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◆ 平成２５年秋の火災予防運動用ポスターの配布 

一般財団法人全国消防協会 

一般財団法人全国消防協会では、公益財団法人ＪＫＡより「競

輪公益資金」の補助を受け、平成２５年秋の火災予防運動用ポス

ターを作成しました。 

各消防本部（局）には、平成２５年９月末付けで発送しますの

で、ご活用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 「ＳＫＥ４８」を名古屋市消防団サポーターに任命 

名古屋市消防局（愛知） 

 名古屋市消防局では、平成２５年９月２日（月）、名古屋市役所において、名古屋市消防団サ

ポーター任命式を実施しました。 

任命されたのは、名古屋市を拠点に活躍する「ＳＫＥ４８」で、任命式にはＳＫＥ４８から５

名のメンバーが参加、名古屋市長から辞令交付されると、メンバーを代表して大矢真那さんが、

高らかにサポーター宣言を行いました。 

 名古屋市消防団サポーターは、近年の名古屋市における消防団員充足率の低下や、団員の高齢

化等の問題に対し、各イベントなどを通じて消防団に対する関心を高め、とくに若年層に対して

入団を呼び掛けていくことが役割となっています。 

 名古屋市長も「是非、力を貸してもらい、行列のできる消防団にしてほしい」と参加メンバー

にお願いしました。 

    
        【辞令交付の様子】          【記念撮影の様子】 

№２５３５ 

発行日 平成２５年９月２４日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

担 当 企画課 03（3234）1321 

消防本部の動き 

両会の動き 

【ポスターのイメージ図】 
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◆ 「子ども文化財防火教室」を開催 

奈良市消防局（奈良） 

 奈良市消防局では、平成２５年９月４日（水）、東大寺において「子ども文化財防火教室」を

開催しました。 

東大寺総合文化センター金鐘（きんしょう）ホールで、市内の幼年消防クラブ（６クラブ、２

００名）の園児らが参加して「みんな大好き大仏さま」と「大仏さまを火事からまもれ」のお話

を聞いた後、法被（はっぴ）姿で大仏殿の見学を行いました。 

 「僕たち私たちは、絶対に火遊びをしません」と、全員で誓いの言葉を唱和し、防火に対する

再認識と文化財の大切さを理解してもらいました。 

    
【子ども文化財防火教室の様子】 

 

 

 

◆ 平成２５年度消防技術安全所検証・研究成果発表会を開催 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁消防技術安全所では、平成２５年９月６日（金）、消防学校講堂及びホワイエにおいて、

検証・研究成果発表会を開催しました。 

消防最前線での課題をテーマとした検証・研究成果について、消防技術安全所員による４テーマの

発表及び７テーマのポスターセッションを実施したほか、横浜市消防局の大場淳一氏によるゲスト発

表を行いました。 

また、株式会社大林組建築本部プロポーザル部課長の高木浩志氏を講師に迎え、「東京スカイツリ

ーの建設～世界一の高さへの挑戦～」と題しての特別講演を実施しました。 

会場には、北は岩手県から南は山口県の消防本部など５８の消防本部、企業や大学研究機関など多

数の方々が聴講に訪れ、災害の第一線で活動している現場の声や提案等が多数寄せられ、検証・研究

に関する意見交換が積極的に行われるなど、盛況で有意義な場となりました。 

なお、消防技術安全所が発表した検証・研究成果の詳細は、消防技術安全所ホームページ上

（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-gijyutuka/index.html）に１０月中旬に掲載する予定ですの

で、是非参考にしてください。 

    
【発表の様子】           【ポスターセッションの様子】 

 

 

 

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-gijyutuka/index.html
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◆ 親子消防教室を開催 

江南市消防本部（愛知） 

 江南市消防本部では、平成２５年９月７日（土）、８日

（日）の２日間、東分署において、消防署員と消防団員が

連携し、親子消防教室を開催しました。 

この教室では、消防職団員の指導により、ホースによる

放水、消火器取り扱い、土のう作り、ＡＥＤ取り扱い・胸

骨圧迫心マッサージ、新聞スリッパ作成、防災クイズなど、

親子で楽しみながら災害への備えを学びました。 

この体験を通して、家族で防災について考えるきっかけ

になればと期待しています。 

 

 

 

 

 

◆ 防災＆救急キャンペーン２０１３を実施 

成田市消防本部（千葉） 

成田市消防本部では、平成２５年９月７日（土）、イオンモール成田ショッピングセンターに

おいて、「救急の日」及び「救急医療週間」の行事として、心肺蘇生法の普及啓発をメインテー

マに「防災＆救急キャンペーン２０１３」を開催しました。 

ステージではＡＥＤの説明や胸骨圧迫の体験ができる心肺蘇生法体験コーナーが設けられ、救

急隊による活動の演劇が行われました。市からは防災のＰＲも行われ、成田市の観光キャラクタ

ーである「うなりくん」も登場し、来場された子ども達と触れ合いました。 

展示ブースでは、救急用資器材や防災資料等が置かれ、パンフレット等の配布やスタンプラリ

ーにより、多くの子ども連れの家族で賑わいました。 

また、屋外スペースでは、地震体験車と高規格救急車を展示、地震体験車には多くの方が乗車

され、体験した方からは「震災の怖さを思い出した。防災について今一度考え直そうと思う」と

の感想もあり、防災への認識を高め、キャンペーンは盛況のうちに終わりました。 

    
【防災＆救急キャンペーンの様子】 

 

 

 

【親子消防教室の様子】 
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◆ 「救急フェア２０１３」を開催 

うるま市消防本部（沖縄） 

うるま市消防本部では、平成２５年９月８日（日）、イオン具志川ショッピングセンターにお

いて「救急フェア２０１３」を開催しました。 

当消防本部では、「救急医療週間」における行事の一環として、市民へ救急業務を広く理解し

ていただく目的で毎年開催しており、今回で７回目となります。 

式典では、照屋消防長の開会のあいさつの後、消防協力者表彰、「ミスうるま」へ一日救急隊

長の辞令交付が行われました。 

イベントでは、各関係機関のパネル展示や市民健康相談及び応急手当の体験等が行われ、救急

フェアの最大の目玉である人気キャラクターが応急手当を行うショーでは、一番の盛り上がりを

見せました。 

当日は、日曜日でもあり家族連れなど多くの市民が来場し、救急業務への関心の高さが確認で

きました。これからも救急業務の普及啓発活動を積極的に行い、市民の安全・安心の確保のため

努めてまいります。 

   
【救急フェア２０１３の様子】 

 

 

◆ 「敬老の日に『火の用心』の贈り物」住宅防火・防災キャンペーンを実施 

羽咋郡
はくいぐん

市
し

広域圏事務組合消防本部（石川）                               

 宝達志水消防署では、平成２５年９月１６日（月）、敬老の日を中心とした『住宅防火・防災 

キャンペーン』の実施にあわせて、一人暮らし高齢者世帯等へ住宅火災用警報器と住宅用消火器 

を無償配布しました。 

 昨年度から実施している住宅用火災警報器の設置推進運動の戸別訪問において、高齢者世帯等

で『住警器を設置するのが困難である』との声から、一般社団法人全国消防機器協会が実施する

『住宅用火災警報器等の配布モデル事業』に申請し、住宅用火災警報器１００個と住宅用消火器

２５本を寄贈していただき実施したものです。 

この取り組みで宝達志水町の住宅火災用警報器設置率は２％上昇し、８２．５％となりました。 

今後も、『住警器設置率１００％』を目標に、地域住民が安心して暮らせるまちづくりに取り 

組んでいきます。 

   
【住宅防火・防災キャンペーンの様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 水難救助訓練を実施 

北茨城市消防本部（茨城） 

北茨城市消防本部では、平成２５年９月１０日（火）、１１日（水）の２日間、北茨城市防災

コミニティーセンター前大北川河川において水難救助訓練を実施しました。 

この訓練は、最近多発している局地的豪雨により、懸念される水難事故に対処するため実施し

ました。 

訓練想定を３想定に分け、対岸に取り残された要救助者に対し救命ボートによる救出、堤防か

ら転落した要救助者の引き上げ救出、流水溺者へのスローバッグライン投入救助など、現有資器

材の取り扱いの再確認と水難救助技術の向上を図ることができました。 

    
【水難救助訓練の様子】 

 

 

 

教   養 

 

◆ 安全運転技術伝達講習会を実施 

柏市消防局（千葉） 

柏市消防局では、平成２５年８月１２日（月）、１９（月）、２６日（月）の３日間、柏南自動

車教習所において、消防職員の安全運転技術の向上を図るため、『安全運転技術伝達講習会』を

実施しました。 

 この講習会は、安全運転中央研修所（茨城県ひたちなか市）で４日間の消防・救急緊急自動車

運転技能者課程を修了した職員が指導員となり、消防車両を運転する機関員１０５名を対象に実

施しました。 

 講習会は、実技と講義を実施。実技講習では、教習所内のＳ字コースを後退させて進むバック

スラロームや、コースを模擬的な市街地と想定した緊急走行訓練を実施しました。 

緊急走行訓練では、コース内に消防車両が災害現場への途上で遭遇するであろう危険要因（交

差点を右折時の死角の設定、見通しの悪い箇所に障害物を設定等）をあらかじめ設定し、本番さ

ながらの緊急走行を体験しました。 

     
【安全運転技術伝達講習会の様子】 
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◆ リスク管理研修を開催 

高知市消防局（高知） 

高知市消防局では，平成２５年８月２６日（月）から８月２８日（水）までの３日間、高知市

の総合あんしんセンターにおいて、「リスク管理研修」を開催しました。 

この研修は、リスク管理についての知識やノウハウを習得し、ヒューマンエラー等を未然に防

ぐ方法やそれらが起こった際の適切な対応を学ぶことを目的として開催され、株式会社インソー

スの梅原 喜文 様を講師に招き、高知県下の他の消防本部職員を含む約３９０名が参加しました。 

講義では、業務に潜むリスクを多面的な視点から洗い出すことや、リスクの顕在化を未然に防

ぐ対策等を、講師の体験談やグループワークを通じて学び、大変有意義な研修となりました。 

研修で習得したことを踏まえ、所属において係や個人の業務に応じた検討や対策を講じ、リス

クを未然に防ぐ職場作りを目指していきたいと思います。 

     
【リスク管理研修の様子】 

 

そ の 他 

 

◆ 社会福祉施設職員を対象とした防火防災研修会を実施 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部では、平成２５年８月２７日（火）、消防本部におい

て、社会福祉施設の職員を対象とした防火防災研修会を開催しました。 

この研修会は、昨年に引き続き開催され、認知症高齢者グループホームなどの施設から１７名

の参加がありました。 

 カリキュラムは、新人職員を対象とした実技主体のものとし、本年２月８日に長崎市内で発生

したグループホーム火災により多数の死傷者が発生したこともあって関心も高く、なかには施設

長直々に参加した社会福祉施設もありました。 

 研修会の最後に消防の各分野の職員との意見交換が行われましたが、参加者からは次々に率直

な質問が出され、活発な意見交換となりました。 

アンケート結果でも、「貴重な体験ができてよかった」、「今回の研修を通して、消防との連携

の大切さを再認識した」といった多くの意見が寄せられました。 

   
【防火防災研修会の様子】 
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◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

 ○ ５３１０３ 大和郡山市消防本部 

   新メールアドレス syoubo@city.yamatokoriyama.lg.jp （平成２５年９月２４日より） 

   

 

 

 

 

 

 

 

◆ 青い森鉄道(株)と合同で「鉄道事故救助訓練」を実施 

青森県消防学校 

青森県消防学校では、平成２５年９月１１日（水）、青い森鉄道運輸・設備管理所において、

消防学校に入校中の消防職員（救助科３５名、初任教育学生３２名）を対象に、救助法研修とし

て鉄道に関わる人身事故を想定し、実際の車両を使用した鉄道事故救助訓練を青い森鉄道株式会

社とともに実施しました。 

この研修は消防職員の専門知識や技能の向上を図るなどの目的で実施しており、青い森鉄道運

輸・設備管理所内での研修は、昨年１０月に引き続き２回目となります。 

今回も、講師として青森地域広域消防事務組合の救助隊の協力を得て、事故現場を想定した実

践的な訓練となりました。 

参加した学生からは、「車両を使用した救助訓練は貴重な経験となった。」「実際に車両に触っ

たことがあるのとないのでは、事故現場では全然違うと思う。」「鉄道会社の方との現場での連携

を確認できた。」などの感想がありました。 

また、訓練には青い森鉄道のイメージキャラクター「モーリー」くんが描かれた車両を使用さ

せていただきました。 

   
【鉄道事故救助訓練の様子】 

 

 

 

いつやるの？今でしょ！ 

―消防学校からの便り－ 

mailto:syoubo@city.yamatokoriyama.lg.jp
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消防庁報道発表 

 

◆ 平成２５年度消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原因調査事例報告に関す

る表彰受賞作品の決定（９月１２日） 

 この度、平成２５年度「消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原因調査事例報

告に関する表彰」の受賞作品を決定しました。 

本表彰制度は、消防防災機器等の優れた開発・改良を行った方、消防防災科学に関する優れた

論文を著した方、原因調査に関する優れた事例報告を著した方を消防庁長官が表彰することによ

り、消防科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に資することを目的として、平成９年度から

実施しています。 

平成２５年度においては、全国の消防機関、消防機器メーカー等から総計９０編（機器の開発・

改良３０編、科学論文４０編、原因調査事例報告２０編）の応募があり、選考委員会（委員長 

亀井浅道 元横浜国立大学特任教授）による厳正な審査の結果、別添（省略）の２７編を受賞作 

品として決定しました。 

表彰式は、下記の日時・会場にて執り行います。また、同日、ニッショーホール（日本消防会

館）において開催される第６１回全国消防技術者会議（消防研究センター主催）の中で、受賞者

による、作品の口頭または展示による発表が行われます。 

記 

（表彰式） 

・日 時 平成２５年１０月２４日（木）１１時３０分から 

・会 場 ニッショーホール 

東京都港区虎ノ門２－９－１６ 

《添付資料（省略）》 

・別添１受賞作品概要 

・別添２応募作品一覧 

・別添３第６１回全国消防技術者会議の開催について（ご案内） 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250912_1houdou/01_houdoushiryou

.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２５年８月の熱中症による救急搬送の状況（９月１３日） 

 平成２５年８月の熱中症による全国の救急搬送の状況（確定値）を取りまとめましたので、そ

の概要を公表します。 

概 要 

○ 平成２５年８月の全国における熱中症による救急搬送人員は２７，６３２人でした。これは

当庁の調査開始（平成２０年）以来、平成２２年８月の２８，４４８人に次いで多い搬送者数

でした。また、平成２５年６月から８月の合計搬送者数は５５，５９６人で、調査を６月から

開始した平成２２年以降、最多の搬送者数となっています。 

○ 熱中症による救急搬送人員の年齢区分をみると、高齢者（６５歳以上）が１３，０３４人と

最も多く、次いで成人（１８歳以上６５歳未満）１１，４９２ 人、少年（７歳以上１８歳未

満）２，９１７ 人、乳幼児（生後２８日以上７歳未満）１８８人の順となっています。 

○ 熱中症により搬送された医療機関での初診時における傷病程度をみると、軽症が最も多く 

１７，２１９人、次いで中等症９，４２４人、重症７６１人、死亡５７人の順となっています。

また、平成２５年６月から８月の初診時における死亡は８８名であり、これまで最多であった

国等の動き 

【問い合わせ先】消防研究センター 

研究企画室 

担 当：細川、松島 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250912_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250912_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
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平成２２年６月から８月の死亡１６１名に比べ大幅に減少しています。 

○ 都道府県別人口１０万人当たりの熱中症搬送人員は、高知県が最も多く３８．２０人であり、

次いで佐賀県３５．０７人、香川県３４．５４人の順となっています。 

○ 消防庁では、国民へ熱中症に対する注意を呼びかけるとともに、下記のＨＰで熱中症に関す

る情報及び毎週、熱中症による救急搬送状況の速報値を提供しています。 

消防庁熱中症情報 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 

【資 料】 

平成２５年８月の熱中症による救急搬送状況 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250913_1houdou/01_houdoushiryou

.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

※ 消防庁各課室の直通電話番号は（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html）に掲載

されています。 
 

 

 

 
 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

【問い合わせ先】救急企画室 

担 当：日野原、伊藤、大迫 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250913_1houdou/01_tenpu_shiryou.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250913_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2509/250913_1houdou/01_houdoushiryou.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

