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週間情報 

【幼年消防クラブ員防火演技の様子】

【創設５５周年記念演奏会の様子】

 
 
 
 
 

 

 
行   事 

 

◆ 横浜市消防音楽隊 創設５５周年記念演奏会を開催      

                             横浜市消防局（神奈川） 

横浜市消防局では、平成２６年２月９日（日）、横浜みなとみらいホール大ホールにおいて、消

防音楽隊創設５５周年記念演奏会を開催しました。 

 横浜市消防音楽隊は、横浜開港１００周年、市政７０周年を記念する事業の一環として、１９

５８年８月に創設されました。これを記念する演奏会を５年ごとに、２０００人を収容できる大

きなホールで開催しています。 

演奏会の前日は数十年ぶりといわれる記録的な大雪が降り、市内全域にたくさんの雪が残る状

況にも関わらず、開場前からホールロビーには長い列ができ、多くの観客の皆様とともに演奏会

を進めていくことができました。 

第１部はクラシック・ステージ、第２部は映画音楽などのポピュラー音楽をプログラミングし

ました。そして第３部は、昨年３月１１日に制定された「よこはま地震防災市民憲章」の朗読で

はじまりました。演奏会の司会を担当したプロアナ

ウンサーの気持ちのこもった朗読に会場の人たち

が聞き入り、自助、共助の大切さについて考えまし

た。そして、 後は「ポートエンジェルス１１９（い

ちいちきゅう）」によるステージドリル（写真）で

す。「華麗で優雅、躍動感あふれる演技」に観客か

ら惜しみない拍手をいただきました。 

次の記念演奏会は、６０周年を迎えることになり

ます。これから先も先輩たちにより築かれてきた伝

統を守り、育てて、市民に愛され親しまれる音楽隊

として消防防災、減災広報の先頭に立っていきたい

と思いを新たにしました。 

 

 

◆ 春季火災予防運動開始式を大型店舗で実施 

うるま市消防本部（沖縄） 

うるま市消防本部では、平成２６年３月１日（土）、

当市内の大型店舗において「春季火災予防運動の開

始式」を行い、幼年消防クラブ員の防火演技及び防

火の誓いで火災予防を呼びかけました。 

また、女性防火クラブ員は住宅用火災警報器の設

置促進を呼びかけながらチラシを配布し、火災予防

運動期間である７日（金）まで防火安全指導や火災

予防指導の徹底を図りました。 
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【火災予防コンサートの様子】

【防火ふれあいコンサートの様子】 

【一日消防長による講話の様子】 

 

 

◆ 浦安市消防音楽隊による春季火災予防コンサートを開催 

浦安市消防本部（千葉） 

浦安市消防本部では、平成２６年３月２日（日）、

当市内の商業施設において、消防音楽隊による春季

火災予防コンサートを開催しました。 

コンサートの途中から小雨となりましたが、多く

の来場者に演奏を楽しんでいただくことができまし

た。また、会場に消防車・救急車を展示し、防火衣

着装やＡＥＤ体験コーナー等を設け、来場者に体験

していただくことにより、火災予防の重要性につい

ての認識を深めるとともに楽しいひとときを過ごし

ていただきました。 

 

 

◆ 防火ふれあいコンサートを実施 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２６年３月３日（月）、サンシャインシティ地下噴水広場にお

いて、防火ふれあいコンサートを行いました。 

会場にはお昼時ということで、買い物に訪れたお

客や毎年恒例の本コンサートを楽しみにしている

方々が多く集まりました。また、コンサートの前に

は、消防職員とキュータが軽快な掛け合いと横断幕

で「地震だ！まず身の安全」のＰＲ活動をしたほか、

消防相談コーナーを設け家具類の転倒・落下・移動

防止対策の展示や消防少年団の募集活動をしました。 

後には、音楽隊の隊長指揮のもと、観客と一緒

に「地震だ！まず身の安全」を唱和するなど音楽を

楽しむとともに地震時の安心安全を呼びかけること

ができました。 

 

◆ 一日消防長を任命 

八女消防本部（福岡） 

 八女消防本部では、春季火災予防運動の一環として、平成２６年３月３日（月）、一日消防長を

任命しました。 

本行事は火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災

の発生を防止することを目的として毎年行っているものです。一日消防長には、八女市のコミュ

ニティＦＭラジオ局であるＦＭ八女のパーソナリテ

ィの木下晴菜氏を任命しました。 

 イベントでは、まず江島消防長より委嘱状を交付

し、総合訓練や通信指令室を見学しました。また、

一日消防長による講話では、自身の東日本大震災発

生後に、宮城県の気仙沼大島でボランティア活動を

した経験を話していただきました。今回の一日消防

長の行事は、当消防本部とＦＭ八女の合同企画とし

てＦＭ八女で生放送され、住民に対し、効果的に消

防に対する理解を深めてもらうとともに、防火防災

意識の高揚を図りました。 
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【防火基準適合表示制度に関する説明会の様子】

【火災予防ＰＲイベントの様子】 

◆ 防火基準適合表示制度に関する説明会を開催 

大崎地域広域行政事務組合消防本部（宮城） 

大崎地域広域行政事務組合消防本部では、平成２６年３月５日（水）、表示制度の対象となるホ

テル・旅館の関係者を対象とした防火基準適合表示制度に関する説明会を開催しました。 

説明会は二部構成とし、冒頭に平成２４年５月広

島県福山市で発生したホテル火災の概要及び消防庁

が公表した「ホテル火災対策検討部会報告書」の内

容をもとに、防火管理業務の重要性を再認識したう

えで、防火基準適合表示制度の申請手続き・審査・

表示マークの掲出等についての概要を説明しました。 

当消防本部管内には全国でも有数の温泉地を有し

ており、平成２６年４月１日から受付・審査開始に

向けた制度の周知と併せて、宿泊施設の利用客に対

する消防・建築関係法令への適合状況を把握できる

表示マーク情報の発信により、一層の防火安全対策

に努めてまいります。 

 

 

 

◆ 住宅用火災警報器設置・火災予防ＰＲイベントを開催 

桐生市消防本部（群馬） 

桐生市消防本部では、平成２６年３月８日（土）、春季火災予防運動にあわせ、第６回目となる

住宅用火災警報器の設置促進と火災予防ＰＲイベントを当市内のショッピングモールで開催しま

した。 

今回は、火災予防ＰＲと同時に消防団員募集コーナーを設け、女性消防団員により来場者に広

く募集を呼びかけました。 

会場には、大型はしご車の展示のほかに、ミニ消

防車・幼児用の防火服着用コーナーを設け、風船の

配布等も行い、親子連れの人気を集めました。 

 また、イベントに華を添えるべく、桐生市消防音

楽隊による演奏を行い、フィナーレでは、イケてる

音楽隊員をセンターに迎え、桐生市マスコットキャ

ラクター「キノピー」、着ぐるみ「さる・いぬ」とと

もにＡＫＢ４８の「恋するフォーチュンクッキー」

のダンスを披露し、来場者を大いに盛り上げ火災予

防を広く呼びかけました。 
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【山林火災対応訓練を実施】

【警防技術訓練発表会を実施】 

【３・１１避難誘導訓練を実施】 

訓練・演習 

 

◆ 防災航空隊と合同で山林火災対応訓練を実施 

四日市市消防本部（三重） 

 四日市市消防本部では、平成２６年２月１１日（火）、三重県防災航空隊と合同で山林火災対応

訓練を実施しました。 

訓練では、防災ヘリと連携した火点特定、延焼状

況の把握、風下街区への延焼阻止、空中散水を交え

た消火活動等を行い、これにより災害現場における

地上部隊と防災ヘリ間の連携について相互に理解を

深めることができ、大変有意義な訓練となりました。 

山林火災では、一般の建物火災に比べると災害実

態の把握に時間がかかり、また条件によっては延焼

が非常に速く広範囲に及ぶなどの特性があるため、

今後も継続した訓練を実施し、知識、技術の向上を

図っていきます。 

 

 

◆ 警防技術訓練発表会を実施 

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部（静岡） 

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部では、２月

下旬から３月上旬にかけて、若手職員の能力向上を

目的とした警防技術訓練発表会を各署において実施

いたしました。 

 各署の若手職員で編成された発表隊は、一般建物

火災を想定した内容で火災覚知から屋内進入するま

での一連の行動及び放水操作、破壊器具等の取り扱

い方法を幹部をはじめとした先輩職員の前で披露し

ました。 

安全、迅速、確実に実施することに重点をおき、

消火活動における基本の重要性を再確認する訓練と

なりました。 

 

◆ ３・１１避難誘導訓練を実施 

田川地区消防本部（福岡） 

 田川地区消防本部では、平成２６年３月１１日（火）、福岡県田川郡香春町において、「東日本

大震災」から３年、被災地をはじめ全国で追悼行事や防災訓練が行われるなか、住民の安全避難

を 優先に考えた「３・１１避難誘導訓練」を実施しました。 

 この訓練は、地震発生により道路が寸断され、地域福祉センターが孤立、余震により裏山崩壊

の恐れもあることから、職員及び利用者５０名の安

全避難が至急必要となったとの想定で実施しました。 

 町役場の災害対策本部設置訓練から始まり、応援

要請訓練、避難誘導訓練等９種目の訓練を行いまし

た。 

 開催地の町議会議員の皆様が避難者として、また、

福祉施設利用者も訓練に参加するなど、多くの地域

の方々が参加した訓練となりました。 

 施設職員は「訓練は準備できるが、災害は急に発

生するので、そのためには一つでも多くの訓練が命

を守ると感じました。」と語っていました。 
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【ＣＡＦＳ泡放水の様子】

【応急手当講習会の様子】

 

 

研 修 等 

 

◆ 消防ポンプ自動車機関員操作特別研修を実施 

高知市消防局（高知） 

 高知市消防局では、平成２６年２月１９日（水）から２１日（金）までの３日間、高知市東消

防署において、消防ポンプ自動車機関員操作特別研修を実施しました。 

 本研修は、当市消防局では初めて実施するもので、艤装
ぎ そ う

メーカーから講師を招き、各所属の機

関員１８名での実施となりました。 

研修では、近年当市消防局でも導入が進んでいる

消火薬剤混合装置及びＣＡＦＳ装置を搭載した消防

ポンプ自動車の理論・構造・機能・取り扱いについ

て、座学研修及び実車を使用しての操作要領等の実

技研修を行い、受講者全員で安全で的確な消防ポン

プ自動車運用の徹底を確認しました。 

 受講生からは、「構造や操作要領等について日頃疑

問に思っていることを専門講師に聞くことで解決で

きた。」「災害現場の状況に応じたポンプ運用を確認

できた。」等の感想が多く寄せられました。 

今後も、消防車両の安全運行・運用につなげるた

め、このような特別研修を定期的に実施していくこ

ととしています。 

 

◆ 災害時の応急手当講習会を開催 

                          永平寺町消防本部（福井） 

永平寺町消防本部では、平成２６年１月８日（水）に永平寺町と当町消防本部管内の国立大学

法人福井大学が締結した「包括的連携協定」の活動の一環として、３月２日（日）、永平寺町上志

比文化会館において、福井大学学生と町民約３００人が「つながれ地域の絆」をテーマに災害時

の応急手当講習会を開催しました。 

当町消防本部職員及び機能別消防団員（大学生防

災サポーター）、福井大学災害看護専門看護師課程の

学生等の指導で、災害基礎知識、心肺蘇生法、三角

巾の使用法、災害時の搬送法等を学び、災害時の自

助・共助の必要性も認識していただけたと思います。 

 参加者からは「多人数で一斉にでき、とても迫力

があり楽しく学べました。」などの感想が得られ、今

後も福井大学と密接な連携を図り、災害時における

応援体制整備等を推進し、安心して暮らせる地域づ

くりを目指してまいります。 
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【認知症研修会の様子】 

【座学講習の様子】 

◆ 認知症研修会を開催 

座間市消防本部（神奈川） 

座間市消防本部では、平成２６年３月１０日（月）、１１日（火）の２日間、当市消防本部にお

いて、消防職員を対象とした認知症研修会を開催しました。 

「高齢化社会における認知症と消防活動」をテーマとしたこの研修会は２部構成で、第１部で

は介護保険課との連携による「認知症サポーター養成講座」を実施し認知症への理解を進めまし

た。講師は、介護保険課の認知症サポーターを養成するための講師資格であるキャラバンメイト

資格保有職員２名が行いました。 

第２部では消防職員としてキャラバンメイト資格保有者である消防署警備課長が講師となり、

当市の高齢化率の状況と救急活動における搬送高齢者の増加状況、搬送高齢者中の認知症高齢者

の推定数などについての講義を行いました。 

後に通常ではあまり実施されたことのない特徴

的な内容のグループワークを介護保険課職員の進行

で行い、グループごとに認知症と消防活動について

活発な意見交換を行い、それを発表することで、今

後の消防活動上での認知症高齢者の方への対応につ

いて、意見を共有することができました。 

２日間の研修会で、消防署長をはじめとして６２

名の職員がサポーターの証となるオレンジリングを

受け取りました。当市消防本部では今後も介護保険

課との連携により全消防職員の受講を目指すととも

に、消防職員のキャラバンメイト資格保有者の増加

を検討しています。 

 

 

◆ 救急隊員研修会を実施 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部では、平

成２６年３月１０日（月）、１１日（火）の２日間、

平成２５年度第４回救急隊員研修会を実施しました。 

 今回の訓練は、年間計画に基づき実施したもので、

座学と実技の２部構成として行いました。座学では、

バイタルサインの測定方法及び意識レベルの評価と、

救急隊員に係るメディカルコントロールのプロトコ

ルを学びました。実技は複数班に分かれて、バイタ

ルサインの測定要領や心肺蘇生時の心電図波形確認

要領・除細動実施要領を繰り返し訓練しました。 
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【消防ポンプ自動車の受納式の様子】

そ の 他 

 

◆ 水槽付消防ポンプ自動車の受納式を開催  

津幡町消防本部（石川）     

 津幡町消防本部では、平成２６年３月１０日（月）、ミニボートピア津幡・株式会社グッドワン

から寄贈を受けた水槽付消防ポンプ自動車の受納式を開催しました。 

 受納式では、寄贈元の株式会社グッドワン代表取締

役会長の笹川和弘様より目録贈呈、矢田富郎町長より

感謝状贈呈、道下政博町議会議長、加茂川寛人消防団

長の祝辞がありました。 

 寄贈いただいた車両は、配備から約２０年が経過し

老朽化した従来の車両に替わり、津幡町消防本部に新

たな戦力として配備されます。地域住民の身体・生

命・財産を守るため 新鋭の装備を活用し、火災をは

じめとする各種災害対応及び防火防災活動において

も活躍することが期待されています。 

 

 

 

◆ 消防本部の住所変更等について 

  

○ ３１７０７ 香取広域市町村圏事務組合消防本部（千葉） 

   新住所 〒２８７－０００１ 香取市佐原口２１２７（下線部が変更箇所） 

   新電話番号  ０４７８－５２－０１１９ 

   新ＦＡＸ番号 ０４７８－５２－１１９８ 

   ※ 理由 新住所に移転のため （平成２６年４月１日から変更） 

 

○ ５３００７ 宮津与謝消防組合消防本部（京都） 

   新メールアドレス soumu@miyayo119.jp （平成２６年４月１日から変更） 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 「平成２５年度消防・救助技術の高度化等検討会報告書」の公表（３月１９日） 

消防庁では、ＮＢＣ災害の対応力の向上に資するため、ＮＢＣ災害に関する各種マニュアルを

策定し、全国の消防本部における活用を図ってきました。併せて、消防組織法第５０条に基づく

無償使用制度を活用した各消防本部におけるＮＢＣ資機材の充実、救助体制の高度化、訓練の充

実などを図ってきました。 

これらにより得られた経験に加え、ＮＢＣ災害に関する 新の科学的知見、海外での先進的取

組などを参考としてマニュアルをより充実させるため、「消防・救助技術の高度化等検討会」を開

催し、２カ年にわたって検討してきました。 

このうち、「生物・化学テロ災害時における消防機関が行う活動マニュアル」については、国内

外の 近の事故事例などを踏まえ、対象を化学剤又は生物剤を使用したテロ災害だけではなく、

その漏洩、流出又は拡散事故に広げるとともに、隊員の安全確保の充実を図る観点から実践的な

内容への見直しを行いました。 

また、「原子力施設等における消防活動対策マニュアル」については、国際基準や実災害での教

訓を踏まえ、放射線及び放射性物質に対する安全管理を適切に行うための現場活動要領の実用性

国 等 の 動 き
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向上の観点から見直しを行いました。 

このたび、本検討会において報告書がとりまとめられましたので、公表いたします。 

 

【マニュアルの見直し事項】 

１ 化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル関係 

○ 化学剤又は生物剤の漏洩等による事故災害への対応の追加 

○ 危険物質が不明な場合の消防活動の明確化 

○ 危険物質からの距離や風向きを考慮した活動区域及び活動内容の明確化 等 

２ 原子力施設等における消防活動対策マニュアル関係 

○ マニュアルの構成見直し（複数のマニュアル類を整理し一本化） 

○ 現場活動要領の充実 

・区域設定や被ばく・汚染管理に関する手順等の具体化 

・原子力施設等における消防活動時のスタイル例の分類の見直し 

・活動後の内部被ばくスクリーニング検査の実施等を追加 等 

【別添資料】「平成２５年度消防・救助技術の高度化等検討会報告書」の概要 

※ 報告書全文については、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/gijutsu_koudoka/index.html）に掲

載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 強化プラスチック製二重殻タンクの無許可での補修事案（３月２４日） 

ガソリン等の危険物を貯蔵するためにガソリンスタンド等に設置されていた強化プラスチック

製二重殻タンクにおいて無許可での補修事案が発生したことから、消防庁では、都道府県及び市

町村に対して「強化プラスチック製二重殻タンクの無許可での補修事案について」（平成２６年３

月２４日付け消防危第７２号）を通知しましたので、お知らせします。 

 

１ 無許可での補修を行った強化プラスチック製二重殻タンク（ＦＦタンク）の販売・製造事業 

者 

販売：株式会社タツノ 

製造：日本タンク装備株式会社（株式会社タツノのグループ会社） 

２ 無許可での補修事案の概要 

ＦＦタンクの設置工事及びその後の点検等において、漏えい検知設備の検知液の漏えい、内

殻のスチフナ（タンク強度を高めるための構造部品）の破損が発見された２５施設３９本のタ

ンクに対し、市町村長等の許可を受けずに内殻の補修又は当該補修に加えて支柱の設置を行っ

たもの。 

３ 販売・製造事業者による対応 

株式会社タツノ及び日本タンク装備株式会社により、以下の対応が行われる。 

⑴ 無許可変更を行ったＦＦタンクが設置されている施設の設置者、所轄消防機関に対し当該

事案について速やかに連絡し、設置者、所轄消防機関と協議して速やかに是正措置を講じる。 

⑵ 添付の告知文書をホームページへ掲載するとともに業界誌への社告の掲載を行う。 

⑶ 再発防止措置として、社内への法令遵守の徹底を図るとともに、工事の施工管理や施工・

補修記録の管理の徹底を図る。 

⑷ ＦＦタンクの補修及び施工のあり方等、今後の再発防止対策について第三者機関に検証を

依頼する。 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部参事官付 

担当：小林補佐、鶴見係長、大田事務官 

予防課特殊災害室 

担当：中越補佐、斎藤係長、小川事務官、大庭事務官 
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【火災実験公開の様子】 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2603/260324_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

◆ 「キュータと学ぼう、安全・安心のための消防科学～消防技術安全所って、どんなとこ？」 

東京消防庁消防技術安全所一般公開の開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁消防技術安全所では、平成２６年４月１９日(土)に一般公開を開催致します。 

消防技術安全所が行った技術改良・検証の成果や

新の消防装備などを広く一般の皆様に公開し、消防科

学の現状やその役割について理解を深めていただく

ために毎年行っているもので、火災実験や化学実験な

どの実演をはじめ、隣接する第三消防方面本部消防救

助機動部隊(通称:ハイパーレスキュー隊)の訓練や車

両の展示なども行う予定です。 

入場は無料です。また、事前申込み等の必要はあり

ません。どうぞお気軽にご参加ください。 

詳細は当庁ホームページに掲載予定です。

（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/） 

 

 

 

 

 

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】危険物保安室 

担当：三浦、中嶋 


