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施策１５.災害に強いまちをつくる



１．    値    達成度

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ５．安全で快適に暮らせるまち
【防犯・防災・住環境】 施策統括課 生活安全課

施策 １５．災害に強いまちをつくる 関 係 課 福祉課・都市整備課

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

日常から防災対策・準備をしている
町民 割合

（町民意識調査）
％

65.5
a

目標

76.5

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性
１５－１ 減災対策の効果を高める 所管課

人口１万人当   出火率 件
1.3

ｃ
1.5

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの減災対策 22位/21位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定

危険箇所(浸水想定区域、
土砂災害警戒区域) 認知度

（町民意識調査）
％ 16.0 ○

H28 H29 H30 H31/R1 R2

実績値 16.5 15.0 18.9 25.6 28.6

・防災ハザードマップの活用方法が普及していない。

令和4年度取 組 方針
 防災        内容 修正 生  場合  随時更新 行  
 引 続  出前講座等 危険箇所 周知 行  

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ A

まちが取り組むべきこと① 土砂災害警戒区域や浸水想定区域等に関する情報提供を継続するとともに災害情報の発信を強化します

5年間 取 組 状況
 県   土砂災害警戒区域 浸水想定区域 変更    高潮浸水想定区域 策定 伴  町 防災    
    改訂 行   
 改訂  防災         町内全戸及 転入者 配布  危険箇所 周知 行   

残された課題

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

67.3 68.1 67.9 68.1

76.5

60
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％

基準値

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他
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R2

１５－２ 災害時 迅速 対応   防災体制 確立  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課防災体制 確立 21位/28位

成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移

災害時の避難場所を知っている人
の割合

（町民意識調査）
％ 67.5

×

○

日常から防災対策・準備をしている
町民 割合

（町民意識調査）
％ 65.5

自主防災組織 結成率 ％ 66.6

人口１万人当   出火率 件 1.3

実績値 ○

○

実績値 73.3 73.3 86.683.3 86.6

実績値 68.3 68.9 72.8 72.7 78.5

他の自治体・企業との災害協定数 協定 1

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

B

×消防団員 定員充足率 ％ 90.0

○

実績値 84.0 83.0 83.5 85.0 82.0

実績値 1 2 4 5 2

実績値 2.0 1.3 1.3 1.1 1.5

67.3 68.1 68.0 68.1 76.5

判定H28 H29 H30 H31/R1



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

まちが取り組むべきこと① 自主防災組織 結成 促進       活動支援 行       消防団員 確保策 検討   

町内企業等 災害時応援協定 締結  災害時 協力体制 整       志免町備蓄基本計画      
災害時 備  備蓄 調達体制 整  食料 供給体制 強化   

5年間 取 組 状況
町内企業等と災害時における物資の提供、所有する建物や敷地の使用などの災害時応援協定を締結し、災害時
 支援体制 確保 進      志免町備蓄基本計画 基   災害時 備  備蓄品 整備 行   

残された課題
・なし

5年間 取 組 状況

 出前講座等 通  地域    自主防災組織 結成促進 粘 強 行   
 NPO法人  協働事業  自主防災組織 活動支援 行   
・避難所運営マニュアルを作成し、各町内会に配布して、自主防災組織の活動に繋げた。
・消防団員の確保のため、勧誘活動のほかに、分団管轄の企業にも団員募集のポスター掲示や社員紹介依頼のた
  訪問      消防団員募集        作成   町 行事等 配布   
 学生消防団員 就職活動 支援     志免町学生消防団活動認証制度 創設   

残された課題
・自主防災組織結成後の活動の継続化。
・消防団員数が減少傾向にある。

令和4年度取 組 方針

・自主防災組織の結成については、引き続き、未結成の町内会に結成を促す。また、自主防災組織結成後の活動
      地域    温度差      NPO法人  協働事業  自主防災組織 活動支援  出前講座
等  消防吏員OB   防災管理監    先進的 組織 活動事例  紹介   町内全体  防災力 向
上を目指す。
・消防団員数の確保については、引き続き、勧誘活動のほか、団員募集のポスター掲示や社員紹介依頼のため町内
 事業所訪問 消防団員募集        町 行事等 配布  加  消防団 関心 持       消防団
の活動内容を広報誌やホームページにて周知する。

    値 日頃  防災対策 準備     町民 割合       目標値65.5％  上 対  最終実績値76.5％ 目標値 
上回  目標 達成     人口1万人当   出火率       目標値1.3件  下 対  最終実績値1.5件 目標 達成 
      町 取組     地域防災力 向上     自主防災組織 結成 促進    地域防災力 要   消防団員 
確保に努めてきたが、すべての町内会で自主防災組織が結成できず、消防団員も微減傾向である。
今後 自主防災組織 結成 促進     消防団員 確保 努  第6次総合計画 沿  町民 高 防災意識 持  町民 
地域等が相互に連携して、災害に備えられる体制づくりを支援していく。

令和4年度 取 組 方針 方向性

残された課題
 避難行動要支援者台帳登録者 支援体制 構築 

令和4年度取 組 方針
 地域  助 合 （ 共助 ）    避難行動要支援者 情報 地域支援者（町内会 民生委員児童委員
等）に提供し、共有する。

取り組み方針の達成状況

令和4年度取 組 方針
引 続  支援体制 強化 図    町内企業等  災害時応援協定締結 働    行     志免町備
蓄基本計画 基   災害時 備  備蓄品 整備 計画的 行  

まちが取り組むべきこと③ 避難行動要支援者 把握  災害時       救済活動 展開     準備 進   

5年間 取 組 状況
 避難行動要支援者台帳  登録案内 対象者 個別通知    広報誌         周知  毎年 避
難行動要支援者台帳 更新 行   

まちが取り組むべきこと②

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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