は

じ

め

に

近年は、都市化・高度情報化及び超高齢社会の進展に伴い社会情勢も大き
く変化しており、災害の形態も大規模化・複雑多様化しているとともに、昨
年から流行している新型コロナウイルス感染症への対応等、消防をはじめと
する行政への市民ニーズはますます大きなものになっています。そのような
状況のなか、消防本部が取り組むべき施策・事業は、「安心安全の都市（まち）
づくり宣言」のもと、市民をはじめ、各方面からも広く注目されており、吹
田市第４次総合計画に掲げられる「災害に強く安心して暮らせるまちづくり」
において、必要不可欠なものとなっています。
そのためには、各施策及び事業に際し、中・長期展望に立った計画を樹立
するとともに、消防本部、消防団及び各消防関係機関等が一体となり、これ
まで以上に努力を重ね情勢に適応した消防行政を展開し、より市民から信頼
され、親しみのある消防を築き上げていく必要があります。
なお、この年報は令和２年（２０２０年）中における吹田市の消防行政を
統計的に集録したもので、災害に強いまちづくりを目標とする施策の指針と
するとともに、広く一般に紹介することにより、本市の消防行政に対して一
層のご理解を深めていただく一助となるよう編集しています。
なお、本年報の数値については、火災、救急、救助及び指令など災害に関
する統計については暦年により、また、予算関係などの一般統計については
会計年度により作成しました。

令和３年１０月
（２０２１年）

吹田市消防本部
消 防 長

笹 野

光 則
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