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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 香川県防災航空隊と合同訓練を実施 

坂出市消防本部（香川） 

坂出市消防本部では、平成２６年５月１９日（月）、２０日（火）の２日間、当市番の州町県有

地において香川県防災航空隊と合同訓練を実施しました。 

 本訓練は防災航空隊との連携強化及び地上支援隊の技術の習熟を目的とし年２回実施していま

す。 

 訓練では、近い将来発生が危惧されている南海トラフ巨大地震が発生した場合、主幹道路が寸

断され、陸路では災害現場に到達できない状況を想定した物資輸送訓練を第一部訓練とし、昨年

当市で発生したパラグライダー墜落事故及び山中で発生した滑落事故の救助事案を教訓に、ブラ

インド型救急救助想定訓練を第二部訓練として実施、救助技術の更なる向上及び隊員相互の士気

高揚を図ることができました。 

 また、訓練後には香川県防災航空隊と合同で事後検証会を行い、組織間の相互理解を深めるこ

とができました。 

 当市消防本部では、今後も実践的な訓練を継続的に実施し災害対応力の向上を図ります。 

     
【救急救助想定訓練の様子】 

№２６２４ 
発行日 平成２６年６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 企画部企画課 電話 03（3234）1321

消 防 本 部 の 動 き
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【危険物火災合同訓練を実施】

◆ 消防救助技術訓練披露会を開催 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２６年６月８日（日）、当消防局東消防署において、平成２６年度消

防救助技術訓練披露会を開催しました。 

この披露会は、日頃の訓練成果を市民の皆様に見ていただく機会として開催しているもので、

会場内には、地震体験、煙中体験、消防団活動の展示、写真撮影コーナー等を設け、多くの皆様

に来場していただきました。 

晴天に恵まれたなか、３２名の救助隊員が全力で訓練を披露し、訓練場のある地元野洲市長、

野洲市消防団長をはじめとする３００人以上の皆様から大きな声援をいただきました。 

   
【消防救助技術訓練披露会の様子】 

 

 

◆ 危険物火災合同訓練を実施 

彦根市消防本部（滋賀） 

彦根市消防本部では、平成２６年６月１０日

（火）、積水化学工業株式会社多賀工場において、

危険物火災合同訓練を実施しました。 

工場敷地内の屋外タンク貯蔵所付近から出火し

延焼危険があるとした想定で、自衛消防隊による

火災発生の１１９番通報、消火器を使用した初期

消火、工場建物内からの避難誘導、屋外消火栓設

備による放水訓練を行うとともに、消防車両５台

が参加し、本部指揮隊による現場統制など、自衛

消防隊との連携体制の強化及び情報共有を図りま

した。 
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研 修 等 

 

◆ 包括的暴力防止プログラム講習会を開催 

                           北上地区消防組合消防本部（岩手） 

北上地区消防組合消防本部では、平成２６年５月２７日（火）、２８日（水）の２日間、消防隊、

救急隊が災害現場で暴力行為を受けないための「包括的暴力防止プログラム（ＣＶＰＰＰ）講習

会」を開催しました。 

独立行政法人国立病院機構花巻病院からインストラクターを招き、２日間で計５５名の職員が

受講しました。 

この講習会では、リスクアセスメント（事前に危険度を質的・量的に評価する手法）、ディエス

カレーション（攻撃性をやわらげ穏やかな状態に戻す手法）等の講義の後、手や襟をつかまれた

時の離脱方法（ブレイクアウェイ）や３人一組で相手に苦痛を与えることなく動きを制限する技

術（チームテクニクス）等の手技を学びました。 

当消防本部管内では活動中に隊員が暴力行為を受けるという事案は稀ですが、被害者にも加害

者にもならない予防法、回避法について詳しく知ることができました。 

   
【包括的暴力防止プログラム講習会の様子】 

 

 

◆ 応急手当ボランティア指導員の再講習会を実施 

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６月８日（日）、応急手当ボランティ

ア指導員に対して資格更新のための再講習会を実施しました。 

 ボランティア指導員には、一般市民６８人の方が登録されており、平成２５年度には各種救命

講習会３９２回のうち多くの指導に携わっていただき、受講者の総数は５，５４３人にのぼりま

した。 

 今回は、指導員１９人の方が受講し、知識・技術及び指導技法の確認をするとともに、受講者

同士での活発な情報交換等を行い親睦も深まりました。 

   
【指導員への説明の様子】          【小ブースでの実技訓練の様子】 
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【優良危険物取扱事業所及び優良危険物取扱者の表彰の様子】 

【かがやき分署新庁舎の様子】 

◆ 「“２０１４”危険物防災講習会」を開催 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局では、６月第２週の危険物安全週間中の平成２６年６月９日(月)、千葉市生涯学

習センターにおいて、危険物の取扱事業者等を対象とした「“２０１４”危険物防災講習会」を開

催しました。 

この講習会では、当市内の優良危険物取扱事業所及び優良危険物取扱者への表彰に加え、消防

庁消防研究センター及び危険物保安技術協会から講師を招き、「危険物施設における事故事例と安

全対策」「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等について」と題した２つの講演を行いま

した。 

 講習会の参加者からは、「思い込みによるヒューマンエラーは、人ごとではありません。今一度、

初心に帰り、危険物を取り扱っていかなければなりませんね。」との声もあり、安全作業の重要性

を再確認した講習会となりました。 

   
【講演の様子】 

 

 

そ の 他 

 

◆ 阿賀野市消防署かがやき分署新庁舎が完成、業務を開始 

阿賀野市消防本部（新潟） 

阿賀野市消防本部では、平成の大合併による平成１６年の阿賀野市誕生とともに現在の消防本

部名に名称変更し今年で１０周年を迎えました。さらにこの度、市民の皆様により安全で安心な

暮らしを提供するため署所再編を行いました。防災拠点としての機能を拡充するため道路のアク

セスや距離、時間等を勘案し、車両・人員の適正配置により１本部１署３分遣所体制から１本部

１署１分署体制とし、平成２６年４月１日（火）、分署新庁舎が完成、業務を開始しました。 

 庁舎等の概要は敷地面積３，９００㎡、建築面

積８００㎡、庁舎延面積１，５００㎡で消防ポン

プ自動車２台、救急自動車２台を運用し消防・救

急体制の充実・強化を図りました。 

 庁舎の屋根には地場産業である安田瓦を使用、

また、庁舎は大規模災害時の対応力強化のため市

民の一時退避場所として活用できるよう、会議室

や災害対策室の設置等防災拠点としての機能も

備えています。なお、これらの部屋は平時におい

ては各種講習会等に使用しています。さらに、庁

舎には太陽光発電を取り入れ省エネに配慮する

とともに自家用発電設備を設置し、停電時でも消

防防災機能を損なうことなく運用できます。 

 

安田瓦 
太陽光発電 
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【火災予防ポスターを作成】

◆ 「全力！火災予防」～埼玉西武ライオンズ 牧田和久投手～ 

埼玉西部消防局 火災予防ポスターを作成！！ 

埼玉西部消防局（埼玉） 

埼玉西部消防局では、地域で活躍するプロ野球チー

ム「埼玉西武ライオンズ」の協力のもと、平成２６年

度の火災予防ポスターを作成しました。 

このポスターは、当消防局管内（所沢市、飯能市、

狭山市、入間市、日高市）の各事業所や公共施設等、

３，６００か所に掲示します。 

 ポスターのモデルは埼玉西武ライオンズの先発ロー

テーションの一角を担い、２０１１年に新人王、２０

１３年にはＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシ

ック）に出場するなど、日本を代表する投手として活

躍中の牧田和久投手です。 

また、「全力！火災予防」のキャッチフレーズは、今

年度、埼玉西武ライオンズのチームスローガンに掲げ

ている「全力！ライオンズ～攻めも、守りも、応援も。

～」から引用し、家庭や職場、地域みんなで、全力で

火災予防に取り組もうという想いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

◆ メールアドレスの変更について 

○ ３１７１１ 習志野市消防本部（千葉） 

   新メールアドレス soumu-f@city.narashino.lg.jp 
  平成２６年６月１２日から運用開始 

 

○ ９５００１ 鹿児島市消防局（鹿児島） 

   新メールアドレス sb-kikaku@city.kagoshima.lg.jp 
  平成２６年６月１２日から運用開始 

 

◆ 消防本部のＦＡＸ番号の変更について 

○ ３１６２２ 戸田市消防本部（埼玉） 

   新ＦＡＸ番号 ０４８－４４２－０１１９  

   平成２６年６月１２日から運用開始 

 

○ １０３０７ 美唄市
び ば い し

消防本部（北海道） 

   新ＦＡＸ番号 ０１２６－６６－２２２０  

   平成２６年６月１７日から運用開始 

 

◆ 消防本部の電話番号の変更について 

○ ３１７１０ 松戸市消防局（千葉） 

   新電話番号 ０４７－３６３－１１１６ 

   平成２６年６月１６日から運用開始 

 

○ ４２３４５ 長久手市消防本部（愛知） 

   新電話番号 ０５６１－６２－３００１ 

   平成２６年６月１６日から運用開始 
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◆ 消防本部の住所等の訂正について 

○ ９４４２３ 粕屋南部消防組合消防本部（福岡） 

訂正後の住所 糟屋郡志免町大字田富１７０（下線部が訂正箇所） 

 

○ ９４９０５ 日南市消防本部（宮崎） 

訂正後の郵便番号 〒８８９－２５２４ 

 

 

 
 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」に係る利用促進等について 

（６月１３日、消防予第２５６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。 

 

有床診療所防火対策自主チェックシステムについては、「「有床診療所防火対策自主チェックシ

ステム」に係る関係行政機関の連携について」（平成 26 年 5 月 16 日付け消防予第 213 号。以下「213

号通知」という。）等により、消防本部・医療部局・建築部局による定期的な連絡会開催など、地

域の実情に応じた取組を図るとともに、防火査察等の機会を捉え、有床診療所の防火対策と併せ

てシステム利用（初期設定、データ入力）を促進するなど、可能な限り早期に各事業所で防火対

策の自主チェック及びシステムの入力等がなされるよう、特段の取組を図っていただいていると

ころです。 

しかしながら、現在までのシステム利用状況は、各地域によって、大きな差があり、地域によ

っては、ほとんど利用が進んでいない状況となっています。 

平成 25 年 10 月に福岡市において発生した有床診療所火災（死者 10 名、負傷者５名）では、改

めて、事業所における日頃からの効果的な訓練の実施や防火戸等の維持管理の徹底の重要性が認

識されたところであり、事業者自身の防火意識の向上を図るとともに、有床診療所が自ら防火対

策の改善点を把握できるよう、関係行政機関と連携した早期改善を促進していくことが重要です。 

つきましては、趣旨をご理解のうえ、下記（省略）に留意し、引き続き、有床診療所への積極

的な働きかけをお願いします。 

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たします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2606/pdf/260613_yo256.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】予防課 企画調整・制度・防災管理係

担 当：桂川係長、武内総務事務官 
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報道発表 

 

◆ 「危険物施設の多様な使用形態に対応した技術基準のあり方検討会」の開催（６月１７日） 

危険物施設に太陽光発電設備を設置するという新たな使用形態に対応した技術基準のあり方

について検討するため、「危険物施設の多様な使用形態に対応した技術基準のあり方検討会」

を開催することとしましたのでお知らせします。 

 

１ 背景・目的 

太陽光発電は、エネルギー基本計画（平成２６年４月１１日閣議決定）において、「温室効果

ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多

様で、重要な国産エネルギー源」である再生可能エネルギーとして位置づけられています。ま

た、平成２４年から固定価格買取制度がスタートし、日本でも太陽光発電の加速的な市場拡大

が始まり、全国でも日当たりの良い屋根や空きスペースなどが、太陽電池モジュールの設置場

所候補として検討されています。 

このような状況の中で、危険物施設における太陽光発電設備の設置要望が増えていることを

踏まえ、危険物施設に太陽光発電設備を設置するという新たな使用形態に伴って想定される火

災危険性を抽出し、その安全対策を考慮した技術基準のあり方について検討するための検討会

を開催することとしました。（第１回は６月２４日（火）に開催予定。） 

２ 主な検討項目 

⑴ 太陽光発電設備が設置された危険物施設の実態調査 

⑵ 危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の火災危険性に関する事項 

⑶ 危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策のあり方に関する事項 

３ 委員 

別紙（省略）のとおり 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260617_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 津波・大規模風水害対策車両に装備されている「水陸両用バギー操作訓練」の実施・公開 

（６月１９日） 

消防庁では、東日本大震災での教訓を踏まえ、津波や大規模風水害による冠水地域において、

走破性の高い水陸両用バギーや救助資機材を積載した「津波・大規模風水害対策車両」を配備

しているところです。 

水陸両用バギーは、機動的な人命救助が期待できることから、梅雨期及び台風時期を迎える

にあたり、緊急消防援助隊の強化に向けた取組の一環として、配備先消防機関の隊員を対象と

した「水陸両用バギー操作訓練」を実施します。 

また、6月25日（水）を、報道関係者の皆様への公開日とさせて頂きますので、あわせてお知

らせいたします。 

 

１ 訓練の概要 

⑴ 訓練日 

① 平成26年6月23日（月）10時00分～17時00分 

② 平成26年6月25日（水）10時00分～17時00分 

③ 平成26年6月27日（金）10時00分～17時00分 

⑵ 場所 

東京都調布市深大寺東町4－35－3 

【問い合わせ先】危険物保安室 

担当：鳥枝補佐、中嶋係長、各務事務官 
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「消防庁 消防大学校 消防研究センター」 

⑶ 参加機関・人員数 

車両配備先13消防機関40名程度 

⑷ 訓練内容 

① 講義 

安全管理、車両諸元、使用上の留意事項等 

② 実技訓練 

急制動、スラローム、斜面上昇・降下、不整地走行、水上走行等 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260619_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 「総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）」の開催（６月２０日） 

消防庁は、平成26年４月１日現在の消防団員数の速報値を取りまとめました。 

その結果を基に、消防団員数が相当数増加した団体など19の消防団に対し、総務大臣感謝状

を贈呈することとし、贈呈式を開催いたします。 

 

１ 消防団員数速報値（平成26年４月１日現在） 

消防団員数：864,633人 

前年度比 ：4,239人減少 

２ 総務大臣感謝状贈呈式 

○日時：平成26年６月24日（火） 

午前10時30分～午前11時00分 

○場所：総務大臣室 

○内容 

１ 大臣挨拶 

２ 大臣から各団長に感謝状を贈呈 

○受領団体 

・大郷町消防団    ・北秋田市消防団 

・桑折町消防団    ・金山町消防団 

・佐倉市消防団    ・荻窪消防団 

・大野市消防団    ・山梨市消防団 

・甲斐市消防団    ・高島市消防団 

・高梁市消防団    ・大洲市消防団 

・佐賀市消防団    ・長崎市消防団 

・熊本市消防団    ・人吉市消防団 

・宇城市消防団    ・中津市消防団 

・綾町消防団 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260620_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】広域応援室 

担当：島田、鈴木、二村 

【問い合わせ先】国民保護・防災部地域防災室 

担当：伊藤課長補佐、山下事務官 
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◆ 消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況 

（平成26年４月１日現在）（６月２０日） 

消防庁では、平成18年度から被雇用者団員（サラリーマン団員）の増加に伴い、消防団員を

雇用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠であるため、消防団活動に協

力している事業所を顕彰する「消防団協力事業所表示制度」を設け、市町村等に導入の促進を

図ってきました。 

この度、消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況（平成26年

４月１日現在）の調査を行い、調査結果を取りまとめましたので公表します。 

 

１ 調査対象  全国市町村（消防団事務を消防本部及び一部事務組合等で実施している場合は、 

当該消防本部及び一部事務組合を対象） 

２ 調査時点  平成26年４月１日現在 

３ 調査内容  ①消防団協力事業所表示制度の要綱等の策定状況 

②消防団協力事業所表示制度の認定事業所数の状況 

③都道府県及び市町村における消防団協力事業所として認定された事業所に係 

る特例措置の実施状況 

４ 調査結果 

本調査によると、要綱の策定状況については、約６割の1,046市町村が消防団協力事業所表示

制度の要綱を策定済みであったほか、特例措置の状況については、長野県及び静岡県で実施し

ている法人事業税等の減税や入札参加資格の加点等の支援を実施。市町村では、消防団協力事

業所報償金（秋田県能代市）、広報誌広告掲載料免除制度（新潟県糸魚川市）や入札参加資格

の加点等の支援を実施している状況であった。 

消防庁では、全ての市町村において消防団協力事業所表示制度を導入されるよう引き続き推

進して行く。 

【添付資料】（省略） 

別添 消防団協力事業所表示制度の導入状況等の概要 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260620_1houdou/02_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの策定状況等（調査結果）（６月２０日） 

消防庁では、東日本大震災において多くの消防団員が亡くなられたこと等を受けて、津波災

害時の消防団員の安全確保対策について、平成２４年３月９日付け消防災第１００号「津波災

害時の消防団員の安全確保対策について（通知）」により、退避ルールの確立や指揮命令系統

の確立、活動可能時間の設定等を内容とする「津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアル」

の作成を推進してきました。 

昨年度に引き続き、津波災害の恐れのある地域を管轄する消防団を有する市町村における「津

波災害時の消防団活動・安全管理マニュアル」の平成２６年４月１日現在の策定状況等につい

て調査を行い、調査結果を取りまとめたので公表します。 

 

１．対象市町村等 

調査対象：海岸を有する市町村及び津波の遡上による被害が想定されている市町村 

６５５市町村 

調査時点：平成２６年４月１日時点 

２．調査内容 

①安全管理マニュアル策定状況 

②マニュアル策定時期 

【問い合わせ先】国民保護・防災部地域防災室 

担当：伊藤補佐、伊藤係長、小山田 
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③マニュアル策定予定時期 

④検討に着手していない理由 

⑤マニュアル検討着手予定時期 

⑥安全管理マニュアルに基づく研修・訓練実施状況 

⑦消防団員が実施する水門・陸閘等の閉鎖活動について 

３．調査結果 

本調査によると、43.7％の市町村において安全管理マニュアルが策定済みであり、昨年度に

比べて20.3ポイントの増加がみられた。一方で、半数以上の市町村においては未策定という状

況であった。消防庁としては、全ての関係市町村において早期に安全管理マニュアルが策定さ

れるよう引き続き働きかけを行う。 

【別添資料】（省略） 

津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの策定状況等について 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260620_1houdou/03_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】国民保護・防災部防災課 地域防災室 

担当：伊藤係長、青柳事務官 


