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は じ め に 

 

 

近年、社会経済情勢は著しく変化しており、また地球環境も大きく変化している中で、

住民の安全・安心を脅かす自然災害、火災、事故等の災害は大規模化・複雑多様化の傾向

を強めている。 

平成 29 年においては、２月に埼玉県で鎮火にいたるまでに約１２日間を要する大規模火

災が発生し、７月の九州北部豪雨では福岡県や大分県などにおいて死傷者が多数にのぼる

など、甚大な被害を及ぼした。 

このような様々な災害に適切に対応するためには、消防力の整備・強化及び県・市町村

等の防災力の強化を図る必要がある。 

本県では、沖縄県地域防災計画を適宜見直し、防災情報システム等を活用しつつ防災訓

練や研修等を通じたスキルアップを図り、また、緊急消防援助隊受援計画を見直す等、市

町村や関係機関との連携を密にするなどにより、総合的な消防防災体制の確立に努めてい

るところである。併せて、戦後処理問題でもある不発弾処理を引き続き実施し、県民の安

全・安心を確保していくこととしている。 

本書は、平成 29 年４月１日現在における消防体制及び平成 28 年中の火災・災害等の実

態について取りまとめたものであり、消防関係者はもとより、多くの方々に災害予防の参

考として御活用いただければ幸いである。 

 

 

平成 30 年 11 月 

沖縄県 知事公室 防災危機管理課 
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