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週間情報 

【消防見学会の様子】 

【震災対応技術合同訓練を実施】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 消防見学会を開催 

郡山地方広域消防組合消防本部（福島） 

 郡山地方広域消防組合消防本部では、平成２６年

６月８日（日）、郡山消防署において、住民に親し

まれ、より信頼される消防となるため、地域住民約

１５０人を招き、消防見学会を開催しました。 

 昨年の全国消防救助技術大会において、表彰を受

けた「ほふく救出」などの救助訓練をはじめ、放水

訓練やはしご車による高所からの救出救助訓練を

披露したほか、今年４月から運用を開始した消防指

令センターの公開、職員の体力の源「特製消防カレ

ー」の試食会を行い、訪れた方々に「消防」を見て、

聞いて、感じていただきました。 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 県警機動隊と震災対応技術合同訓練を実施 

岡山市消防局（岡山） 

岡山市消防局では、平成２６年５月２６日（月）、２８日（水）、６月２日（月）の３日間、県

警機動隊庁舎、西消防署、消防教育訓練センターにおいて、機動隊員延べ３０名、当市消防局特

別高度救助隊員２４名が参加し、震災対応技術合同訓練を実施しました。 

この合同訓練は、大規模災害等の発生を想定し救

助活動に関する技術向上及び連携の強化を図るた

め実施したものです。 

サーチング、ブリーチング、要救助者の観察・搬

出等の手法を確認しながら、最終日には想定訓練を

実施しました。 

今後も合同訓練を継続して実施し、発生が危惧さ

れている首都直下、南海トラフ巨大地震に備え、災

害対応能力の更なる向上につなげていきたいと考

えています。 
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【水難救助訓練を実施】 

【危険物流出・火災消防訓練を実施】

【危険物漏えい合同訓練を実施】 

◆ 平成２６年度中部消防長会水難救助訓練を実施 

沖縄県中部消防長会（沖縄） 

沖縄県中部消防長会（会長 高宮城寛沖縄市消防本部消防長）では、平成２６年６月４日（水）

から６日（金）の３日間、うるま市において、沖縄市、宜野湾市、うるま市、浦添市、比謝川行

政事務組合ニライ、中城北中城の６消防本部の水難救助隊員延べ１６０名が参加した水難救助訓

練を実施しました。 

この水難救助訓練は、県中部消防長会に所属す

る６消防本部が合同で水難救助訓練を行うことに

より、相互の水難救助技術の向上や情報の共有及

び災害現場における連携活動強化を図り、迅速か

つ適切に対応することを目的としており、毎年実

施しています。 

今後も水難救助訓練を継続して実施し、水難救

助技術の向上及び連携を図ることにより、地域住

民の更なるサービスの向上につなげていきたいと

考えています。 

 

 

◆ 危険物流出・火災消防訓練を実施 

徳島市消防局（徳島） 

徳島市消防局では、平成２６年６月６日（金）、

当市川内町の大塚製薬株式会社徳島第二工場にお

いて、危険物安全週間の行事の先駆けとして、今

切防災連絡会及び消防機関から車両１１台、総人

員約９０人が参加し、危険物流出・火災消防訓練

を実施しました。 

危険物火災では、社会に与える影響が大きく、

一度発生すると人的被害はもとより消防隊員に与

える活動危険も非常に高くなります。この訓練を

通じて、再度、危険物火災における各関係機関と

の連携体制の強化及び情報共有を図りました。 

 

 

 

 

◆ 危険物漏えい合同訓練を実施 

三原市消防本部（広島） 

三原市消防本部では、平成２６年６月１０日

（火）、世羅生コン販売株式会社において、自主保

安体制の確立を目的として屋外タンク貯蔵所から

の危険物流出訓練を実施しました。 

訓練終了後に当事業所が保有する地下貯蔵タン

クの漏えい検査管の点検要領を指導するとともに、

実際に消防職員が漏えい検査管の点検を実施して

いる映像を収めたオリジナルＤＶＤを配布し、更

なる保安の向上をお願いしました。 
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【危険物施設災害時情報伝達訓練の様子】

【集結及び資機材積載訓練を実施】

【災害対応訓練を実施】 

◆ 危険物施設災害時情報伝達訓練を実施 

印西
いんざい

地区消防組合消防本部（千葉） 

印西地区消防組合消防本部では、危険物安全週間

中の平成２６年６月１２日（木）、白井市大和油脂工

業株式会社において、危険物施設災害時情報伝達訓

練を実施しました。 

 この訓練は、危険物安全週間における行事の一環

として、災害時の進入統制の確立や工場関係者から

の情報収集及び各隊への情報提供の徹底を図ること

を目的として行いました。 

事業所の竹内工場長は「災害時には、迅速、確実

に情報提供したいと思います。」と振り返り、当消防

本部と事業所との情報共有の強化を図り、有意義な

訓練ができました。 

 

◆ 緊急消防援助隊東三河ブロック集結・積載訓練を実施 

東三河ブロック５市（豊橋、豊川、蒲郡、新城、田原各市）消防本部（愛知） 

東三河ブロック５市消防本部では、平成２６年６月１３日（金）、緊急消防援助隊愛知県応援等

実施計画に基づき、後方支援部隊の集結及び資機材積載訓練を実施しました。 

午前８時４５分、関東地方において大地震により人的・物的に甚大な被害が発生し、緊急消防

援助隊愛知県隊に出動要請があったとの想定により、

東三河５市の各市消防本部間で出動の調整を行うと

ともに、各市消防本部の後方支援部隊は野営資機材

等を積載し出動しました。また、豊川市消防署本署

北側敷地の集結場所までの無線交信（東三河デジタ

ル共通波）、集結時間の確認及び野営資機材積載訓練

を行いました。 

今回の訓練では、拠点機能形成車（豊橋市）が配

備され初めての訓練でしたが、迅速・的確に集結で

きました。この訓練を踏まえ消防本部間の更なる連

携と協力体制の強化を目指し、今後も繰り返し訓練

を実施していきます。 

 

◆ 災害対応訓練を実施 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉） 

 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部では、平成２６年６月１４日（土）、１５日（日）の２日間、大

和ハウス工業株式会社が買収し所有している解体中の旧中学校校舎を使用させていただき、災害

対応訓練を実施しました。 

耐火建築物を使用したブリーチング訓練では、日頃から救助技術の訓練を重ねている特別救助

隊以外の消防隊も訓練に参加し資器材の取り扱いな

ど、震災等により倒壊した鉄筋コンクリート造の建

物から進入救出する穴を開けるなど実践的な訓練を

実施しました。 

ドア切断訓練では、若手職員を中心に火災時の施

錠されたドア解放要領をエンジンカッターを使用し

実施しました。 

はしご車放水訓練では、通常訓練している場所と

違う解体中の校舎屋上へはしご車を使用して放水す

ることで、火災時の各隊連携活動等消防力の向上に

努めました。 
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【タワー型機械式立体駐車場研修会の様子】 

【けしたくんのお披露目の様子】

研 修 等 

 

◆ タワー型機械式立体駐車場研修会を実施 

山形市消防本部（山形） 

山形市消防本部では、平成２６年５月２７日（火）、当市内ホテルに併設されている立体駐車場

において、タワー型機械式立体駐車場研修会を実施しました。 

本研修会においては、挟まれ等の事故が発生した

場合の救助活動について困難性、危険性が内在する

ことを理解するとともに、いかなる状況下において

も安全、確実に救助活動を行うため、隊員間におけ

る認識の統一を図りました。 

 機械式立体駐車場の設置業者に加え、付帯設備の

設置業者を招聘し、二次災害防止の徹底、危険要因

及び事故形態の把握、緊急時連絡体制等の確認を実

施するなど、救助活動に必要な知識の習得に努めま

した。 

今後も社会情勢の変化に対応するべく、あらゆる

災害を想定し、市民のための確実な消防行政を目指

し訓練に取り組んでいきたいと思います。 

 

 

そ の 他 

 

◆ ミニ消防車を受贈 

尼崎市消防局（兵庫） 

 尼崎市消防局では、平成２６年６月１７日（火）、国際ソロプチミスト尼崎より、防火啓発用車

両として新しいミニ消防車を受贈しました。 

防災センターにお孫さんと訪れた国際ソロプチミスト尼崎の武部佐和子会長は、老朽化したミ

ニ消防車の「まもるくん」を見て、「新しいミニ消防車があれば、子どもたちの夢を乗せて活躍で

きるのでは」と考え新車の寄贈を考案されました。 

新しいミニ消防車には「けしたくん」と命名され、

稲村市長は感謝状を武部会長に贈呈し、「けしたく

んが未来をつくる子どもたちの力となり、防火・防

災意識のきっかけづくりとなると確信しておりま

す。防火・防災の意識づけが消防の次世代を育て、

今後の消防行政の推進に役立ちます。皆様に感謝の

気持ちをお返しできるよう尼崎市役所一同頑張っ

てまいります。」とお礼の言葉を述べました。 

式典に参加した慈愛保育園の園児たちは、お披露

目された「けしたくん」に目を輝かせ、子ども用の

防火衣を着て試乗したり放水体験などをして楽し

みました。 
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【消防協力者表彰の様子】 

◆ 消防協力者表彰（感謝状）を実施 

                 うるま市消防本部（沖縄） 

  うるま市消防本部では、平成２６年６月１３日（金）、うるま市社会福祉協議会へ人命救助に対

する感謝状を贈呈しました。 

平成２６年３月１４日（金）、社会福祉センター「うるみん」にて、来館者の女性が心肺停止状

態で倒れた事案において、施設職員９人の連携による迅速な通報、的確な心肺蘇生法及びＡＥＤ

の使用による救命処置を実施し、救急隊の誘導、状

況の説明及び処置の引き継ぎを行い、尊い命が救わ

れ社会復帰されたことに対するものです。 

 また本事案でバイスタンダーとなった施設職員

は、当市消防本部が開催している救命講習受講者で

あり、応急手当の普及啓発活動が実を結んだ事例と

なりました。 

今後も市民の大切な生命を守るため、「救命の連

鎖」が途切れることがないよう、応急手当の普及啓

発活動を続けていきます。 

 

 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 三菱マテリアル（株）四日市工場爆発事故を踏まえた保守・点検時等の事故防止に係る留意

事項について（６月２６日、消防危第１７４号、消防特第１３４号） 

  危険物保安室長、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。 

 

近年、石油コンビナート等における事業所で爆発火災等の重大事故が発生し、その一部は多数

の死傷者が出るなど深刻な事故となっています。 

石油コンビナート等における災害防止対策の推進については、「石油コンビナート等における災

害防止対策の推進について（平成２６年５月１６日付け消防危第１２４号・消防特第８７号総務

省消防庁次長通知（要請））」により、各業界団体が取り組む内容をまとめた行動計画を策定する

こと等を要請しているところです。 

一方、本年１月９日に発生した三重県四日市市の三菱マテリアル（株）四日市工場爆発事故を

受け、同社が設置した事故調査委員会から最終報告書が６月１２日に公表されました。 

また、危険物保安技術協会で開催された「危険物施設の保守・点検時の事故防止に係る検討会」

においても、今回の事故の分析及び同種事故防止対策の検討が行われ、６月２０日に最終報告が

取りまとめられたところです。これらにより、クロロシランポリマー類（シリコン原子２個以上

が結合している分子の化合物、又は、これらが何種類か混在したものの総称。）及びその加水分解

生成物（以下「クロロシランポリマー類等」という。）の危険性や、取り扱う物質の危険性やその

反応過程が十分に把握されていない場合の問題が明らかになりました。 

今般、下記（省略）のとおり、今回の事故の直接の原因となった物質に係る留意事項を取りま

とめるとともに、非定常作業時等に予期せぬ危険な反応等により災害の発生のおそれがある場合

の留意事項を取りまとめました。これらのことを踏まえ、石油コンビナート等の事業所の事故対

策等の充実強化が図られるよう、別添１及び２（省略）のとおり各業界団体傘下の事業者等に対

し周知徹底することにより、石油コンビナート等における事故防止に向けた取組を進めるようお

願いしたところです。 

貴職におかれましては、本趣旨を踏まえ、下記事項（省略）に留意の上、石油コンビナート等

における災害防止対策の推進に係る指導に努められますようお願いするとともに、貴都道府県の

市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）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

国 等 の 動 き
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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/tuchi2606/pdf/260626_ki174.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 平成26年度予防技術検定受検予定者数の調査結果について（６月２６日、事務連絡） 

  予防課より、各都道府県消防防災主管課あてに次のとおり事務連絡されましたのでお知らせ

します。 

 

「消防力の整備指針第 34 条第３項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成

17 年消防庁告示第 13 号)等に基づき実施されている予防技術検定について、平成 26 年５月９日付

け事務連絡により、平成 26 年度予防技術検定受検予定者数の調査を行った結果、別紙（省略）の

とおり取りまとめましたので、執務上の参考として送付します。 

また、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県管内の市町村（東京消防庁、

各指定都市消防本部及び消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し、この旨情報提供

していただくとともに、引き続き計画的に予防技術検定の合格者を確保し、予防技術資格者の配

置に努めるよう周知くださいますようお願いします。 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2606/pdf/260626_jimurenraku.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 三菱マテリアル㈱四日市工場爆発事故を踏まえ、クロロシランポリマー類等を取り扱う業界

団体に留意事項を示すとともに、その他の業界団体等に注意喚起を行いました。（６月２６日） 

石油コンビナート等における災害防止対策の推進については、「石油コンビナート等におけ

る災害防止対策の推進について（平成２６年５月１６日付け総務省消防庁次長・厚生労働省労

働基準局長・経済産業省大臣官房商務流通保安審議官通知）」により、各団体が取り組む内容

をまとめた行動計画を策定すること等を要請しているところです。 

本年１月９日に発生した三重県四日市市の三菱マテリアル（株）四日市工場爆発事故を受け、

同社が設置した事故調査委員会から６月１２日に最終報告書が発表されました。 

また、危険物保安技術協会で開催された「危険物施設の保守・点検時の事故防止に係る検討

会」においても、今回の事故の分析及び同種事故防止対策の検討が行われ、６月２０日に最終

報告が取りまとめられたところです。これらにより、クロロシランポリマー類及びその加水分

解生成物の危険性や、取り扱う物質の危険性やその反応過程が十分に把握されていない場合の

問題が明らかになりました。 

今般、今回の事故の直接の原因となった物質に係る留意事項を取りまとめるとともに、非定

常作業時等に予期せぬ危険な反応等により災害の発生のおそれがある場合の留意事項を取りま

とめ、クロロシランポリマー類及びその加水分解生成物を取り扱う業界団体に行動計画を策定

する際の留意事項として示すとともに、その他の業界団体及び都道府県に対して注意喚起を行

いました。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260626_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

危険物保安室 担当：鳥枝、清水 

特殊災害室 担当：宮崎、瀧下 

【問い合わせ先】予防課設備係 

担 当：金子、久保田 
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◆ 「土砂災害時の救助活動のあり方に関する検討会」の発足（６月２７日） 

土砂災害時の救助活動の充実を図ることを目的として、「土砂災害時の救助活動のあり方に

関する検討会」を開催し、大規模な土砂災害での救助活動を安全かつ効率的に実施するための

活動要領について検討を行っていくこととしましたのでお知らせします。 

 

１ 背景・目的  

近年、東京都伊豆大島の土石流などの大規模な土砂災害が頻発しており、今後、気候変動の

影響により、土砂災害等の危険性はますます高まると予測されています。大規模な土砂災害の

救助活動においては、二次災害の危険性が高い中で、長時間にわたり広範囲に及ぶ活動が必要

であり、また、その実施においては、救助機関、医療機関、土木担当部署等との緊密な連携が

不可欠となります。このような救助活動の手法は現在のところ標準化されておらず、過去の活

動の教訓等も体系的に整理されていません。  

このため、実災害での経験を踏まえ、国内外の先進的な取組も参考としつつ、大規模な土砂

災害での救助活動を安全かつ効率的に実施するための活動要領の検討を行います。  

２ 検討事項  

（１）関係機関との緊密な連携活動要領  

（２）早期に救助活動を開始するための状況把握方法とその情報を活用した検索場所の選定要領  

（３）二次災害を防止するための安全管理の手法  

（４）効率的な救助活動要領  

（５）資機材の効果的な活用方法  

３ スケジュール  

平成２６年７月１日（火）に開催する予定です。  

４ 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/h26/2606/260627_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

◆ 平成２５年１月～１２月の製品火災に関する調査結果（６月２７日） 

 

１ 平成２５年中の製品火災の調査結果について  

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目

的として、平成２５年１月～１２月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災の

うち、「製品の不具合により発生したと判断された火災」、「原因の特定に至らなかった火災」

等の製品情報を調査しました。  

調査の結果は以下のとおりです。  

 

◎ 「製品火災全体」（調査中含む）              ７９９件  

上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」 ２３３件  

上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」        ５１８件  

上記のうち「現在調査中の火災」               ４８件 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2606/260627_1houdou/02_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

【問い合わせ先】消防庁国民保護・防災部参事官付 

担当：小林補佐、鶴見係長、加藤事務官 

【問い合わせ先】予防課 

担当：福井・増沢・西尾 
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情報提供等 

 

◆ 平成２６年度住宅防火防災推進シンポジウムの開催について 

消防庁 

住宅防火対策推進協議会 

 消防庁及び住宅防火対策推進協議会は、住宅防火対策の重要性を周知し、住宅用防災警報器、

住宅用消火器及び防炎品等の普及を図るとともに、住宅における防災対策も含めた住宅防火防災

対策の積極的な推進を目的として、平成２６年度住宅防火防災推進シンポジウムを開催します。 

 内容（予定）につきましては以下のとおりです。 

（１）主催者・開催地代表あいさつ 

（２）基調講演（東京理科大学総合権研究機構 教授 菅原真一氏） 

（３）トークショー（ダニエル・カール氏） 

（４）パネルディスカッション（ダニエル・カール氏、開催地消防関係者ほか） 

（５）住宅用防災機器等の展示及びプレゼンテ－ション 

 

平成２６年度住宅防火防災推進シンポジウム開催予定 

開催日 会　　　場 主　　　催 共催団体

1 9月27日（土）
石川県こまつ芸術劇場
石川県小松市土居原町710番地

消防庁 小松市消防本部

2 10月21日(火）
茨城県総合福祉会館
茨城県水戸市千波町1918

住宅防火対策推進協議会 茨城県

3 10月30日(木）
矢巾町文化会館
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢
幅第13地割１２３番地

消防庁
盛岡地区広域消
防組合消防本部

4 11月6日(木）
徳島グランヴィリオホテル
徳島県徳島市万代町3丁目5-1

住宅防火対策推進協議会 徳島県

5 11月16日（日）
滋賀県立芸術劇場
びわ湖ホール
滋賀県大津市打出浜15-1

消防庁 大津市消防局

6 11月26日(水）
仙台市福祉プラザ
宮城県仙台市青葉区五橋2丁目
12-2

住宅防火対策推進協議会 仙台市消防局

7 1月17日（土）
長崎原爆資料館
長崎県長崎市平野町7-8

消防庁 長崎市消防局

 
 

 

連絡先 
消防庁予防課 
担当 森野 電話 03-5253-7523 
住宅防火対策推進協議会 
担当 小河原 電話 03-3593-2823 
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◆ 平成２６年度消防救急デジタル無線システムの整備に関するアドバイザー派遣事業に係る 

アドバイザー募集（６月２７日、消防庁） 

消防救急無線は、平成２８年５月３１日までに、現行の１５０MHz 帯アナログ通信方式から 

２６０MHz 帯デジタル通信方式に移行する必要があります。 

その移行を円滑に進めるため、消防救急デジタル無線システムの整備に関するアドバイザー

（以下「アドバイザー」という。）の派遣を希望する地方公共団体（消防本部等）にアドバイザ

ーを派遣し、消防救急デジタル無線システムの整備に関する提案及び助言等を行う事業を、別

添「消防救急デジタル無線システムの整備に関するアドバイザー派遣要綱」（省略）に基づき実

施します。 

この事業を実施するにあたり、下記（省略）のとおりアドバイザーを募集します。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2014/20140627/20140627-1.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 防災情報室 

担当：西村課長補佐、小林係長、伊藤（隆）事務官 


