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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 第２８回アジア消防長協会総会の開催について 

アジア消防長協会 

 平成２６年９月１１日（木）及び１２日（金）、シンガポール共和国のシンガポールＥＸＰＯに

おいて、アジア・オセアニア地域の消防・防災機関の長及び幹部職員等が一堂に会し、第２８回

アジア消防長協会（以下「イフカ」という。）総会が開催されました。 

 ９月１０日（水）の理事会を経て、翌１１日に開会式及び定例会議が行われ、定例会議では以

下の議案審議及び報告並びに決議が行われました。 

 

【議案審議】 

１ 第２７会計年度（２０１２～２０１３）の事業報告について 

２ 第２７会計年度（２０１２～２０１３）の収支決算について 

３ 第２８会計年度（２０１４～２０１５）の事業計画について 

４ 第２８会計年度（２０１４～２０１５）の収支予算について 

５ 国際消防救助隊の連携による迅速な現場活動の推進について 

６ 役員の改選について 

７ 第２９回総会の開催について 

【報告事項】 

新規正会員の加入について 

 

 

 

決     議 

 

国際消防救助隊の連携による迅速な現場活動の推進について 

 

 世界的にも自然災害が多発するアジア・オセアニア地域では、毎年、甚大な被害が発生して

おり、今後も地震や津波、洪水、台風等の大規模な自然災害による多くの尊い人命や貴重な財

産の損失が懸念されていることから、アジア消防長協会（イフカ）会員が所属するアジア・

オセアニア地域の消防・防災機関においては、大規模災害の発生時には、国を越えた救助活動

を行う機会がますます増加するものと想定される。 

 このような状況の下、イフカ会員においては、国際的な訓練の実施や会議等の開催を通じて、

会員の所属する各国・地域の国際消防救助隊の知識と技術の交流をはかるとともに、連携を強

化し、災害現場における迅速な活動を推進するために、引き続き努力していくものとする。 

 

以上決議する。 

 

２０１４年９月１１日 

第２８回アジア消防長協会総会
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【イフカ決議を提案するマレーシア

消防救助庁ダト・ワン長官】 

   
【開会式での大江会長のあいさつ】 

 

 

 １２日には、各国消防事情発表が行われ、日本からは東京消防庁の德留企画調整部長による「地

域防災力の向上」についてと大阪市消防局の山下企画部長による「大阪市における火災安全対策」

についての発表が行われました。 

   
【発表を行う德留企画調整部長】                 【発表を行う山下企画部長】 

 

閉会式では定例会議における決議を踏まえた宣言が行われ、最後に開催地プレートの引継ぎが

行われ、イフカ総会は成功裡のうちに終了しました。 

 

宣     言 

 

アジア・オセアニア地域の消防の全般的発展に資することを目的とするアジア消防長協会

（イフカ）は、１９６０年の設立以来、半世紀を越える長きに渡り、当該地域の消防長の相互

交流と融和協調に大いに貢献し、イフカを介した各国・地域の消防・防災機関間のネットワー

クの構築も年々強化されている。 

大規模な自然災害が頻発するアジア・オセアニア地域では、近隣諸国の国を越えた救援活動

の機会が今後ますます増加していくものと思われ、当該地域で唯一の国際消防団体として、

イフカの担う役割は一層重要になってきている。 

このような中、「アジアの火災安全のために共に力を合わせて」を総会テーマとして、ここ

シンガポール共和国に集う我々イフカ会員は、アジア・オセアニア地域の住民の安心・安全の

確保のため、国際消防救助隊の連携による迅速な現場活動を特に推進することとする。 

 

以上、ここシンガポール共和国において宣言する。 

 

２０１４年９月１２日 

  第２８回アジア消防長協会総会
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【予防実務研修の開催状況】 

 

   
 

 

 

  

 

◆ 消防実務講習会（予防実務研修）の開催 

一般財団法人全国消防協会・関東地区支部 

 一般財団法人全国消防協会関東地区支部では、平成２６年９月１２日（金）、横浜市（横浜情報

文化センター）において、消防職員の知識及び能力の向上を目的に消防実務講習会（予防実務研

修）を開催しました。 

 本講習会は、平成２６年度事業計画に基づき開催され、予防業務に従事する職員を対象とした

講習会として、関係機関から講師を招き講義が行われました。 

 講習科目は、以下のとおりです。 

○ 「消防用設備等に係る法令改正の動向とその内 

容について」 

  総務省消防庁 予防課  

設備係長併任法令係長 金子 洋 氏 

○ 「日本消防検定協会における評価制度の概要及 

び法令改正に伴う変更点について」 

日本消防検定協会 業務企画室 

室長補佐 井上 操 氏  

○ 「高層建築物における歩行困難者等に係る避難 

安全対策について」 

東京消防庁 予防課 

建築係長 中島 小百合 氏 

 

 

 

【イフカ宣言を読み上げる台湾内政部消防署

葉吉堂消防署長】 
【大江会長、シンガポール民間防衛庁エリック・

ヤップ長官から次期イフカ開催地プレートの引き

継ぎを受ける大阪市消防局山下企画部長】 
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行   事 

 

◆ 「未来を紡ぐ子どもの絆」プロジェクトで被災地を訪問 

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２０日（水）、２１日（木）の２日間、

泉佐野市教育委員会が主催する『未来を紡ぐ子どもの絆２０１４』プロジェクトの一環として、

東日本大震災で被害を受けいまだ大きな傷跡がある宮城県内の被災地で研修を実施しました。 

今回、泉佐野市少年消防クラブから６年生１５人が参加し、当消防本部前において出発式を行

いました。 

１日目は、石巻地区広域行政事務組合消防本部職員の案内で宮城県下の被災状況を見学しまし

た。津波により基礎しか残っていない建物跡や建物が横倒しになった状況などを目の当たりにし、

その被害の大きさを再認識しました。 

２日目は、石巻市立開北小学校の少年消防クラブ員と各々の地域やクラブ紹介などを行ったの

ち、グループに分かれ防災ビンゴや防災クイズなどのレクレーションを行い、楽しみながら防災

について学び、和気藹々
あいあい

と交流を持つことができました。 

なお、今回、見学場所の選定や被災地の消防クラブとの交流については、全国消防長会におい

て当消防本部と繋がりのある石巻地区広域行政事務組合消防本部に協力を依頼し、石巻市立開北

小学校少年消防クラブを紹介していただいたものです。 

また、研修終了後の８月２５日（月）、千代松大耕泉佐野市長に研修報告を行い、研修中に実際

に目の当たりにし、感じ取った感想やクラブ員交流で楽しかった内容などをクラブ員自身の言葉

で市長に報告しました。 

今回研修に参加したクラブ員は、「テレビや新聞などで見たもの以上でした。私たちの住む泉佐

野でも、いずれ南海トラフ巨大地震の発生が言われていますが、今回の研修での経験を生かし、

私自身でできることを少しずつ実行に移し、防災に強い町づくりに貢献したいと思います。」と語

っていました。 

   
【宮城県内の被災地研修の様子】 

 

 

消防本部の動き
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【「はたらく消防の写生会」展示会の様子】

◆ 豊島区庁舎で「はたらく消防の写生会」展示会を実施 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２６年８月１８日（月）から２２日（金）の５日間、豊島区

役所において、「はたらく消防の写生会」優秀作品の展示会を実施しました。 

区役所のエントランスでの展示は、管内住民に

広く鑑賞してもらえる場所として、豊島区長の好

意により提供され実現したものです。 

展示作品は、東京消防庁に寄せられた全作品か

ら決定した当署管内小・中学校生徒の消防総監賞

２１点、豊島消防署長賞４３点で、多くの一般来

庁者が足を止めて作品を鑑賞したほか、親子連れ

や子どもの作品を見に来た受賞者の家族で賑わ

いました。 

展示会最終日の２２日には、豊島区の高野之夫

区長が作品を鑑賞し、「どの絵も素晴らしい。低

学年の児童もしっかり描けており素晴らしい。」

との感想を寄せました。 

 

 

◆ 「大曲の花火」の指定催し・露店巡回を実施 

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部(秋田) 

大曲仙北広域市町村圏組合消防本部では、平成２６年８月２３日（土）開催の第８８回全国花

火競技大会「大曲の花火」を指定催しとして指定し、主催者の大曲商工会議所に対し指定催しの

指定通知を交付するとともに火災業務計画の作成と提出を指導しました。 

露店については、火災予防条例の一部改正に伴い、露店等の開設届出及び対象火気使用器具に

対しての消火器設置等の指導を事前説明会やホームページ及び広報紙などで周知しました。 

花火大会当日は、観客７２万人（主催者発表）で、大勢の観客で賑わいました。警察及び保健

所と合同で８班体制により、会場内２３８店（うち火気使用１５３店）、会場外１１７店の露店を

巡回した結果、消火器設置率は会場内１００％、会場外８４％でした。 

会場内は、福知山花火大会事故を受け、安全を考慮し露店を集約、観客席と間隔をとるなど、

大きくレイアウトを変更した結果、特筆する災害事案も無く、火災予防に関する事前の広報や指

導が功を奏したものと思われます。今後も災害の予防、人命の安全、被害の軽減に努めていきま

す。 

   
【会場の様子】               【露店巡回の様子】 
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【ブリーチング訓練の様子】

訓練・演習 

 

◆ 隣接消防本部と震災対応合同訓練を実施 

笛吹市消防本部（山梨） 

笛吹市消防本部では、平成２６年７月２８日

（月）から３０日（水）、８月６日（水）から８

日（金）の６日間、甲府地区広域行政事務組合消

防本部と合同で震災対応訓練を実施しました。 

甲府地区広域行政事務組合消防本部高度救助

隊から半日の事前講義を受けた後、山梨県で解体

予定の施設を利用して、ブリーチング訓練や崩壊

建物の検索訓練を行いました。救助技術、機器の

取り扱い及び安全管理について多くのことを学

ぶことができ有意義な訓練となりました。 

今後も県内消防本部との合同訓練を行い、有事

の際の連携強化に努めていきます。 

   

 

◆ 解体予定の建物を活用した災害対応訓練を実施 

小樽市消防本部（北海道） 

小樽市消防本部では、平成２６年８月４日（月）から７日（木）までの４日間、当市内の解体

予定である学校給食共同調理場の建物を活用して、災害対応訓練を実施しました。 

 この訓練は現場活動における各小隊の技術の向上を目的として、「耐火構造の１階から出火、建

物内に要救助者が複数いる。」との想定で訓練を行い、消防隊は人命検索や局所破壊訓練、救助隊

は破壊器具取り扱い訓練や厚さ２０ｃｍのコンクリートの壁に開口部を設定するブリーチング訓

練を実施しました。 

 当市消防本部も団塊の世代の退職により、現場経験の少ない職員が増えているため、災害に対

する知識や技術の低下が懸念されています。今後も解体建物を活用した実践的な訓練を継続し、

各種消防技術及び災害対応能力の向上に努めたいと考えています。 

   
【人命検索訓練の様子】           【ブリーチング訓練の様子】 
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【夜間水難救助訓練を実施】 

【飛行場外離着陸場で離着陸訓練を実施】 

◆ 夜間水難救助訓練を実施    

うるま市消防本部（沖縄） 

うるま市消防本部与勝消防署では、平成２６年

８月１３日（水）から１５日（金）の３日間、沖

縄ターミナル株式会社（ＯＴＣ）の船溜まりにお

いて、夜間水難救助訓練を実施しました。 

 本訓練においては、夜間に発生した水難事故に

対しての初動体制の確認と各種水難救助資器材

を用いた訓練、さらに夜間における水中動作の再

確認を実施し、隊員相互の技術向上を図ることが

できました。 

 管内においては、金武湾及び中城湾の重要港湾

に面した地域性を考慮し、今後も訓練内容を研究

しながら、あらゆる水難事故に対応できる体制作

りに努めていきたいと考えています。 

 

 

◆ 飛行場外離着陸場で離着陸訓練を実施 

横浜市消防局（神奈川） 

 横浜市消防局航空隊では、平成２６年８月２６日（火）、当市西区と磯子区において飛行場外離

着陸場で離着陸訓練を実施しました。 

これは大規模災害等発生時の的確かつ円滑な活動に備えるため、当市内に３１か所ある飛行場

外離着陸場において各消防署とヘリコプターとの連携訓練の一環として７月から実施しているも

ので、年間を通して当市内１８消防署で各２回予定しており、これまで１１回実施しました。 

また、訓練を公開することにより、飛行場外

離着陸場を周知するとともに、地上に着陸した

ヘリコプターの見学を通じて市民の皆様に親し

まれる航空隊の実現に努めています。 

訓練を実施するにあたり、近隣住民等に訓練

のお知らせと見学の案内を行っているほか、区

ごとに小学生の見学会を計画し、また、大規模

な防災イベントに訓練を組み込むなど創意工夫

しています。見学に参加された方々は、ヘリコ

プターの性能等の説明に耳を傾け質問をしたり、

笑顔でヘリコプターと記念撮影を行いました。 
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【消防事務の委託に関する協議書調印式の様子】 

【消防団応援自動販売機を設置】 

そ の 他 

 

◆ 消防事務の委託に関する協議書調印式を実施 

富田林市消防本部（大阪） 

富田林市と河南町は、平成２６年７月２４日

（木）、消防事務の委託に関する協議書調印式を

実施しました。 

多田利喜富田林市長と武田勝玄河南町長が力

強く握手し、消防行政サービス向上と地域の発

展を目指す決意を新たにしました。 

この調印により、１０月１日（水）からは河

南町の消防事務を富田林市が受託することとな

り、活動する車両が、救急車６台、はしご車２

台、救助工作車１台、消防ポンプ車２台、消防

タンク車６台、消防積載車２台等、消防職員は

１３４人から１５８人となります。 

 

 

◆ 東海三県初の消防団応援自動販売機を設置 

大府市消防本部（愛知） 

大府市消防本部では、平成２６年８月６日

（水）から株式会社伊藤園の協力により当市内

消防団詰所の全７か所と当市消防本部の計８か

所に消防団応援自動販売機を設置しました。 

消防団応援自動販売機を消防団と地域を結び

つけるツールと位置づけ、消防団の知名度アッ

プ及び消防団員の確保に繋げます。 

本事業は、市民が直接、消防団を応援してい

ただけるよう売り上げの一部が消防団の充実強

化のため寄附され、消防団員の確保など消防団

活性化事業として活用されるシステムとなって

います。 

 

 

◆ 消防本部の住所変更について 

  ○ ３２１１６ 岳
がく

北
ほく

消防本部（長野） 

   新住所 〒３８９－２２５３ 飯山市大字飯山３６９０番地１（下線部が変更箇所） 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２６年９月４日から運用開始 
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【山岳耐久訓練の様子：谷川岳】 

 
 
 
 
◆ 校外合宿による消防活動訓練を実施 

千葉市消防学校（千葉） 

 千葉市消防学校では、平成２６年８月５日（火）から８日（金）までの４日間、群馬県みなか

み町にある保養施設「高原千葉村」において、初任科生の校外研修（合宿による消防活動訓練）

を実施しました。 

 最高気温３８℃の炎天下のなか、急勾配での体

力強化訓練、ゲレンデでの林野火災対応・消防活

動総合訓練（消火・救助・搬送・応急措置等）、山

岳耐久訓練（谷川岳 1,963m）などを、互いに声を

掛けあい、励ましあいながら懸命に行いました。 

 当市消防学校において、本訓練は初任科の恒例

行事となっており、校外という新鮮な気持ちのな

かでの充実した訓練によってスキルアップを果た

すとともに、同じ志を持つ同期がさらに絆を深め

ることを目的に実施しています。 

    
 
 
 
 

消防庁通知等 

 

◆ エボラ出血熱に関する対応について（情報提供）（９月３日、事務連絡） 

  救急企画室より、各都道府県消防防災主管部（局）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。 

 

平素より、救急行政の推進について御理解、御協力いただき御礼申し上げます。 

西アフリカで流行が続いているエボラ出血熱について、厚生労働省では、エボラ出血熱専用

ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola.html）を

開設し情報提供を行っており、当該ホームページには、エボラ出血熱の発生状況、Q＆A、感染

症の患者の移送の手引き等が掲載されています。 

各都道府県の消防防災主管部（局）においては、当該ホームページに掲載される上記の情報

等を適宜御確認いただくとともに、引き続き、各衛生主管部（局）との情報共有や連携に御留

意いただくようお願いします。 

また、貴職においては、貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む。）

に対しても、この旨を周知いただくようお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/emergency_rescue/kyukyu_kyujo_tuchi/2014/20140903-1.pdf）に掲載

されています。 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】救急企画室 

寺谷専門官、平井、立花 

消防学校からの便り 
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◆ 平成２６年秋季全国火災予防運動の実施について（９月３日、消防予第３４９号） 

  消防庁長官より、各都道府県知事、各指定都市市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。 

 

本年の秋季全国火災予防運動については、平成 26 年 11 月９日から 15 日までの７日間にわた

り、別添「平成 26 年秋季全国火災予防運動実施要綱」（省略）に基づき、実施することといた

します。 

貴職におかれましては、本運動及び関連行事への住民の積極的な参加を促し、火災及び災害

に強いまちづくりの継続的な推進のため、特段の御配慮をお願いいたします。 

また、各都道府県知事におかれましては、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。）に対しても周知していただきますようお願いいたします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2609/pdf/260903_yo349.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２６年秋季全国火災予防運動の実施について（９月３日、消防予第３５０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26年秋季全国火災予防運動については、平成26年９月３日付け消防予第349号により実施

要綱を定め、各都道府県知事等あてに消防庁長官から通知したところですが、当該実施要綱に

掲げる推進項目等の実施にあたり参考になると考えられる事項を、別添１「平成26年秋季全国

火災予防運動実施要綱について」（省略）のとおりとりまとめましたので送付します。 

なお、前回実施した平成26年春季全国火災予防運動期間中における行事等の実施結果につい

ては、「平成26年春季全国火災予防運動の実施結果について」（平成26年６月２日付け事務連絡）

のとおりですので、これらを参考としながら各地域の実情に応じた運動の実施について検討い

ただくとともに、今回の実施結果について、別添２（省略）により報告いただきますようお願

いします。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の各市町村（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。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2609/pdf/260903_yo349.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 「放射性物質事故等対応資機材に関する検討会」の発足（９月１０日） 

放射性物質や放射線の環境下における消防活動について、より安全かつ効果的・効率的に実

施することが期待できる対応資機材について検討を行うため、「放射性物質事故等対応資機材

に関する検討会」（以下「検討会」という。）を発足することとしましたのでお知らせします。 

 

１ 背景・目的 

消防庁では、東京電力(株)福島原子力発電所事故等の消防活動や近年のNBC災害対策資機材

【問い合わせ先】予防課予防係 

福井、増沢、大槻 

【問い合わせ先】予防課予防係 

福井、増沢、大槻 
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の高性能化に伴う検知、除染、救助等の活動手法の進展などを踏まえ、平成２５年度に「原

子力施設等における消防活動対策マニュアル」を改訂したところです。 

本検討会は、現在マニュアルにおいて示している放射性物質等の環境下における消防活動

が、より安全かつ効果的・効率的に実施することが期待できる対応資機材について検討を行

うことを目的とするものです。 

２ 主な検討内容 

（１） 消防隊員が使用する新たな放射性物質事故等対応資機材について 

（２） 上記（１）の資機材を活用した消防活動の有効性について 

（３） その他 

３ 今後のスケジュール 

平成２６年９月１７日(水)に第１回検討会を開催する予定です。 

４ 検討会委員 

別紙委員名簿のとおり（省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2609/260910_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況 

（平成26年9月1日現在）（９月１０日） 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況につき

まして、平成２６年９月１日時点の状況を第１５０報にとりまとめましたのでお知らせします。 

なお、被害報全文については、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_new.html）に掲載しています。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2609/260910_1houdou/02_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】特殊災害室 

担当：古澤課長補佐、齋藤係長

【問い合わせ先】応急対策室 

担当：五十嵐、安西、原、近藤


