に
特化した県及び市町村消防機関合同の訓練を２月に実施した。

②各消防本部（局）における沖縄振興特別推進市町村交付金や緊急防災・減災事業債
等の活用事例の情報提供を行い、消防車両・資機材の整備を促進した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・県内消防相互応援計画（仮称）の策定に向けた作業を進めるとともに、引き続き消防合同訓練を発展的に実施し、広域的な消防応援体制の構築を目指す。

・各消防本部（局）における沖縄振興特別推進市町村交付金や緊急防災・減災事業債等の活用事例を情報提供するなど、引き続き、補助金・地方債の活用の助言等を行い、消
防車両・資機材の整備を促進する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・本県は、消防本部を設置していない１２の消防非常備町村を抱えており、消防非常備町
村を含めた大規模災害発生時の広域応援体制を構築する必要がある。

・近年、全国各地で大規模災害が発生し、その様相は大規模化、複雑化しており、
また県内で増加する観光客への対応など新たな消防需要が発生している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・大規模災害時等における消防広域応援体制について、県内の消防相互応援を迅速かつ的確に実施するための体制を構築する必要がある。
・大規模災害や事故、大規模施設建設など社会情勢の変化に伴う新たな消防需要に対応していくため、設備や資機材の強化等により、消防力を向上させていく必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 消防職員及び消防団員の増員・資質向上 実施計画記載頁 143

対応する
主な課題

③消防防災体制を取り巻く環境の変化に対応するため、県内の消防防災体制について人的・物的両面において強化を図るほか、救急搬送の増加に対応できる
体制を構築する必要がある。

④沖縄県は、地域防災の中核となる消防団員数が少なく、自主防災組織の組織率が低いなど、大規模災害に対する備えが十分ではない。また、想定を超える災
害においても人命が守られるよう、避難等に資するソフト対策の充実が必要である。

「主な取組」検証票

施策展開 2-(4)-イ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化
施 策 ①消防防災体制及び危機管理体制の強化

施策の小項目名 ○消防力の強化

実施主体 県、市町村

担当部課
【連絡先】 知事公室防災危機管理課 【098-866-2143】

２　取組の状況（Do）

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　市町村に対して、消防職員の適正数確保を促すための働きかけを行うとともに、消防団
員の充実強化を図るための取り組みを市町村と連携して実施する。
　また、高度かつ専門的な知識・技術をもった消防職員や消防団員を育成するため、消防
学校等において各種教育訓練を実施する。

29 30 31 32 33

予算事業名 消防学校教育費

主な財源 実施方法
Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

○Ｈ30年度：　県消防学校において、消防職員及び消防団員
に対して消防に係る知識及び技術の習得のための各種教育
訓練を実施する。

○Ｈ29年度：　県消防学校において、消防職員及び消防団員
に対して消防に係る知識及び技術の習得のため各種教育訓
練を実施した。

県単等 直接実施 10,713 10,361 9,117 10,407 10,257 11,481 県単等

70人 

初任科研修

修了者数 

県消防学校における消防職員・消防団員の教育訓練 

１回以上 

意見交換会

開催数 

県と市町村による消防力強化意見交換会の実施 



様式１（主な取組）

予算事業名 教育訓練備品整備事業

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　県消防学校において実施する教育訓練に必要
となる各種備品(防火衣等)を整備し、教育訓練内容の充実を
図る。

予算事業名 消防防災補助事業費

○Ｈ29年度：　県消防学校において実施する教育訓練に必要
となる各種備品(潜水ボンベ等)を整備し、教育訓練内容の充
実を図った。

県単等 直接実施 2,811 51,466 13,889 15,363 19,342 19,372 県単等

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　(公財)沖縄県消防協会が実施する消防団認知
度向上事業に対して支援を行い、県民への消防団の普及啓発
を図る。

予算事業名

○Ｈ29年度：　(公財)沖縄県消防協会が実施する消防団認知
度向上事業(ラジオ番組広報等)に対して支援を行い、県民へ
の消防団の普及啓発を図った。

県単等 補助 837 861 861 861 2,068 2,068 県単等

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　市町村消防職員が広域的な行政視野を習得す
ることなどを目的に実施する県防災危機管理課への派遣研修
について、平成31年度以降の希望調査を行う。

予算事業名

○Ｈ29年度：　市町村消防職員が広域的な行政視野を習得す
ることなどを目的に、県防災危機管理課への半年間の派遣研
修を実施した。

その他 － － － － － －

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

○Ｈ30年度：　県及び県内消防本部(局)による会議を開催し、
消防力の強化に向けた意見交換等を実施する。

○Ｈ29年度：　県内消防本部(局)の長が集まる会合の場で、消
防職員数及び消防団員数の現状を説明し、消防職員及び消
防団員の増員を促した。

その他 － － － － － －

主な財源 実施方法
Ｈ29年度 Ｈ30年度 平成29年度活動内容と平成30年度の活動計画

決算額 決算額



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠と取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 初任科研修修了者数 Ｈ29年度 H29年度
決算見込額

合計
進捗状況

実績値

Ｈ25年度
　高度かつ専門的な知識・技術をもった消防職員
や消防団員を育成するため、消防学校等におい
て各種教育訓練を実施するとともに、訓練に必要
となる備品等の整備を図り、訓練内容の充実を
図った。
　また、会議等の場で、適正な消防職員及び消防
団員数の確保を促すなど消防力向上に向けて意
見交換等を実施した。

67人 66人 68人 51人 40人 70人 57.1%

31,667 概ね順調

Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

1回 2回 2回 2回 3回 1回 100.0%

活動指標名 意見交換会開催数 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)

　初任科研修修了者については、各市町村にお
ける年度ごとの採用計画により、採用者(初任科
研修受講者)に変動があるため、平成29年度は40
名となったが、消防学校全教育課程において全
24回(延べ343日)の訓練に延べ590人の受講があ
り、消防職員及び団員の資質の向上を図った。
　また、島しょ地域という本県の特殊事情も考慮
し、離島に直接出向いて実施する消防団教育も
実施した。

活動指標名 Ｈ29年度

実績値

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成29年度の取組改善案 反映状況

①消防団の充実強化を図るため、（公財）沖縄県消防協会が行う消防団普及啓発に関す
る事業に事業費補助を行うとともに、各市町村と連携して、消防団の加入促進や普及啓
発を図る。

②改正された消防学校の施設、人員及び運営の基準に基づき、教官の増員要求を行い、
教育訓練の充実強化を行う。

①　(公財)沖縄県消防協会が今年度から新たに実施した消防団認知度向上事業(ラジオ
番組広報等)に対して支援を行うともに、同事業により作成したポスターを県内の一部コ
ンビニ店舗への掲示依頼を行うなど、県民への消防団加入促進、普及啓発に努めた。

②消防学校の教官１名を増員して体制を強化し、教育訓練の充実強化を行った。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・消防学校における消防職員専科教育課程「救助科」について、平成30年度以降、隔年実施から毎年実施できるよう検討を行う。

・消防学校における消防団員基礎教育について、教育訓練を受ける機会の充実を図るため、年１回実施から年２回実施できるよう検討を行う。

・県及び県内消防本部(局)による会議を開催し、消防力の向上に向けた意見交換を行うとともに、県内消防本部(局)の取組の支援等を実施する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・消防学校における消防職員専科教育課程のうち、「救助科」について、これまで隔年実
施としていたが、毎回、定員を超える応募があり、応募しても受講することができない消防
職員がでており、県内市町村消防機関から毎年実施とできないか要望がある。

・平成25年12月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」が制定さ
れ、消防団員の教育訓練充実など消防団の充実強化に取り組むこととされているが、消
防団員は就業者が多いため、現状の消防学校における教育訓練（年１回）では、勤務日
との調整が難しいとの意見がある。
・近年、全国各地で大規模災害が発生し、その様相は大規模化、複雑化しており、また
県内で増加する観光客への対応など新たな消防需要が発生している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・消防学校における消防職員専科教育課程「救助科」について、消防職員の県内市町村消防機関からの要望に応え、消防職員の育成を図る必要がある。
・消防学校における消防団員基礎教育について、教育訓練を受ける機会の充実を図る必要がある。
・社会情勢の変化に伴う新たな消防需要に対応していくため、消防職員、消防団員の増員など消防力を向上させていく必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）


