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さいたま市のあらまし 
   
未来に向かって躍進するまち 

さいたま市は、埼玉県の南東部に位置し、都心から

２０～３０ｋｍ圏内にある県庁所在地です。  

平成１３年５月１日に旧浦和・大宮・与野の３市合

併により誕生し、平成１５年４月１日には全国で１３

番目の政令指定都市へと移行しました。その後、平成

１７年４月１日に旧岩槻市との合併を経て、１０行政区になりました。現在は、  

１３２万人（令和３年４月１日現在）を超える人口を擁し、発展・成長し続ける大都

市となりました。  

また、古くは中山道の宿場町として発達してきた歴史を持ち、明治以降は埼玉県の

中心として行政、経済、文化を常にリードしてきました。平成１２年には、市の中央

部に位置する旧国鉄操車場跡地に、関東甲信越地方を所轄する国の機関及びさいたま

スーパーアリーナを始めとする、より広域的な行政機能や高次の業務・商業・文化機

能を有する施設が集積した新しい街「さいたま新都心」が誕生しました。現在は、関

東圏を牽引する中核都市として飛躍しています。  

２０２１年には、さいたまスーパーアリーナと埼玉スタジアム２○○２において、

「東京２０２０大会」が開催される予定となっています。  

さらに本市では、「上質な生活都市」、「東日本の中枢都市」を目指し、平成２７年

度から「さいたま市が住みやすい」と感じていただける市民の割合を２０２０年まで

に９０％以上にする取組として、「さいたま市ＣＳ９０運動」の推進に全庁を挙げて

取り組んできましたが、市民満足度を向上させることは市として普遍的な課題です。

そのため、本市では、新たに２０３０年を目標とし、「さいたま市ＣＳ９０＋運動」

として、引き続き、市民満足度向上に向けて取り組んでいくこととしました。  

 
さいたま新都心             ＣＳ９０＋ロゴマーク 
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（令和３年４月１日現在）

緑　　  区

岩　槻　区 112,777 51,879 49.17 2,293.6

129,945 56,288 26.44 4,914.7

192,456 90,009 13.82 13,925.9

166,620 76,680 11.51 14,476.1

95,815 46,561 18.64 5,140.3

102,576 49,170 8.39 12,226.0

30.69 5,351.9

120,578 59,389 12.80 9,420.2

16.86 8,837.5

93,673 41,996 29.12 3,216.8

人口密度

人口密度(人／ )

1,327,691 人 617,314 世帯 217.43  6,106.3 人／ 

人口総数 世帯総数 面　　 積

面　積( )

見　沼　区

中　央　区

桜 　　 区

浦　和　区

南　　  区

164,251 75,468

西 　　 区

北 　　 区

大　宮　区

区　　名 人　口(人) 世帯数(世帯)

149,000 69,874

【さいたま市の行政区】

【さいたま市の人口】

岩槻区

見沼区

緑区

北区

大宮区

浦和区

中央区

桜区

西区

南区
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１　基本方針主な現状と課題

     あらゆる災害に的確に対応できるよう、先進技術を活用した資機材の軽量化・高度化を推

   浸水等の被害が多方面にわたり発生し、消防局としても自然災害の大規模化に備えていかな

   では救命ボート等の整備及び風水害消防計画の見直しを図り、消防団との連携による人命救

   域防災計画ではさいたま市直下地震を最大震度6強と想定していることから、的確な消防力

     超高齢社会の到来により、住宅火災における高齢者の逃げ遅れ被害が懸念されることから、

   「埼玉スタジアム２〇〇２」が競技会場となることから、会場周辺のみならず、市内には訪

   る必要があります。

   被害の軽減につなげる火災予防対策を推進する必要があります。

     その中でも、住宅用火災警報器は、設置義務化から10年以上が経過しており、電池切れや

   日外国人を含む多数の来訪者が見込まれています。

     また、職員一人ひとりが消防の任務を自覚し、法令遵守と服務規律の確保を徹底し、市民

   の信頼に応える必要があります。

   させることなく、予測される災害の発生防止及び災害発生時における被害の軽減を図る万全

     消防局では、市民及び来訪者等の安全・安心を確保するため、現在の消防サービスを低下

     また、風水害のみならず、首都直下地震や南海トラフ地震等の発生も懸念されており、地

 

     令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、本市においても多くの陽性患者

   との連携体制の確立を図りました。

   が確認されており、消防局では、救急活動等における感染防止対策や保健所などの関係部局

     さらに、超高齢社会の到来により、救急出場件数は増加傾向にあるほか、住宅火災発生時

   てきたところです。

     また、国の地方創生臨時交付金や補助金を活用し、マスク等の感染対策用資器材や陽性が

   疑われる傷病者搬送用資器材の整備を図り、市民の安全に直結する消防・救急体制を維持し

   ければなりません。

   に大きな被害をもたらしました。本市においても、令和元年台風第19号により、豪雨、暴風、

     令和元年10月には、令和元年台風第19号の影響により本市初の大雨特別警報が発表され、

   　令和3年7月には、市内の大規模施設が競技会場となり、東京２０２０大会が開催されるこ

   な消防体制を構築する必要があります。

   とから、市民及び来訪者の安全・安心を確保するため、的確な警戒体制の整備を図る必要が

   あります。

   助を最優先とした消防力の運用強化に取り組んでいるところです。

   本体の劣化により火災を感知できなくなるおそれがあるため、機器の交換等を市民に周知し

   があります。

   ことを強く意識するとともに、地域防災体制の中核的な役割を果たす消防団の充実強化や、

   の運用により火災の延焼拡大を阻止し、人命救助を最優先とした警防体制の強化を図る必要

（２）発生が危惧される大規模災害への対応

   豪雨、暴風、浸水等により多方面にわたる被害が発生しました。この状況を踏まえ、消防局

     また、市民の防火防災意識の高揚を図るために、防火訪問による市民への直接的な防火対

   策指導や、さいたま市防災展示ホールを活用した防火防災学習等の機会を提供していく必要

   等に指導を行い、火災等の発生防止及び被害の軽減を図る必要があります。

     さらに、東京２０２０大会における競技の本市開催に伴い、多数の来訪者が見込まれるこ

     近年は毎年のように大規模な風水害が発生しており、令和2年7月豪雨では九州地方を中心

   とから、大会関連施設等の防火管理体制や消防用設備等が関係法令に適合するよう、事業所

   があります。

     大規模災害への対応が急務となっている中、本市においても大きな自然災害が起こり得る

   進するとともに、消防職員の知識や技術を高めるなど、より一層、消防活動能力の向上を図

   における高齢者被害についても、増加が懸念されています。近年は、建築物の高層化や複合

   化に伴い、災害時における避難や消防活動上の課題が懸念されるなど、予防行政の重要性が

（３）火災による被害の軽減

   これまで以上に高まっています。

   ていく必要があります。

   将来の地域における防火防災の担い手となる少年消防団の育成を図る必要があります。

（１）複雑多様化する災害への対応

     令和3年7月、東京２０２０大会の開催に伴い、本市では「さいたまスーパーアリーナ」と

消防局運営方針（令和３年度）
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№ 事業名 令和3年度 令和2年度

１ 消防力等の体制強化 915,819 1,660,025

〔消防総務課、消防企画 (321,953) (486,825)

課、消防施設課、予防課、

警防課、救急課、指令課〕

２ 職員研修事業 47,700 44,135

〔消防職員課〕 (47,700) (44,135)

３ 既存防火水そうの長寿命化 68,158 26,809

〔消防施設課〕 (7,058) (2,809)

４ 車両整備事業 1,094,803 701,407

〔警防課〕 (47,914) (32,230)

５ 東京２０２０大会消防特別 9,676 13,142

警戒実施事業 (9,676) (13,142)

〔消防企画課、消防職員

課、警防課、救急課、指

令課〕

体工事及び中央消防署の解体工事に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*（  ）内は一般財源　　　　　　　　　（単位：千円）

2競技会場を含む、市全域における

消防特別警戒を実施

移転に係る建設工事、（仮称）城南

地区出張所の整備に係る既存建物解

説明

   から、救急需要対策に取り組む必要があります。

     また、救急現場に居合わせた人によって行われる応急手当は、救命効果を高めるために重

消防車両の更新整備

市民及び来訪者等の安全・安心を確

保するため、大会開催期間中の市内

   知識と技術の習得を促進します。

   図ります。

     さらに、救急需要対策に取り組むとともに、救命効果を高めるために、市民の応急手当の

伴う設計業務及び工事を実施

職員の職務遂行上必要な知識及び技

術の向上につながる研修を実施

（１）大規模・複雑多様化する各種災害に適切に対応するため、消防力等の充実強化を図ります。

     132万市民の生命、身体及び財産を大規模・複雑多様化する各種災害から保護するため、

係る設計業務を実施

（４）救急需要増加への対応と応急手当の普及啓発

     令和2年中の救急出場件数は約6万2千件となり、依然として高い水準にあります。年齢区分

   別搬送状況を見ると、平成23年から10年連続で高齢者層（65歳以上）が成人層（18歳～64歳）

   を上回っている状況です。今後、更なる高齢化により救急出場件数の増加が見込まれること

   要であり、更なる応急手当の普及啓発が必要となります。

老朽化した防火水そうの長寿命化に

大規模化、複雑多様化する災害に適

切に対応するため、さいたま市消防

力整備計画に基づき、中央消防署の

２　基本方針・区分別主要事業

   消防力を計画的に整備し、消防職員等への教育や訓練の充実により、消防活動能力の向上を

   図ります。

     また、市民・事業者の防火防災意識の高揚を図り、火災の予防や災害による被害の軽減を
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№ 事業名 令和3年度 令和2年度

６ 警防業務推進事業 66,831 101,599

〔警防課〕 (64,023) (60,101)

７ 署活動用無線機整備事業 6,996 4,908

〔指令課〕 (6,996) (4,908)

８ 消防団の充実強化 267,158 399,274

〔消防団活躍推進室、消防 (146,858) (165,274)

施設課〕

№ 事業名 令和3年度 令和2年度

９ 火災予防対策の推進 2,645 2,277

〔予防課、査察指導課〕 (2,516) (2,277)

１０消防防災学習施設の充実 5,320 4,908

〔予防課〕 (5,320) (4,908)

№ 事業名 令和3年度 令和2年度

１１応急手当の普及啓発 4,516 5,860

〔救急課〕 (4,466) (5,810)

１２円滑な救急活動の推進 1,306 1,672

〔救急課〕 (1,306) (1,672)

火防災意識の向上を図るため、消防

防災学習施設の管理及び運営を実施

説明

高齢者家庭防火訪問の実施及び各種

広報媒体を活用した火災予防普及啓

開催

災害等の疑似体験を通じて市民の防

備等の整備を実施

発の実施並びに事業者向け講習会の

（２）消防部隊の教育訓練の実施及び資機材の整備を実施するとともに、地域防災力の中核であ

（３）火災を予防し、火災による被害を軽減するため、火災予防対策の推進を図ります。　　　　　　

る消防団の充実強化を図ります。

消防部隊の教育訓練の実施及び資機

活動用無線機の更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*（  ）内は一般財源　　　　　　　　　（単位：千円）

活動現場での指揮命令の伝達や、隊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*（  ）内は一般財源　　　　　　　　　（単位：千円）

うため、緊急時医療情報パス・緊急

地域防災の中核的存在である消防団

の充実強化を図るため、消防団員確

保の広報や消防分団車庫及び各種装

促進するとともに、応急手当の市民

（４）応急手当の普及啓発と円滑な救急活動の推進を図ります。

適切な医療機関へ速やかに搬送を行

説明

員間での情報共有に必要不可欠な署

材の整備

時安心キットの普及に向けた取組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　*（  ）内は一般財源　　　　　　　　　（単位：千円）

説明

市民に対して応急手当講習の受講を

指導者の育成を実施
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（令和３年４月１日現在）

総務係

　総務部　

○消防団の組織、運営
○消防団充実強化計画の調整

○組織及び職員定数
○消防力整備計画の調整
○予算及び決算の調整
○職員の被服の給与及び貸与
○東京２０２０大会の調整

消防企画課
企画調整係、財務係
（オリパラ消防対策担当）

※「消防署機構」のとおり

　消防署 （１０署１６出張所）

消防職員課 人事研修係、給与厚生係

消防施設課 施設管理係、施設整備係

予防係、調査係

査察指導課
査察係、消防設備係、危険物係
火薬・高圧ガス保安係

○公印管理、文書事務
○式典、行賞　○広聴広報
○元消防職員の協力体制
○消防音楽隊　○消防長会等

消防団活躍推進室

消防総務課

消
　
防
　
局

救急課

○職員の配置、任免等
○職員の競争試験、選考
○職員の研修
○職員の給与
○職員の福利厚生

○消防施設の維持管理
○消防水利
○消防施設の建設等

○査察、違反処理
○建築確認等の同意
○危険物、液化石油ガス、
　火薬類、高圧ガス規制事務

予防課

○火災予防業務の企画立案
○火災予防の普及啓発
○住宅防火対策等
○火災調査業務

指令課

警防係、装備係、救助係

予防部

救急係、普及係、指導係

指令管理係、指令第１係、
　　　指令第２係、指令第３係

○消防救急無線
○消防緊急情報システム
○災害通報の受信、出場指令
○災害情報収集等

○警防業務の企画立案
○消防相互応援等
○消防車両及び機械器具
○救助業務の企画立案
○特殊災害

○救急業務の企画立案
○応急手当の普及啓発
○医療機関等との連絡調整
○救急隊員の教育訓練等

警防部

警防課

消防機構図及び主な事務分掌

消防の組織
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○消防対象物の査察

中 央 消 防 署

春 野 出 張 所

救急第１係、救急第２係

※　大成出張所及び日の出出張所に限る

○応急手当の普及啓発

○応急手当の普及啓発

○警防業務
○消防水利の調査及び保全

見 沼 消 防 署

岩 槻 消 防 署

大 宮 消 防 署

南 消 防 署蓮 沼 出 張 所

緑 消 防 署

消
 

防
 

署 救助係

出張所
消防第１係、消防第２係

指導第１係、指導第２係※

○警防業務

○消防訓練

○消防水利の調査及び保全

○火災調査

○火災調査

太 田 出 張 所

桜 消 防 署

木 崎 出 張 所氷川参道出張所

大 成 出 張 所

浦 和 消 防 署

日の出出張所

○消防訓練

笹久保出張所

西 消 防 署 西遊馬出張所

北 消 防 署 植 竹 出 張 所

上 野 出 張 所

大久保出張所

美 園 出 張 所東大宮出張所

管理指導課

消防１課

消防２課

消防係

救急係

○少年消防団の運営及び指導

○火災予防条例の指導等

○消防対象物の査察

○防火・防災管理の指導

指導係

（令和３年４月１日現在）

管理指導係（大宮消防署及び
浦和消防署を除く）
管理係、予防査察係（大宮消
防署及び浦和消防署に限る）

東浦和出張所

○管轄署所内の事務事業の調整等

○消防対象物の査察及び違反処理

○管轄内の消防団の運営及び連絡調整
○消防用設備等の審査及び指導

西浦和出張所

○公印管理、文書事務

指揮係

消防署機構

消防署の組織及び主な事務分掌
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電話番号
1 西消防署 〒331-0078 西区西大宮3-48 048-623-1199
2 西遊馬出張所 〒331-0061 西区大字西遊馬307-1 048-622-1889
3 北消防署 〒331-0812 北区宮原町4-66-14 048-654-3456
4 植竹出張所 〒331-0813 北区植竹町1-820-1 048-663-4262
5 大宮消防署 〒330-0834 大宮区天沼町1-893 048-648-6505
6 氷川参道出張所 〒330-0843 大宮区吉敷町1-136-1 048-641-9534
7 大成出張所 〒330-0852 大宮区大成町1-226 048-665-4231
8 見沼消防署 〒337-0024 見沼区大字片柳1087-1 048-681-0119
9 蓮沼出張所 〒337-0015 見沼区大字蓮沼267 048-686-1252

10 東大宮出張所 〒337-0051 見沼区東大宮4-31-1 048-651-9110
11 春野出張所 〒337-0002 見沼区春野2-6-1 048-687-0151
12 中央消防署 〒338-0002 中央区下落合5-7-18 048-852-9119
13 桜消防署 〒338-0837 桜区田島4-23-7 048-836-0119
14 大久保出張所 〒338-0815 桜区大字五関762-2 048-857-0119
15 西浦和出張所 〒338-0837 桜区田島7-17-10 048-837-0119
16 消防局・浦和消防署 〒330-0061 浦和区常盤6-1-28 048-833-1319
17 木崎出張所 〒330-0072 浦和区領家4-21-20 048-832-0119
18 日の出出張所 〒330-0054 浦和区東岸町8-10 048-882-1119
19 南消防署 〒336-0024 南区根岸3-10-7 048-861-0119
20 東浦和出張所 〒336-0042 南区大字大谷口5668 048-813-5119
21 緑消防署 〒336-0923 緑区大字大間木472 048-873-0119
22 美園出張所 〒336-0961 緑区大字玄蕃新田597-1 048-878-7119
23 岩槻消防署 〒339-0061 岩槻区大字岩槻5064-1 048-749-0119
24 太田出張所 〒339-0052 岩槻区太田1-2-11 048-757-2727
25 上野出張所 〒339-0073 岩槻区上野4-6-21 048-794-4816
26 笹久保出張所 〒339-0034 岩槻区大字笹久保1328 048-798-3802

名称 所在地

凡例

消防局

消防署

出張所

西区

北区

大宮区

見沼区

中央区

桜区

浦和区

南区

緑区

岩槻区

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 24

25

消防署所の配置
（令和３年４月１日現在）

26
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日　　付 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

５月１３日 第４７回埼玉県消防救助技術指導会第１ブロック予選会（抽選会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［大宮消防署］

《第４７回埼玉県消防救助技術指導会が中止となったため中止》

６月１３日 第４７回埼玉県消防救助技術指導会（陸上の部）[大宮消防署]

《第４９回消防救助技術関東地区指導会（抽選会）が中止となったため中止》

６月２６日 第４７回埼玉県消防救助技術指導会（水上の部）[大宮公園水泳場]

《第４９回消防救助技術関東地区指導会（抽選会）が中止となったため中止》

７月１０日 第４９回消防救助技術関東地区指導会（抽選会）

《第４９回全国消防救助技術大会が開催見送りとなったため中止》

７月２０日 第１期広域応援初動対応訓練

～７月３１日 　広域応援時の初動対応強化を目的として訓練を実施しました。

７月３０日 新岩槻消防署完成に伴う落成式[岩槻消防署]

《新型コロナウイルス感染症拡大防止のため内覧会のみ実施》

８月２５日 救助・はしご隊活動訓練

～８月２８日 　特別高度救助隊及び特別救助隊の部隊活動に伴う錬成状況を確認す

るため、訓練を実施しました。

９月１６日 第２期広域応援初動対応訓練

～９月３０日

１０月１８日 令和２年度消防局震災対応訓練

　発生が危惧されるさいたま市直下地震に対応するため、震災消防活動

の中核となる警防本部及び署隊本部の運営能力の強化を図りました。

１０月２４日 第４９回全国消防救助技術大会

《緊急事態宣言発令のため開催見送り》

令和２年度中における主な記録

消防局主要記録
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１１月１日 令和２年度緊急消防援助隊埼玉県第１ブロック合同訓練に伴う

部隊の派遣[川口市]

　実災害に備えた後方支援体制の確立及び連携強化を目的として後方

支援隊２隊１４名、消防部隊１隊４名を派遣しました。

１１月９日 第３期広域応援初動対応訓練

～１１月２０日

１２月１５日 令和２年度集団救急対応訓練

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据

え、多数傷病者発生時における対応能力の向上ため訓練を実施しました。

１２月１７日 緊急消防援助隊埼玉県土砂・風水害機動支援部隊合同訓練

～１２月１８日 　大規模な土砂災害や風水害時における救助体制の強化及び県内消防

本部の連携強化を目的として訓練を実施しました。

１月１８日 第４期広域応援初動対応訓練

～２月１日

１月２８日 令和２年度消防隊活動訓練

～１月２９日 　火災現場における指揮命令系統を確立し、活動中における安全管理を

実践するとともに、消防活動能力の向上を図りました。

２月２１日 希望（ゆめ）のまちコンサート「第１９回さいたま市消防音楽隊定

期演奏会」［さいたま市文化センター　大ホール］

《新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止》

３月７日 第５期広域応援初動対応訓練

～３月２１日
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