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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 
◆ 消防本部名の変更について 

 ○ ９５０１０ 指宿南九州消防組合消防本部（鹿児島） 

   旧消防本部名 指宿南九州消防組合 

 平成２６年４月１日から変更 

 

◆ 消防本部の住所変更等について 

 ○ ３１４１３ 南那須地区広域行政事務組合消防本部（栃木） 

   新住所 〒３２１－０６３２ 那須烏山市神長８８０－１（下線部が変更箇所） 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２６年３月２５日から運用開始 

  

 ○ ２０８０４ 釜石大槌地区行政事務組合消防本部（岩手） 

   新住所 〒０２６－００３１ 釜石市鈴子町１６－１９（下線部が変更箇所） 

   新電話番号 ０１９３－２２－０１１９ 

   新 FAX 番号 ０１９３－５５－６３３３ 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２６年４月１日から運用開始 

    

 ○ ３２２０２ 熱海市消防本部（静岡） 

   新住所 〒４１３－００１５ 熱海市中央町１－１（下線部が変更箇所） 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２６年４月９日から運用開始 

  

◆ メールアドレスの変更について 

○ ８４２１５ 東温市消防本部（愛媛） 

   新メールアドレス  soumu-yobou@city.toon.ehime.jp 

平成２６年４月９日から運用開始 

 

○ ９４６０７ 松浦市消防本部（長崎） 

   新メールアドレス  syoubo@city.matsuura.lg.jp 

平成２６年４月１０日から運用開始 

 

◆ 電話番号の変更について 

○ ４２３０６ 春日井市消防本部（愛知） 

   新電話番号 ０５６８－８２－０１１９（下線部が変更箇所） 

   平成２６年４月１１日から運用開始 

 

◆ ＦＡＸ番号の変更について 

○ ３１３０８ 太田市消防本部（群馬） 

   新ＦＡＸ番号 ０２７６－３３－０３０１（下線部が変更箇所） 

  平成２６年４月１日から運用開始 

№２６１５ 
発行日 平成２６年４月１５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 
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【防災士数２０００人達成記念式典の様子】

 

行   事 

 

◆ 全国一の防災士数「２，０００人」を達成 

松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、平成２６年３月３０日（日）、松山市保健所・消防合同庁舎において、２，

０００人目の防災士となられた女性をお招きし、自治体初となる防災士２，０００人達成の記念

式典を開催しました。 

当市では、地域防災力の要となる自主防災組織の結成促進とともに、そのリーダー的存在とな

る防災士の養成を推進するため、平成１７年度に全国で初めて全額公費負担による防災士養成の

取り組みをスタートし、９年目となる２５年度末

に自治体初の防災士２，０００人を達成しました。 

２，０００人のなかには、自主防災組織はもち

ろん、小中学校、幼稚園、保育園の先生方、郵便

局長会や民間企業の方など、様々な方が防災士資

格を取得していますが、昨年８月には野志松山市

長自身も防災士の資格を取得しています。 

今後も、一人でも多くの防災士の資格取得を進

めるとともに、講演会や研修会などの研修事業を

通じて、市民の皆様に防災意識の啓発を図りなが

ら、更なる地域防災力の向上に努めてまいります。 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 災害救助犬との合同訓練を実施 

池田市消防本部（大阪） 

池田市消防本部では、平成２６年２月２６日（水）～２８日（金）の３日間、ＮＰＯ法人日本レス

キュー協会と合同救助訓練を行いました。 

この訓練は、座屈・倒壊した建物内に要救助者が発生しているという想定で実施され、日本レスキ

ュー協会の災害救助犬とともに救助活動を行うことにより、今後発生が懸念される大規模地震等に備

えた互いの協力体制について確認しました。 

   
【災害救助犬との合同訓練を実施】 
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【警防本部設置運営訓練を実施】 

◆ 大規模救急救助事故対策合同訓練を実施 

加古川市消防本部（兵庫） 

加古川市消防本部では、平成２６年３月１４日（金）、開通前の自動車専用道路を使用し、多重

衝突事故を想定した大規模救急救助事故対策合同訓練を実施しました。 

訓練は、兵庫県警察本部、兵庫県立加古川医療センター（ドクターカー）及び兵庫県東播磨県

民局が関係機関として参加し、有事の際、安全、迅速かつ効果的な活動が行えるように、連携体

制の強化を図りました。 

また、初動対応、早期指揮体制の確立、救急救助活動要領、関係機関との連携強化及び兵庫県

広域災害・救急医療情報システムの活用を訓練の重点項目に掲げ実施することで、活動能力の向

上を図り、今後の課題を検討することができました。 

   
 

 

◆ 警防本部設置運営訓練を実施 

徳島市消防局（徳島） 

徳島市消防局では、平成２６年３月２５日（火）、

当市消防局災害対策室において、職員約３０名が参

加した警防本部設置運営訓練を実施しました。 

当市で震度６強の地震が発生し、大津波警報が発

令されているとの想定で、迅速な情報収集や災害対

応の手順を確認しました。また、消防力を上回る災

害として、緊急消防援助隊を応援要請した場合の受

援体制を確認し、被災地消防局としての対応能力の

強化を図りました。 
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そ の 他 

 

◆ 違反処理官バッジを作成 

名古屋市消防局（愛知） 

名古屋市消防局では、各消防署に違反処理官を配置するとともに、本部に機動査察隊を置き違

反是正の推進を図っています。違反是正業務は困難性の高い業務であり、違反処理官には専門的

知識のほか強い使命感と責任感が求められます。 

このため、困難な業務であっても使命感を持って取り組み、誇りが持てるよう違反処理官バッ

ジを作成しました。バッジを常時装着させることにより、自覚を促して違反是正の促進を図ると

ともに、他の予防課員の目標となるような職員像を作ろうとするものです。 

なお、違反処理官バッジ【ＶＰＯ：violation processing official（違反処理官）】について

は、銀色と金色の二種類を作成し、予防技術検定資格を一つ持っている者には銀色、二つ以上持

っている者には金色のバッジを貸与し、火災予防検定の資格取得促進を図ることとしています。 

   
【違反処理官バッジ】               【左胸に装着】 

 

 

◆ 松戸市高度救助隊発隊式を実施 

松戸市消防局（千葉） 

松戸市消防局では、平成２６年３月２６日（水）、当市消防訓練センターにおいて高度救助隊発

隊式を実施しました。 

これまで当市内３消防署にあった特別救助隊のうち中央消防署の特別救助隊を高度救助隊に昇

格させ、大規模災害時等においては市内全域に対して早期に的確かつ高度な専門技術で対応でき

る救助体制を確立しました。 

発隊式では、高度救助隊長の吉田克弘消防司令により「先人たちが築き上げた松戸市特別救助

隊の伝統と誇りを胸に、『使命に燃えるレスキュー魂』を継承するとともに、松戸市民の安心と安

全を確保するため、日々訓練に精励し職務を遂行することを誓います。」と力強く決意を表明しま

した。 

   
【高度救助隊発隊式の様子】 
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◆ 特別消火隊（愛称 ＦＡＳＴ）を発隊 

豊中市消防本部（大阪） 

豊中市消防本部では、平成２６年４月１日付で、特別消火隊（愛称 ＦＡＳＴ）を発隊させまし

た。 

この特別消火隊は、当市内すべての建物火災・中高層火災に出場し、ＣＡＦＳによる迅速な消

火活動を実践するとともに、火災現場における指揮支援や安全管理を担い、統制のとれた現場活

動の展開と、負傷事故の発生を防止することを任務としています。 

また、消火隊の指導的立場の隊として位置づけ、教育や指導を通じて人材育成の強化を行うと

ともに、消火隊の消火技術のレベルアップを図り、市民の安心・安全を守るべく、さらに日々の

鍛錬に励みます。 

 
【特別消火隊発隊式の様子】 

 

 

◆ 尾道市・三原市消防指令センターの運用を開始 

 

尾道市消防局・三原市消防本部（広島） 

尾道市消防局、三原市消防本部が共同で整備を進めてきた「尾道市・三原市消防指令センター」

が、平成２６年３月５日（水）からの試験運用を経て、４月１日に運用を開始しました。 

 なお、開設披露式は、３月２５日（火）に２市１町の首長と議会関係者及び消防関係者が出席

し、尾道消防防災センターで実施しました。 

   
【尾道市・三原市消防指令センターの運用を開始】 
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◆ 初任科生が入校 

京都府立消防学校（京都） 

京都府立消防学校では、平成２６年４月７日（月）、初任教育第４１期の入校式を挙行しました。 

今年度の初任科生は、京都府内１３消防本部から５７名（内２名は女性）の入校で、平成２６

年１１月１４日（金）の卒業（予定）までの約７か月、厳しい教育訓練を受けることとなります。 

また、京都府立消防学校では、初任教育がほぼ修了となる１０月の１か月間、専科教育救助科

を組み入れ、初任科生にも同時受講させる予定としています。 

京都府民の安心・安全のために活躍できる消防人を育てるため、教職員全員が一丸となって教

育訓練の指導にあたり、そして、入校生５７名が誰一人欠けることなく卒業することを期待して

います。 

   
【校長から式辞を受ける入校生】         【国歌を斉唱する入校生】 

 

 

消防学校からの便り 
消防職員初任教育スタート 
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消防庁通知 

 

◆ 石油コンビナート等における防災施設等の応急対策等に関する留意事項について（通知） 

（３月３１日、消防特第４９号、消防危第８４号） 

 特殊災害室長、危険物保安室長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市

消防長あてに次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 

石油コンビナート等の災害を極限化するために設置することとされている防災施設等（消火用

屋外給水施設、流出油等防止堤及び防油堤）についてはその多くが高度成長期に整備され長期間

経過していること、東日本大震災の経験や南海トラフ巨大地震、首都直下地震等の発生の懸念が

あることに鑑み、地震時等においてもその機能を発揮する耐災害性の確保が重要となっています。

そのため、平成25年度に「石油コンビナート等防災施設の耐災害性の確保のための経年劣化に伴

う点検基準等のあり方に関する検討会」を開催し、経年劣化を考慮した点検基準や応急対策のあ

り方について検討を行ったところです。 

今般、当該検討会の検討結果を踏まえ、石油コンビナート等における防災施設等の応急対策等

に関する留意事項を下記（省略）のとおり取りまとめましたので、貴職におかれましては、この

ことに留意され、特定事業者等に対し、石油コンビナート等における防災対策の充実強化が図ら

れるよう、引き続き適切な御指導をお願いするとともに、各都道府県におかれましては、貴都道

府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるよ

うお願いします。 

なお、本通知は消防組織法（昭和22年法律第226号）第37条の規定に基づく助言として発出する

ものであることを申し添えます。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260331_toku49ki84.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件の公布について（通知） 

（３月３１日、消防特第５０号） 

 特殊災害室長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長あてに次の

とおり通知されましたのでお知らせします。 

 

特定防災施設等に対する定期点検の実施方法の一部を改正する件（平成２６年消防庁告示第８

号）が本日公布されました。 

今回の告示改正は、「特定防災施設等に対する定期点検の実施方法」（昭和51年消防庁告示第８

号）に規定する点検の実施方法について、消火用屋外給水施設の配管及び加圧ポンプのうち設置

の日から４０年を経過したものについて、新たな点検方法を定めるものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴管内の

市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願い

します。 

記 

第１ 告示の内容に関する事項 

１ 点検の対象 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】 

特殊災害室 

担当：古澤課長補佐・瀧下係長 

危険物保安室 
担当：大嶋課長補佐・工藤係長 
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消火用屋外給水施設の配管及び加圧ポンプのうち、設置の日から４０年を経過したもの

が対象となること。 

２ 点検の内容 

配管、加圧ポンプごとにそれぞれ次のとおりであること。 

⑴ 配管 

・漏れ試験 

設置の日から４０年を経過した配管に送水する加圧ポンプの締切圧力（当該加圧ポン

プに逃がし弁が備え付けられているものにあっては当該逃がし弁が作動した場合におけ

る最高圧力）に等しい圧力を加え、かつ、１０分間静置した場合において、当該配管に

変形、損傷又は漏水がないかどうかを確認する点検方法を追加したこと。 

⑵ 加圧ポンプ 

ア 性能試験 

常用の動力設備による運転及び予備動力設備による運転により、設置の日から４０年

を経過した加圧ポンプの定格吐出量（当該ポンプに表示されている吐出量をいう。）に

おける全揚程が定格全揚程（当該ポンプに表示されている全揚程をいう。）以上となる

かどうかを確認する点検方法を追加したこと。 

イ 放水試験 

設置の日から４０年を経過した加圧ポンプを使用する場合にあっては、総合点検の実

施にあたっては、「任意の消火栓」ではなく「当該加圧ポンプからの圧力損失が最大と

なる消火栓」としたこと。 

第２ 施行期日に関する事項 

平成２７年４月１日から施行することとしたこと。 

第３ その他 

今般の改正を踏まえた点検の運用については、おって通知を予定していること。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260331_toku50.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の運用開始について 

（３月３１日、消防予第１４２号） 

 予防課長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長あてに次のとお

り通知されましたのでお知らせします。 

 

平成25年10月11日に発生した福岡市の有床診療所の火災において、関係行政機関で法令違反等

に係る情報が適切に共有されていなかったことなどを踏まえ、有床診療所が実施すべき防火対策

の履行状況について、関係行政機関が横断的にチェックできる「有床診療所防火対策自主チェッ

クシステム」（以下「システム」という。）を整備し、下記（省略）のとおり運用を開始すること

としましたので通知します。 

各都道府県消防防災主管部長にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第37条の規定に基づく助言として発出す

るものであることを申し添えます。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2603/pdf/260331_yo142.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

予防課企画調整・制度・防災管理係 

担当：伊藤（要）、齋藤（貴）、安田 
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報道発表 

 

◆ 避難勧告等に係る具体的な発令基準の策定状況等調査結果（４月８日） 

 消防庁では、市区町村の自然災害発生時における円滑な避難勧告等の発令の判断に資するため

に、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（平成17年３月）を参考に、地方公

共団体に対して、避難勧告等の具体的な発令基準の策定を要請してまいりました。 

この度、全国の市区町村における平成25年11月1日現在の策定状況等について、調査したので公表

します。 

 

調査結果によれば、災害種別ごとの避難勧告等の発令基準について、「策定済」と回答した市区

町村の割合は、水害で78.2％(1,362団体、前年比2.9ポイント増）、土砂災害で77.4％(1,240団体、

前年比4.2ポイント増）、高潮災害で63.3％(406団体、前年比0.7ポイント増）、津波被害で80.1％

(534団体、前年比1.2ポイント増）となっています。 

 

調査結果の詳細（災害種別、都道府県別、市区町村別の状況）については、消防庁ホームペー

ジ(http://www.fdma.go.jp/)に掲載しています。 

 

■調査結果の詳細（水害、都道府県別、市区町村別の状況） 

■調査結果の詳細（土砂災害、都道府県別、市区町村別の状況） 

■調査結果の詳細（高潮災害、都道府県別、市区町村別の状況） 

■調査結果の詳細（津波災害、都道府県別、市区町村別の状況） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2604/260408_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務

員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令案に対する意見募集 

（４月９日） 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員

の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令案について、平成２６年４月９日

から平成２６年５月８日までの間、意見を募集します。 

 

１ 改正内容 

一般職の国家公務員（非常勤職員（国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤

務の官職を占める職員を除く。）及び臨時的職員を除く。）が消防団を中核とした地域防災力の

充実強化に関する法律第十条第一項により兼職を認められたとき等の職務専念義務の免除につ

いて規定する。 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公

務員の消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令案について 

○ 詳細については、別紙（省略）の意見募集要領を御覧ください。 

３ 意見募集の期限 

平成２６年５月８日（木）（必着）（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

４ 今後の予定 

【問い合わせ先】国民保護・防災部防災課 

担当：館災害対策官、永岡防災企画係長 
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皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該政令を公布する予定です。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2604/260409_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務

員の消防団員との兼職等に関する規則案に対する意見募集（４月９日） 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員

の消防団員との兼職等に関する規則案について、平成２６年４月９日から平成２６年５月８日ま

での間、意見を募集します。 

 

１ 改正内容 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項に規定する求め及び消

防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公務員の

消防団員との兼職等に係る職務専念義務の免除に関する政令案第一項に規定する承認の請求の

手続について規定する。 

２ 意見募集対象及び意見募集要領 

○ 意見募集対象 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第十条第一項の規定による国家公

務員の消防団員との兼職等に関する規則案について 

○ 詳細については、別紙（省略）の意見募集要領を御覧ください。 

３ 意見募集の期限 

平成２６年５月８日（木）（必着）（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

４ 今後の予定 

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該規則を公布する予定です。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2604/260409_1houdou/02_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 第２２回危険業務従事者叙勲（消防関係）（４月１２日） 

第２２回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、６３２名で勲章別内訳は次のとおりです。 

 

瑞宝双光章 ３４９名 

瑞宝単光章 ２８３名 

計   ６３２名 

（受章者名等は、別添（省略）の受章者名簿に記載されています。） 

発令年月日 平成２６年４月２９日（火） 

 

受章者は、消防職員として国民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防御するため、永年 

にわたり著しく危険性の高い業務に精励するとともに消防力の強化、充実に尽力され、消防の発 

【問い合わせ先】防災課地域防災室 

担当：岡地補佐、馬内事務官 

【問い合わせ先】防災課地域防災室 

担当：岡地補佐、馬内事務官 
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展に貢献し、社会公共の福祉の増進に寄与された方々です。 

 

○ 伝達式日程 

１ 日   時 ５月１２日（月）１１時１５分～１１時４５分 

２ 場   所 日比谷公会堂 

東京都千代田区日比谷公園１番３号 

３ 出席予定者 総務大臣、消防庁長官、消防庁次長、審議官、消防大学校長、 

消防研究センター所長、総務課長 

※ 名簿には、４月８日（火）の閣議において、勲章が授与されることに決定した者を記載して

おりますが、発令日までの間に、名簿の記載事項に異動が生じることもありますので、ご承知

おきください。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2604/260412_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】総務課 

担当：小谷政策評価広報官･野村係長 


