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は じ め に 

 

 

 本年は、昭和２３年に消防組織法が施行され自治体消防制度が誕生してから、ま

た福井地震から７０年を迎える節目の年です。この間、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、我が国の災害は大規模化、複雑化の様相を呈しております。本年もこれま

でに大阪府北部の地震、平成３０年７月豪雨など様々な災害が発生し、甚大な被害

をもたらしました。本県においても、２月には嶺北地方を中心に大雪となり、県民

生活に多大な影響が及んだところです。 

このような状況にあって、消防防災行政に寄せられる期待はますます大きくなっ

ており、災害や事故に的確に対応し、住民の生命、身体および財産を守るためには、

住民と行政が一体となって、地域防災力の充実強化を推進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２９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３０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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