
（ ）

千円

H24災害対策交付金（兵庫県市町村振興協会）

千円

その他特財の内容

コ
ス
ト

人
件
費

7730.1

千円

千円

人 人

3,554

千円773 1,5450.1 人 千円

千円

人

千円

0.1 人

千円

千円 千円

7,144 千円

その他特財

人

千円千円

4,293 千円

7,144

千円

千円1,545

千円

一般財源 3,554

国県支出金の内容

千円

4,098

千円

財源合計 千円 3,5544,293

千円

人担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

0.1 千円

臨時職員等

773

財源

内訳

地方債

4,293

人

4,098

0.2 人

ＡＥＤ賃借料　3,000,324円（142台分）
ＡＥＤ消耗品費　324,216円（電極パッド・バッテリーの交換）

　突発的な心肺停止者の救命措置に備え、平成16年7月に非医療従事者のＡＥＤ使用が認められ
た。スポーツ関連施設や学校をはじめ、一定の公共施設にはＡＥＤの設置が推奨されている。
本市では、「のじぎく兵庫国体」開催にあたってスポーツ施設向けに県から譲与を受け、また
企業や団体から学校に対して寄贈を受けるなどして各施設へのＡＥＤ設置が進む中、公共施設
への統一的な整備について検討を行い、平成20年度に設置基準を定めて、これに基づく整備を
進めてきた。

－

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5,599 千円3,325

千
円

貸与延べ日数

ＡＥＤ設置施設職員を対象とする普通救命講習の実施
（消防本部による講習への参加とりまとめ）

－

市施設へのＡＥＤ整備

事業内容（箇条書き） 事業費

3,325
千
円

　公共施設管理者として、各施設にＡＥＤを設置することで、利用者が突発的に心肺停止と
なった場合、救急隊が到着するまでの間にＡＥＤを使用した救命措置を行えるようにする。

－

千
円

千
円

関連事業
（同一目的事業等）

救命講習実施、救命サポートステーション（消防費）

26年度（決算） 25年度（決算） 24年度（決算）

□補助金〔直接・間接〕（補助先：　　　    　　実施主体：  　　　 　　　）

－ 人

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

事業内容
（手段、手法など） 受講者数

ＡＥＤの日常点検（各施設管理者への周知徹底） －
千
円

実施の背景

目　的
（何をどうしたいのか）

千円

人

千円

千円

1,607 千円

5,537 千円千円

千円

事
業
費

事業費内訳
（平成26年度分）

活動指標

設置施設数

市主催行事等へのＡＥＤ貸出し

対象者数（全住民に対する割合）

事業費合計 千円

対　象
（誰・何を対象に） ％

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 総務部

小山 良輝

予算事業名 平成21年度

ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン、加古川市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置
基準 担当課･係名

災害・非常事態に対応する体制を充実する

ＡＥＤ整備事業

危機管理室危機管理係

事務区分

上位施策事業名

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

事
業
概
要

773

千円

0.1

千円

■直接実施

一般利用者のある市管理施設（１３９施設）

27年度（予算）

千円

773 0.2

0.1 人

千円

2,781千円3,520

人

総事業費

実施方法

773

千円

4,098

事業番号１－４ 平成27年度
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事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名 平成21年度ＡＥＤ整備事業

事業番号１－４ 平成27年度

ＡＥＤ設置台数 台 144/144

78

単位 Ｈ25年度

100

事
業
実
績

Ｈ26年度

139/139

28.5

ＡＥＤを設置すべき施設への設置率 ％

Ｈ26年度

成果目標
（指標設定理由等）

【活動指標名】（実績値/目標値）

ＡＥＤ設置台数

活動実績

ＡＥＤ設置施設職員の普通救命講習受講者数 人 104

単位当たりコスト

特記事項

/

100

144/144

Ｈ24年度

Ｈ24年度

48.6

/

【成果指標名】（実績値/目標値）

100

日常点検実施率

145/145

ＡＥＤ使用件数 件 3 3 0

／総事業費

88

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

/

100100

191

140/140箇所

市主催行事等へのＡＥＤ貸出し延べ日数

Ｈ25年度

　設置基準に基づき、ＡＥＤを設置すべき施設には全て設置する。
　また、緊急使用時にＡＥＤが正常に作動するように、消耗品の使用期限を把握して確実に定
期交換を行い、毎日機器の状態を確認するなど、日常点検の実施を徹底する。

単位

147/147

124228

ＡＥＤ設置施設数

　機器の日常点検や消耗品交換を漏れなく実施し、引き続き管理の徹底を行っていく。
　多くの施設が救命サポートステーション（消防本部が事業実施）に登録されており、施設周
辺での緊急時にも使用できるものとして公表しているが、施設の閉館時間における体制が課題
となる。

24.5千円

日

　設置が必要と考えられる市公共施設に対しては全てＡＥＤを設置している。コスト面、管理
面で有利なレンタルへの移行も平成26年度に完了した。平成26年度には、3件の救命活動に正常
に活用された。

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

今後の事業
の方向性、

課題等

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

％

100

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

-38-



【平成27年9月1日現在】

地域 名称 所在地 備考 事業外

1 加古川市民センター 加古川町寺家町45 加古川産業会館1階

2 男女共同参画センター 加古川町寺家町45 加古川産業会館3階

3 ウェルネス協会 加古川町寺家町45 加古川産業会館4階 協会負担

4 総合福祉会館 加古川町寺家町177-12

5 加古川公民館 加古川町寺家町12-4

6 中央消防署 加古川町本町194

7 加古川市役所　新館 加古川町北在家2000 1階案内係

8 加古川市役所　新館 加古川町北在家2000 3階ウェルネス推進課

9 加古川市役所　本館 加古川町北在家2000 2階高齢者・地域福祉課前 日本赤十字社

10 加古川市役所　消防庁舎 加古川町北在家2000 5階警防課

11 加古川市役所　消防庁舎 加古川町北在家2000 5階警防課

12 加古川市役所　消防庁舎 加古川町北在家2000 4階危機管理室

13 加古川市役所　消防庁舎 加古川町北在家2000 4階危機管理室

14 加古川市役所　消防庁舎 加古川町北在家2000 4階危機管理室

15 加古川市民会館 加古川町北在家2000

16 加古川市営駐車場 加古川町北在家2002 自販機とセット

17 青少年女性センター 加古川町北在家2718

18 加古川図書館 加古川町木村226-1

19 鳩里保育園 加古川町木村511

20 加古川小学校 加古川町木村222-3

21 加古川幼稚園 加古川町木村35-3

22 鳩里小学校 加古川町稲屋81

23 鳩里幼稚園 加古川町備後170

24 氷丘小学校 加古川町中津886-1

25 氷丘幼稚園 加古川町中津866

26 氷丘南小学校 加古川町溝之口246

27 氷丘南幼稚園 加古川町河原227-1

28 加古川中学校 加古川町備後203

29 人権文化センター 加古川町備後332-1

30 防災センター 加古川町友沢137-1

31 氷丘中学校 加古川町大野845

32 氷丘公民館 加古川町大野931

33 加古川市立武道館 加古川町大野1651-1

34 日岡山公園野球場 加古川町大野1682

35 日岡山公園第２テニスコート 加古川町大野1561-1

加古川市 ＡＥＤ設置施設一覧

加
　
古
　
川
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地域 名称 所在地 備考 事業外

36 日岡山体育館 神野町日岡苑25

37 日岡山市民プール 神野町西之山834 閉場時は日岡山体育館

38 神野小学校 神野町石守1043

39 やまて幼稚園 神野町石守1489

40 加古川北公民館 神野町西条1519-2

41 山手中学校 山手1丁目9-1 玄関

42 山手中学校 山手1丁目9-1 体育館 市教育委員会

43 知的障害者総合支援センター 山手1丁目11-10

44 陵北小学校 新神野5丁目1-28

45 中央消防署北分署 新神野7丁目4-7

46 野口市民センター 野口町野口107-2

47 野口小学校 野口町野口493

48 野口幼稚園 野口町野口532-1

49 陵南中学校 野口町水足333-333

50 陵南公民館 野口町水足333-333

51 野口保育園 野口町水足2020-155

52 東消防署野口分署 野口町水足2020-25

53 野口公民館 野口町長砂49-5

54 加古川市公設地方卸売市場 野口町長砂707

55 中部中学校 野口町良野890-1

56 国際交流センター 野口町良野387-1

57 加古川市上下水道局 野口町良野398-1 1階水道お客様センター 企業会計

58 加古川市上下水道局 野口町良野398-1 4階エレベーター前 企業会計

59 松風ギャラリー 野口町良野1736

60 勤労会館 野口町良野1739

61 野口北小学校 野口町北野1110

62 野口北幼稚園 野口町北野1110

63 野口南小学校 野口町古大内245-3

64 野口南幼稚園 野口町古大内245-5

65 東消防署 平岡町新在家29-2

66 東加古川公民館 平岡町新在家457-3

67 加古川総合文化センター 平岡町新在家1224-7

68 中央図書館 平岡町新在家1224-7

69 平岡北小学校 平岡町新在家1327-1

70 平岡北幼稚園 平岡町新在家1407-1

71 平岡中学校 平岡町新在家1801

72 平岡小学校 平岡町高畑164-1

73 平岡幼稚園 平岡町高畑193

74 平岡市民センター 平岡町西谷124-1

75 平岡東小学校 平岡町土山109

76 平岡東幼稚園 平岡町土山109

77 平岡公民館 平岡町土山699-2

78 平岡南中学校 平岡町二俣285-4

79 平岡南小学校 平岡町二俣180

80 平岡南幼稚園 平岡町二俣150

81 東加古川子育てプラザ 平岡町つつじ野1588-22

神
 

野

野
 

口

平
 

岡
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地域 名称 所在地 備考 事業外

82 尾上市民センター 尾上町長田419-1

83 尾上幼稚園 尾上町長田517-70

84 尾上小学校 尾上町長田519

85 浜の宮保育園 尾上町池田89-1

86 尾上公民館 尾上町池田1804-1

87 屋内ゲートボール場すぱーく加古川 尾上町池田1719

88 浜の宮小学校 尾上町口里770-37

89 浜の宮幼稚園 尾上町口里790-60

90 若宮小学校 尾上町養田218

91 加古川海洋文化センター 別府町港町16

92 加古川スポーツ交流館 別府町東町157-2

93 別府公民館 別府町宮田町3-3

94 別府町幼稚園 別府町宮田町37

95 別府小学校 別府町西町1

96 浜の宮中学校 別府町新野辺574

97 別府西小学校 別府町新野辺574-175

98 東消防署南分署 別府町新野辺574-177

99 別府中学校 別府町新野辺北町8丁目9

100 農村環境改善センター 八幡町船町9-1

101 八幡小学校 八幡町宗佐345

102 中西条浄水場 八幡町中西条739 企業会計

103 両荘幼稚園 平荘町山角43-1

104 平荘小学校 平荘町山角467

105 両荘公民館 平荘町山角718-1

106 両荘中学校 平荘町山角740

107 平荘湖アクア交流館 平荘町里1137-12

108 クリーンセンター 平荘町上原4-1

109 いずみプラザ 平荘町上原230-1

110 リサイクルセンター 平荘町磐1146

111 中央消防署両荘分署 上荘町薬栗100-2

112 上荘小学校 上荘町都染400

113 見土呂フルーツパーク 上荘町見土呂845-16

114 ウォーキングセンター 上荘町見土呂845-37

115 加古川養護学校 上荘町見土呂34-1 職員室前

116 加古川養護学校 上荘町見土呂34-1 増築棟 市教育委員会

117 加古川市斎場 上荘町白沢259-27

118 日光山墓園 上荘町井ノ口24-16

119 加古川漕艇センター 上荘町井ノ口361-3

尾
 

上

平
　
荘

別
　
府

八
　
幡

上
 

荘
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地域 名称 所在地 備考 事業外

120 東神吉小学校 東神吉町神吉156

121 東神吉幼稚園 東神吉町神吉162-1

122 東神吉保育園 東神吉町神吉182-1

123 神吉中学校 東神吉町神吉591-1

124 中央消防署西分署 東神吉町神吉917-2

125 つつじ園 東神吉町神吉1845-16

126 東神吉南小学校 東神吉町砂部393

127 加古川ウェルネスパーク 東神吉町天下原370

128 少年自然の家 東神吉町天下原715-5

129 少年自然の家野外活動センター 東神吉町天下原715-5

130 加古川運動公園陸上競技場 西神吉町鼎1050

131 総合体育館 西神吉町鼎1010

132 西神吉小学校 西神吉町西村121

133 西神吉幼稚園 西神吉町西村139-1

134 加古川夜間急病センター 米田町船頭5-1 特別会計

135 加古川歯科保健センター 米田町船頭5-1

136 川西保育園 米田町平津105

137 川西幼稚園 米田町平津108

138 川西小学校 米田町平津108

139 加古川西公民館 米田町平津384-2

140 志方体育館 志方町志方町176

141 志方中学校 志方町志方町宮山

142 志方小学校 志方町志方町1050

143 しかた子ども園 志方町志方町1721

144 志方公民館 志方町志方町1758-3

145 志方東小学校 志方町細工所146

146 志方東公園テニスコート 志方町細工所1138-22

147 中央消防署志方分署 志方町東飯坂239-1

148 しろやま農業研修センター 志方町東中200-5

149 志方西小学校 志方町原587

150 こども療育センター 志方町原604-1

151 地域産業振興センター 志方町原685-1

米
 

田

志
　
方

西
神
吉

東
　
神
　
吉
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加古川市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置基準 

平成２０年５月８日 総務部長決定 

（趣旨） 

 第１条 この基準は、加古川市が所管する施設（以下「所管施設」という。）の利用者の救命を

第一目的とした自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の設置基準を定めるものであ

り、ＡＥＤの設置の可否はこの基準に基づき判断する。 

 

（設置基準） 

第２条 市は、所管施設のうち、市の行政財産である次の各号に定める施設にＡＥＤを設置する。 

（1）小学校、中学校、養護学校、幼稚園、保育園 

（2）スポーツ施設 

（3）消防署（分署を含む） 

（4）市民センター、公民館、隣保館、その他集会所機能を有する施設又は展示場があるなど不

特定多数が利用する施設 

（5）その他、利用形態等を考慮し市長が必要と認める施設 

 

（設置調整） 

第３条 前条の該当施設が隣接する場合は、開館日、開館時間、利用形態等を考慮して配置施設

を調整するものとする。 

２  管理委託施設についてもこの基準に基づき、加古川市がＡＥＤを設置する。 

   

（短期間設置） 

第４条 ＡＥＤの設置が望ましいと判断される季節的又は一時的に利用者が増大する施設、イベ

ント等においては、ＡＥＤを常設せず、加古川市自動体外式除細動器（ＡＥＤ）貸出要綱に基

づき短期間の設置を行うものとする。 

 

（庶務） 

第５条  ＡＥＤの設置に関する庶務は、総務部危機管理室が行う。 

 

（その他） 

第６条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  

附 則 

 この基準は、平成２０年６月１日から適用する。 

-44-



＜AED の効果的・効率的設置に当たって考慮すべきこと＞ 

1. 心停止の発生頻度が高い（人が多い、ハイリスクな人が多い） 

2. 心停止のリスクがあるイベントが行われる 

（心臓震盪
しんとう

のリスクがある球場、マラソンなどリスクの高いスポーツが行われる競技場

など） 

3. 救助の手がある／心停止を目撃される可能性が高い（人が多い、視界がよい） 

4. 救急隊の到着までに時間を要する（旅客機、遠隔地、島しょ部、山間等） 

 

 

＜AED の設置が推奨される施設の具体例＞ 

1. 駅・空港 

2. 旅客機、長距離列車・長距離旅客船等の長距離輸送機関 

3. スポーツジムおよびスポーツ関連施設 

4. デパート・スーパー・飲食店などを含む大規模な商業施設 

5. 多数集客施設 

6. 市役所、公民館、市民会館等の比較的規模の大きな公共施設 

7. 交番、消防署等の人口密集地域にある公共施設 

8. 高齢者のための介護・福祉施設 

9. 学校（小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校等） 

10. 会社、工場、作業場 

11. 遊興施設 

12. 大規模なホテル・コンベンション 

13. その他 ①一次救命処置の効果的実施が求められるサービス（民間救急車等） 

②島しょ部および山間部などの遠隔地・過疎地、山岳地域など、救急隊や医

療の提供までに時間を要する場所 

 

 

「AED の適正配置に関するガイドライン」（平成 25 年 9月一般財団法人日本救急医療財団）より 
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