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 は じ め に 

 

 ２０２０年は、新型コロナウイルス感染症が全世界に拡大し、東京オリンピック・

パラリンピックをはじめとしたイベントが延期又は中止となるだけではなく、私たち

の生活様式や働き方にも大きな影響を与えています。本県では、新型コロナウイルス

感染症対策本部を設置し、全庁体制で対応にあたっておりますが、患者の搬送などに

は、消防職員の皆様の御尽力が不可欠なものであります。これからも変わらぬ御協力

をお願いいたします。 

 また、令和２年７月豪雨では、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で甚大

な被害が発生しました。その際、緊急消防援助隊が被災地に派遣され、本県からは、

航空小隊として防災ヘリコプターが長野県に出動し、中州に取り残された要救助者を

救出いたしました。 

 さらに、近年の災害の激甚化にともない、これまで以上に、防災関係機関の連携の

重要性が増しています。このため、令和２年度に事業完了を迎える埼玉県防災行政無

線施設再整備事業では、高い安定性を有するネットワーク回線を採用するとともに、

新たに、電子メールによるデータ伝送機能や県庁に集約される映像情報の配信機能を

設けることで情報共有の幅を広げることとし、令和３年４月から運用を開始する予定

です。 

 今後も、安心・安全な県土づくりに向けて、県民一人ひとりの防災力を高め（自助）、

地域で助け合い（共助）、それを補完し支える（公助）環境の整備を力強く推し進めて

まいりますので、各関係機関の皆様におかれましても、地域の防災力強化に向けて、

引き続き一層の御理解と御協力をお願いいたします。 

 本書は、埼玉県の消防・防災の現状を把握するため、令和２年４月１日の現況及び

令和元年中の火災、救急救助業務、関連する防災対策等について取りまとめたもので

す。今後の消防防災行政の一助になれば幸いです。 

 結びに、本書の作成に当たり、各種調査に多大なる御協力をいただきました各消防

本部、各市町村消防防災主管課並びに関係機関の皆様に対し、厚くお礼申し上げます。 

                                   

 令和３年２月                 埼玉県危機管理防災部消防課長 

                   武井 裕之 
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凡    例 

 （1） 本年報作成にあたっては、消防庁オンライン処理システム（統計調査系システム） 

   の「火災報告等調査業務」、「防火対象物実態等調査業務」、「救急・ウツタイン様式 

   調査業務」、「救助調査業務」、「危険物に係る事故及びコンビナート特別防災区域に 

   おける事故の報告調査業務」、「危険物規制事務調査業務」、「消防防災・震災対策現 

   況調査業務」の平成 31年度報告結果を参照している。各業務の統計表は各市町村及 

   び各消防機関により、上記システムで作成・報告されている。 

    また、「オンライン処理システム」によるデータ報告は、平成 19年度から行われ 

   ており、従来の調書様式から変更された。 

 （2） 寄居町は深谷市に消防事務を委託している。 

 （3） 各統計表等の消防機関名は、建制順に表記した。 
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