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は じ め に 

 

 

 災害や事故が大規模化、多様化する中にあって、本県の消防防災体制は、関係各

位のたゆまぬ努力により着実に充実強化されてきており、地域住民の安全・安心の

確保に大きな役割を果たしているところです。 

 近年我が国においては、地震、台風、集中豪雨、火災など様々な災害が多発して

おります。平成２８年度以降をとらえても、熊本地震、東北地方や北海道を襲った

平成２８年台風１０号、本年７月の九州地方における集中豪雨、新潟県糸魚川市大

規模火災など、いずれも甚大な被害をもたらしました。 

本県においても、本年２月に越前市で発生した火災や、５月の鯖江市における火

災では大きな被害が生じており、記憶に新しいところです。 

私たちは、常に災害と隣り合わせで生活しており、こうした災害に的確に対応し、

住民の安全・安心を向上させていくためには、住民と行政が一体となって、地域の

防災力を充実強化していく必要があります。 

 県においては、消防・防災の基本である災害発生の予防や初動対応の充実を図る

ため、消防団や自主防災組織の育成強化を図り、自助、共助、公助のバランスのと

れた、安全で安心できる社会の実現を目指しております。 

今後とも消防防災行政の推進について、より一層の御支援、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 結びに、この消防防災年報は、市町および消防本部等関係機関からの報告をもと

に平成２８年度における消防、防災、保安行政の現況を取りまとめたものです。各

方面で、消防防災に関する参考資料として活用され、安全で安心な地域づくりの一

助となれば幸いです。 

 

 

平成２９年８月 

 

 

 福井県安全環境部危機対策・防災課 

  課 長   谷 口  竜 哉  
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