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（款）9 消防費　　　　 （項）1 消防費　　　　　（目）1 常備消防費　　　　　　　 （単位：円）

久喜地区消防組合負 2,065,401,000 （目的）久喜市及び宮代町と共同で運営することにより、消防力の充実や事務の効率化等を図ります。 336

担金事業（常備消防

費） （対象）久喜地区消防組合

（くらし安全課）

（手段）常備消防の運営経費負担金を支払いました。

（成果）消防に関する事務を共同処理することで、消防力の充実や効率的な消防業務が運営できました。

（款）9 消防費　　　　 （項）1 消防費　　　　　（目）2 非常備消防費　　　　　　　 （単位：円）

久喜地区消防組合負 133,662,171 （目的）久喜地区消防組合と共同で運営することにより、消防力の充実や事務の効率化等を図ります。 336

担金事業（非常備消

防費） （対象）久喜地区消防組合

（くらし安全課）

（手段）非常備消防の運営経費負担金を支払いました。

（成果）地域消防力の強化が図られました。

（款）9 消防費　　　　 （項）1 消防費　　　　　（目）3 水防費　　　　　　　 （単位：円）

水防組合運営事業 1,676,000 （目的）久喜市、幸手市、杉戸町、春日部市及び五霞町と共同で運営することにより、水防力の充実や事 336

（くらし安全課） 　　　務の効率化等を図ります。

（対象）利根川栗橋流域水防事務組合

（手段）運営経費負担金を支払いました。

（成果）水防に関する事務を共同処理することで、水防力の充実や効率的な水防業務が運営できました。
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（款）9 消防費　　　　 （項）1 消防費　　　　　（目）4 災害対策費　　　　　　　 （単位：円）

防災訓練事業 1,482,408 （目的）防災訓練を実施することにより、市民、関係機関及び市職員が、防災対策の必要性を改めて認識 336

（くらし安全課） 　　　し、技術の習得や意識の高揚を図ります。

（対象）市民、関係機関、市職員等

（手段）市民、関係機関、市職員等の参加による防災訓練を計画しましたが、台風の影響により中止とな

　　　りました。

予定していた開催日：平成23年9月3日（土）

予定していた会場　：久喜地区　総合運動公園

                    菖蒲地区　栢間小学校　　　

                    栗橋地区　栗橋西小学校

                    鷲宮地区　鷲宮運動広場

（効果）台風の影響により中止となりましたが、参加予定の市民や関係機関と事前の協議・打合せを行う

　　　なかで、防災に対する意識の高揚・啓発を図ることができました。

防災体制整備事業 18,614,213 （目的）ハード面（施設管理等）及びソフト面（広報活動等）の両面から防災体制の整備を図ります。 336

（くらし安全課、菖

蒲市民税務課、栗橋 （対象）市民、防災関係施設

市民税務課、鷲宮市

民税務課） （手段）施設の整備・維持管理、防災備品及び避難所の整備を実施しました。

（単位：円）

区　　分 内　　容

防災行政無線固定系子局設置工事（1箇所）

防災行政無線（移動系）保守点検業務委託料

防災行政無線電気料

防災行政無線・防災倉庫等修繕料

金　額

施設の整備・維持管理事
業

1,680,000

1

2,835,000
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防災行政無線音達調査業務委託料

3,150,000

838,950

1,304,986

2,276,418

防災行政無線保守点検（固定系）業務委託料（久喜地区）
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（単位：円）

（成果）・防災行政無線の適切な運用が図られました。

　　　　・災害発生時に必要な防災備品の充実が図られました。

　　　　・防災行政無線情報配信メールにより、防災行政無線の放送内容の周知が図られました。

　　　　　　登録者数：5649人（平成24年3月末現在）

　　　　事業費のうち防災ハザードマップ作成業務委託料16,800,000円については、2月補正予算にて予算

　　　措置した事業で、事業実施に期間を要するため、繰越明許費により平成24年度予算に繰り越しまし

　　　た。

自主防災組織育成事 5,408,800 （目的）防災資機材等の購入や防災訓練を実施する自主防災組織に補助金を交付し、市民の防災意識の高 338

業 　　　揚及び自主防災活動の技術向上を図ります。

（くらし安全課）

（対象）自主防災組織

（手段）申請のあった自主防災組織への補助金を交付しました。

（単位：団体、円）

（成果）災害時における必要な防災資機材の充実、防災活動の向上が図られました。

防災計画策定事業 45,000 （目的）災害から市民の生命や貴重な財産を守り、生活の安全と安心を確保するための地域防災計画を策 338

金　額区　　分

毛布クリーニングパック業務委託料

防災行政無線情報メール配信等情報通信料

内　　容

訓練実施補助金

防災資機材購入補助金

設立補助金 71,900

4,087,500

4

59

41 1,249,400

申請団体数 交付金額

3 970,200

補助対象事業

防災行政無線情報メール
配信等事業

防災備品の整備
1,485,750

294,000

2,719,500

2
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衛星携帯電話購入（5台）

PHS電話購入（15台）



（くらし安全課） 　　　定します。

（対象）市民

（手段）地域防災計画を策定するため、防災会議を開催しました。

　　　　・防災会議開催回数　1回

（成果）防災会議を開催し、地震及び風水害による災害について、予防対策、応急対策等を協議し、久喜

　　　市地域防災計画を策定しました。

　　　　事業費のうち久喜市地域防災計画改訂業務に係る8,400,000円については、2月補正予算にて予算

　　　措置した事業で、事業実施に期間を要するため、繰越明許費により平成24年度予算に繰り越しまし

　　　た。

国民保護計画策定事 72,000 （目的）国、県、市、関係機関が、市民の協力を得ながら、それぞれの役割分担の中で連携を図ること 338

業 　　　により、武力攻撃事態等から市民を守るための国民保護計画を策定します。

（くらし安全課）

（対象）市民

（手段）国民保護計画を策定するため、国民保護協議会を開催しました。

　　　　・国民保護協議会開催回数　1回

（成果）国民保護協議会を開催し、武力攻撃事態等が発生した場合の市民の避難・救援等について協議

　　　し、国民保護に関する久喜市計画を策定しました。

防災備蓄品整備事業 1,450,260 （目的）災害時における市民の避難生活を確保するため、災害用の食料品等を備蓄します。 338

（くらし安全課）

（対象）市民

（手段）災害用の食料品等を備蓄しました。

（単位：円）

クラッカー 3,500食
1,450,260

整備数量 事業費

アルファ米

粉ミルク

おかゆ

備蓄品名

2,500食

1,000食

110缶
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（成果）地域防災計画に基づく災害用備蓄品の整備が図られました。

防災倉庫建設事業 1,837,500 （目的）災害時における避難住民の物資を確保するため、指定避難所の敷地内に防災倉庫を建設します。 340

（栗橋市民税務課）

（対象）指定避難所

（手段）栗橋小学校に防災倉庫を建設しました。

　　・防災倉庫建設 （単位：円）

（成果）防災倉庫の建設により、災害時における避難住民の物資を確保することが可能となりました。

防災体制整備事業【 3,685,500 （目的）災害時における市民の避難生活を確保するため、災害用の食料品等を備蓄します。 340

事故繰越し分】

（くらし安全課） （対象）市民

（手段）災害用の食料品等を備蓄しました。

（単位：円）

（成果）地域防災計画に基づく災害用備蓄品の整備が図られました。

工　期 工 事 費事 業 名 事 業 内 容

久喜市防災倉庫設置工事 防災倉庫ステンレス製（9.6㎡） H23.11.22～
1,837,500

（栗橋小学校） 1基 H24.1.31

保存水 2,500本

3,685,500

アルファ米 6,750食

おかゆ 2,000食

クラッカー 6,650食

備蓄品名 整備数量 事業費
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