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週間情報 

【夏休み一日消防士の様子】 

 
 
 
 
 

 

 

行   事 

 

◆ 実践形式で楽しく学ぶ「消防大運動会」を実施 

松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、平成２６年７月２６日（土）、市立八坂小学校で、市内の少年消防クラブ員

を対象に「一日消防学校」を開催しました。 

「一日消防学校」では、防火・防災に関する知識や技術を楽しく学習しながらクラブ員同士の

親交を深め、防災かまどベンチで作った災害用の非常食で昼食をとるなど、将来の地域防災の担

い手である防災リーダーの育成を目的に学習を行いました。 

また、今年度は初の試みとして、学習した内容をチームで競い合う「消防大運動会」を実施し、

消防ホースの延長、消火器での的当て、ロープ結索、応急担架の作成など、消防・救急技術を使

って白熱した戦いが繰り広げられ、終始和やかに競技が行われました。 

今後も、「一日消防学校」で学習した内容を実践形式で楽しく学ぶ「消防大運動会」を継続して

いきたいと考えています。 

   
【「一日消防学校」の学習の様子】       【「消防大運動会」の競技の様子】 

 

◆ 今年で３０周年 夏休み一日消防士を開催 

上尾市消防本部（埼玉） 

上尾市消防本部では平成２６年８月７日（木）、８日（金）の２日間、当市消防本部において、

第３０回夏休み一日消防士を開催しました。この夏休み一日消防士は、小学生達に各種体験等を

通じて、消防の仕事を理解してもらうとともに、子ども達の防火防災意識を高めることを目的に

始めたもので、今年で３０回目を迎えました。 

今年は市内の小学４～６年生を対象に延べ 

７０人が参加し、「３０」の人文字での記念写真

撮影や本物の消防士と一緒に消防の仕事を通じ

て防災の大切さを学びました。 

敬礼や番号による点呼など動き方の基本から、

本物の装備を付けての消防車搭乗体験、ロープ渡

り、放水体験、水バケツリレー、応急手当の体験

などを行いました。 

子ども達も消防士の気分を味わったことで、少

し凛々しくなり、夏休みの貴重な思い出となった

ことでしょう。 
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【解体予定建物を活用した消防・救助訓練を実施】

◆ 日立市少年消防クラブ体験学習会において研修を実施 

日立市消防本部（茨城） 

日立市消防本部では、平成２６年８月５日（火）、日立市消防拠点施設において、日立市幼少年

女性防火委員会主催による少年消防クラブ体験学習会を開催し、クラブ員に対し訓練等の研修を

実施しました。 

この体験学習会は、夏休み期間中レジャー等において火を取り扱う機会が増えることから、こ

れらの事故防止とクラブ員の研修会を兼ねて毎年実施しています。今年は、消火器の取扱要領、

放水体験、濃煙検索室における煙体験、消防車両の展示と説明、三角巾を使用した応急手当の研

修を実施しました。 

猛暑のなか、クラブ員達はそれぞれの研修に熱心に取り組み、特に消火器の取り扱い研修では

「火事だ～」と暑さを振り払うような大声を出して実施しました。また、各消防車両の展示説明

では、先月から運用開始した津波・大規模風水害対策車をはじめ、救助工作車、梯子車について、

当消防職員からの説明を熱心に聞いていました。後半は、三角巾を使用した応急手当の研修を行

い、止血法や固定法などを学びました。 

この活動を通じて、クラブ員の災害に対する意識の高揚が図れたことと思います。 

   
【日立市少年消防クラブ体験学習会における研修の様子】 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 解体予定建物を活用した消防・救助訓練を実施 

一宮市消防本部（愛知） 

一宮市消防本部では、平成２６年８月１日（金）～１２日（火）のうち６日、市内にある解体

予定の５階建て共同住宅において、延べ１６４名の職員が参加し消防・救助訓練を実施しました。 

消防訓練の目的を「訓練施設では実施できない、

耐火居室の濃煙熱気内での活動訓練を実施す

る。」として、実際に材木を燃やして視界不良及

び高温の状態にした部屋に進入し、消火訓練、要

救助者検索訓練及び救出訓練を実施しました。ま

た、エンジンカッターで玄関ドアを破壊し開錠す

る訓練や高層階へのホース延長訓練も併せて実

施しました。救助訓練においては、ブリーチング

訓練や上階から要救助者を救出する訓練を実施

し、要救助者を地上へ救出する要領を再確認する

ことができました。 

今後も各種訓練を企画立案し、消火活動及び救

助活動の更なる向上に努めていきたいと考えて

います。 
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【消防職員中国語講座の様子】 

◆ 愛媛県消防防災航空隊と合同訓練を実施 

久万
く ま

高原町
こうげんちょう

消防本部（愛媛） 

久万高原町消防本部では、平成２６年８月１９日（火）、町有地において愛媛県消防防災航空隊

と合同訓練を実施しました。 

本訓練では、西日本最高峰の石鎚山系をはじめとする山岳地帯での遭難、救急救助事案を想定

し、航空隊との連携強化に主眼をおいて、機体誘導や警戒要領、ホイストを使用しての隊員投入

及び回収訓練、ブラインド方式による山岳救助想定訓練を実施しました。 

訓練終了後には、航空隊と事後検証・意見交換を行い、相互理解を深めることができました。

今後も継続的に訓練を実施し、ヘリを活用した災害対応能力の向上を図ります。 

   
【愛媛県消防防災航空隊と合同訓練を実施】 

 

 

研 修 等 

 

◆ 消防職員中国語講座を開催 

南さつま市消防本部（鹿児島） 

南さつま市消防本部では、平成２６年７月３１

日（木）、８月１日（金）の２日間、消防職員中

国語講座を開催しました。 

この講座は、国際化が進み市内の電子部品関係

の事業所などで働く中国人が増えてきており、救

急現場などで遭遇する機会もあったことから実

施したものです。 

本年４月より国際交流員として、中国山東省の

煙台市から当市に着任している蔡文姣（サイ ウ

ェンジョウ）さんを講師に迎え、中国語会話の基

礎を学びました。 

講座に参加した職員は日ごろ聞きなれない言

葉に戸惑いながらも熱心に受講していました。 
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【事例検討会の様子】 

◆ 水難救助法（溺者救助）研修会を実施 

沼津市消防本部（静岡） 

 沼津市消防本部では、平成２６年８月１１日（月）～１３日（水）の３日間、沼津市立沼津高

等学校のプールにおいて、水難救助法（溺者救助）研修会を実施しました。 

 この研修会は、職員が水難事故現場において溺者を救助するために必要とされる泳力の向上と、

安全・迅速な溺者救助方法を習得することを目的として実施したものです。 

 職員は泳力調査の他に、浮環の投入方法や着衣泳法・溺者救助法の指導を水難救助隊から受け、

水難事故時の安全管理・対応方法等について学びました。 

   
【水難救助法研修会の様子】 

 

 

◆ 平成２６年度沖縄県中部消防長会消防活動事例検討会を実施 

沖縄県中部消防長会 

沖縄県中部消防長会では、平成２６年８月１５

日（金）、沖縄市消防本部において、沖縄市、宜

野湾市、うるま市、浦添市、比謝川行政組合ニラ

イ、中城北中城の６消防本部の消防隊員１１０名

が参加し、平成２６年度沖縄県中部消防長会消防

活動事例検討会を実施しました。 

 この事例検討会は、複雑多様化する災害に対応

するため、消防活動事案を共有することにより、

消防活動における知識・技術を高め消防力の向上

を図ることを目的として毎年実施しており、今年

度は６消防本部より７事案が紹介、検討されまし

た。 

 今後も事例検討会を継続し、消防隊員の知識、

技術の向上に努めていきたいと考えています。 
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【適マーク交付式の様子】 

そ の 他 

 

◆ 荒尾消防署落成式を挙行 

有明広域行政事務組合消防本部（熊本） 

有明広域行政事務組合消防本部では、平成２６年８月１７日（日）、荒尾消防署（災害情報指令

センター併設）の落成式を行いました。 

老朽化に伴う移転新築工事により、平成２６年３月２４日（月）から運用を開始した荒尾消防

署では、消防・救急無線のデジタル化に対応した災害情報指令センターを併設しており、建設中

だった訓練塔の建設完工に伴い、事業の区切りとして落成式挙行の運びとなりました。 

   
【荒尾消防署の全景】            【テープカットの様子】 

 

 

◆ 関西国際空港の安全強化へ ～複合管理棟に初の防火基準適合表示マークを交付～ 

泉州南消防組合泉州南広域消防本部（大阪） 

 泉州南消防組合泉州南広域消防本部では、平成２６年８月１８日（月）、旅館・ホテルを対象に

した防火基準適合表示制度に基づき、関西国際空

港の複合管理棟に管内初の防火基準適合表示マ

ーク（適マーク）を交付しました。 

交付式では、消防長から新関西国際空港株式会

社後藤潔執行役員に適マークを交付し、今後の防

火管理の徹底を要請した後、当消防本部予防課小

川雅弘主幹から「適マークの重要性」についての

講習を行いました。 

なお、複合管理棟はホテル・店舗等を有する大

規模な複合用途防火対象物で、ハード面（消防用

設備等及び防火区画等）及びソフト面（防火管理）

とも、すべてに不備がないため交付に至ったもの

です。 
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報道発表 

 

◆ 「住宅防火・防災キャンペーン」の実施（８月２８日） 

日本における住宅火災による死者数は1,000人前後の高い水準で推移しており、このうち65歳

以上の高齢者が７割を占めています。 

高齢化の進展とともに、住宅火災による死者のうち高齢者の占める割合が増加していること

から、消防庁では、「敬老の日に「火の用心」の贈り物」をキャッチフレーズに「住宅防火・

防災キャンペーン」を実施します。（以下省略） 

 

 ※ キャンペーンの概要については、消防庁ホームページにも掲載しています。 

（http://www.fdma.go.jp/html/life/juukei.html） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2608/260828_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」の実施（８月２９日） 

近年、石油コンビナート等における特定事業所においては、爆発火災等の重大事故が発生し

ています。これらの特定事業所においては、災害対応を行うための消防車等を備えた自衛防災

組織が置かれています。これらの自衛防災組織の技能及び士気の向上をもって石油コンビナー

ト等の防災体制の充実強化を図ることを目的とした「石油コンビナート等における自衛防災組

織の技能コンテスト」を実施することとしましたので、公表します。 

なお、出動隊の募集は、参加する特定事業所を管轄する消防機関を通じて、平成２６年９月

１日より開始します。 

 

 １ 実施時期及び場所 

平成２６年１１月５日の津波防災の日を中心に、前後1週間程度内に特定事業所内において

実施 

２ 参加者 

当該コンテストの趣旨に賛同し、管轄消防本部が推薦する特定事業所の自衛防災組織や共

同防災組織 

３ コンテストの種目 

大型化学高所放水車及び泡原液搬送車を使用した競技 

４ 表彰 

優良な自衛防災組織や共同防災組織を総務大臣が表彰 

 

参考：「特定事業所」とは、石油コンビナート等特別防災区域内に存る事業所で、石油や高圧

ガスを一定以上扱うものをいいます。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2608/260828_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】予防課予防係 

担当：福井補佐、増沢係長、大槻事務官

【問い合わせ先】特殊災害室 

担当：宮崎、瀧下 
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情報提供 

 

◆ 平成 26 年度「屋外タンク実務担当者講習会」開催案内 

～屋外タンク貯蔵所に関する諸問題と技術の継承～ 

危険物保安技術協会 

昭和 52 年に特定屋外タンク貯蔵所に係る大幅な基準の整備・開放点検の義務付けが行われてか

ら 37 年が経過しました。また、この間に基準及び安全対策の整備が幾度も行われてきました。 

保安の確保には、関連基準の正しい理解及び適切な検査等に関する知識・技術の継承が重要な

課題であり、本講習会はこのための一助となるよう開催しているもので、本年度は、下記により

開催いたします。 

屋外タンク貯蔵所の設計、施工、検査及び維持管理等に携わる業務関係者をはじめ幅広い関係

の方々に、是非本講習会に参加していただきますようご案内申し上げます。 

 

記 

 
１．主催 

危険物保安技術協会 

２．協賛(予定) 

全国消防長会、石油連盟、石油化学工業協会、(一社)日本非破壊検査工業会 

３．開催日時及び場所等 

⑴札幌会場  日時:平成 26 年 11 月７日(金) 10:00～16:50 

場所:札幌市 北海道自治労会館 

⑵東京会場  日時:平成 26 年 11 月 14 日(金) 10:00～16:50 

場所:千代田区 科学技術館サイエンスホール 

⑶北九州会場 日時:平成 26 年 11 月 21 日(金) 10:00～16:50 

場所:北九州市 TKP 小倉シティーセンター 

⑷大阪会場  日時:平成 26 年 11 月 28 日(金) 10:00～16:50 

場所:大阪市 新梅田研修センター 

４．受講対象者 

主に、屋外タンク貯蔵所を保有する事業所、タンクメーカー、非破壊検査会社及び消防機関

等の屋外タンク貯蔵所に係わる業務に携わる方を対象としていますが、特に限定はいたしませ

ん。 

５．受講料 

15,120 円(危険物総合情報システム登録者(有料利用)の皆様は、9,720 円) 

※テキスト代・消費税を含む。 

６．講習内容及び時間割 

時間 内容 講師 

10:05～16:50 

(1) 屋外貯蔵タンクの技術基準の概要 

危険物保安技術協会

タンク審査部 

(2) 屋外貯蔵タンクの技術基準を踏まえた設計

・現地審査の留意事項について 

(3) 屋外貯蔵タンクの老朽化の実態 

(4) 屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤の設計、施

工等に係る不具合事例について 

危険物保安技術協会

土木審査部 

７．受講手続き 

⑴ 申し込み 

ア．当協会ホームページ（http://www.khk-syoubou.or.jp/）を開き、「屋外タンク実務担

当者講習会にアクセスして、インターネットによりお申し込み下さい。 

また、下記へ FAX によっても申込みできます。 

イ．各会場とも、講習会開催日の 3 目前までにお申し込み下さい。 

⑵ 問い合わせ先 

申し込み手続き等不明な点につきましては、下記に問い合わせ下さい。 
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※ 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】 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 1階 

危険物保安技術協会 屋外タンク実務担当者講習会事務局 宛 

TEL:03-3436-2357 FAX:03-3436-2254 担当:陣内、畑田、木村 


