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は じ め に

この年報は，県内市町村及び消防一部事務組合からの報告に基づき，令和２年４月１日

現在における消防体制及び令和元年中の火災の発生状況等について取りまとめたもので

す。

昨年の「令和２年７月豪雨」では，九州・中部地方の７県に「大雨特別警報」が発表され，

各地に大きな被害が発生するなど，まさに「災害列島」の様相を呈しております。

また，新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，消防・救急活動において，徹底した

感染防止対策を講じるなど，コロナ禍における災害対応力の強化が求められており，県民

の消防に対する期待はますます高まっております。

このような中，本県においては，地域の実情に応じた消防力のより一層の充実強化を図

り，火災予防，防火防災思想の普及徹底等，住民・事業所及び消防機関が一体となった地

域ぐるみの消防防災体制を確立して参りたいと考えております。

本書が，消防関係者はもとより広く各方面で活用され，今後の消防行政の一助となれば

幸いです。

令和３年３月

徳島県危機管理環境部消防保安課長

島田 敬祐
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