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週間情報 

【ニュースキャスターを一日救急隊長に任命】 

 
 
 
 
 

 

 

行   事 

 

◆ 「救急の日」にニュースキャスターを一日救急隊長に任命 

山県市消防本部（岐阜） 

山県市消防本部では、平成２６年９月９日（火）、

救急の日のイベントとして、地元で愛されている

ケーブルテレビ局（シーシーエヌ株式会社）の 

ニュースキャスター髙橋れいかさんを一日救急

隊長に任命し、交通事故現場を想定した救急シミ

ュレーション訓練の見学や救命講習を体験して

いただきました。 

イベントの様子は、地域の話題を発信するエリ

アトピックスの番組内で紹介され、「救命」の願

いとともに市民に配信されました。 

 

 

 

 

◆ 「古い町並み～人力車」で救急の日のＰＲを実施 

高山市消防本部（岐阜） 

高山市消防本部高山消防署では、平成２６年９月９日（火）、「救急の日」に伴うイベントの一

環として、市内の観光名所である高山市上三之町「古い町並み」において、救命講習の普及啓発

や救急車の適正利用についての広報活動を実施しました。 

今回の取り組みは、平成１６年７月に一般市民によるＡＥＤの使用が認められ今年で１０年目

であることから「使おうＡＥＤ」「減らせ突然死」と記したシートを人力車６台に取り付け、いざ

という時、多くの方々に勇気を出してＡＥＤを使用してもらうことを広報の重点課題としました。 

地元民芸品の「さるぼぼ」を模したキャラクターがＡＥＤを持ち人力車に乗り、「古い町並み」

を練り歩き、市民や観光客らへＡＥＤのＰＲを行うと同時に、ストレッチャー上に応急手当の人

形を載せ消防職員が「胸骨圧迫」の実演を行いながら移動しました。また、希望者にはその場で

胸骨圧迫の体験を実施してもらい「心肺蘇生法」の必要性・重要性について理解を深めて頂きま

した。 

   
【人力車によりＰＲしている様子】         【人力車に取り付けたシート】 
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【幼年消防クラブによる防火パレード】

◆ 幼年消防クラブによる防火パレードを開催 

岩見沢地区消防事務組合消防本部（北海道） 

岩見沢地区消防事務組合消防本部では、平成 

２６年９月１２日（金）、よいこのくに幼稚園

幼年消防クラブによる防火パレードを開催し

ました。 

園児手作りのおみこしで市内を練り歩き、威

勢のよい掛け声で防火を呼びかけました。毎年

行われている恒例行事ですが、消防署に立ち寄

った園児たちの笑顔に、署員たちも出動の緊張

から解放され目を細めていました。 

 

 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 拠点機能形成車両装備品を活用した野営訓練を実施 

習志野市消防本部（千葉） 

習志野市消防本部では、平成２６年８月２９日（金）から３１日（日）にかけて、消防長以下

４３名が参加し、拠点機能形成車両の装備品を活用した野営訓練を実施しました。 

 この拠点機能形成車両及び装備品については、「消防組織法第５０条の国有財産の無償使用」に

より平成２６年３月に当市に配備されたもので、大規模災害時における緊急消防援助隊の活動を

支援する目的で整備され、一度に２５人を収容できる大型テント４基をはじめ、１００人分の寝

具セットや簡易シャワー、調理器具、浄水器などを備えています。 

 今回は、出動要請があった際に迅速な活動を行うことを目的とし、調理器具を活用しての夕食

作りや、簡易シャワーの体験、大型テント内にて８０インチスクリーンを使用しての現場活動検

討会などを実施し、職員はテントにおいて野営しました。 

 南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生が懸念されるなか、緊急消防援助隊に対する期待と

役割は大きく、今後、当市消防本部としては、出動要請があった際には迅速かつ的確に活動でき

るよう全力で取り組んでまいります。 

   
【拠点機能形成車両装備品を活用した野営訓練を実施】 
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【救急技術確認訓練を実施】 

◆ 解体予定建物を活用した震災対応訓練を実施 

丸亀市消防本部（香川） 

丸亀市消防本部では、平成２６年９月５日（金）、市内にある解体予定の耐火造２階建て共同住

宅において、香川県警察本部警備部機動隊及び市内医療機関ＤＭＡＴの合計６０名が参加し、合

同による震災対応訓練を実施しました。 

この訓練は、「耐火造建物におけるブリーチング」及び「ＤＭＡＴとの連携」に主眼を置き、２

階床面の破壊進入を想定した要救助者への対応では、救助隊員の観察結果を基にＤＭＡＴからの

医学的助言を得ながら、アリゾナボーテックスを活用したロープレスキューシステムによる救出

活動を行い、非常に有意義な訓練となりました。 

今後も同様の各種訓練を企画立案し、活動技術の更なる向上に努めていきます。 

   
【救出活動の様子】             【ＤＭＡＴ連携の様子】 

 

 

◆ 処置範囲拡大に伴う救急技術確認訓練を実施 

瀬戸市消防本部（愛知） 

瀬戸市消防本部では、平成２６年９月５日（金）から２４日（水）までのうち５日間、救急救

命士の処置範囲拡大の運用開始に向け、救急技術

確認訓練を実施しました。 

 この訓練は、処置範囲拡大に伴う追加講習を修

了した救急救命士が中心となり、救急隊、消防隊

がチームトレーニングを実施することで、その成

果を確認するとともに、訓練を通じ救急隊と消防

隊との連携の強化及び現場対応能力の向上を目

的として実施しました。 

 訓練当日は、救急隊と消防隊で編成した出場隊

が、①低血糖による意識障害症例、②ショック症

例のうち、いずれかの想定が与えられ、出動指令

から模擬医療機関への搬送までの一連の活動を

実施し、その活動が適切に実施できているかを訓

練検証者が確認しました。 
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【警防研修会の様子】 

研 修 等 

 

◆ 台風シーズンに備えて 警防研修会を実施 

佐倉市八街市
やちまたし

酒々井町
し す い ま ち

消防組合（千葉） 

 佐倉市八街市酒々井町消防組合では、平成２６年８月２８日（木）、２９日（金）の２日間、電

気災害についての警防研修会を実施し、５４名

の職員が参加しました。 

今回の研修会は、昨年の台風２６号の教訓か

ら、特に風水害時に発生が懸念される配電線災

害の対応について学ぶべく、東京電力成田支社

から５名の講師を招き、電気の基礎知識、配電

設備の仕組み、電気火災事故事例等についてそ

れぞれの専門部門ごとに講義を受けました。 

台風シーズン前に研修会を実施したことで、

配電線の断線時の初動対応について再確認する

ことができました。また、職員から質問の多か

った太陽光発電についても補足説明があり、今

後の消防活動に繋がる有意義な研修会となりま

した。 

 

 

◆ 救急講演会及び応急手当普及啓発功労者表彰を実施 

四日市市消防本部（三重） 

 四日市市消防本部では、救急医療週間にあわせて平成２６年９月３日（水）に救急講演会を開

催しました。今年は、「四日市アルコールと健康を考えるネットワーク」の猪野亞朗医師を迎え「ア

ルコールと救急について」と題して、救急医療現場でのアルコール患者の現状、各関係機関の連

携についての講演を行いました。 

 また、本市では平成２３年４月に四日市市救急ボランティア制度を発足させ、応急手当普及員

の方が救急ボランティアとして登録し数多くの救命講習の指導を行っています。今年、この制度

が発足して３年経過したことを機に応急手当普及啓発功労者表彰を実施し、応急手当普及啓発へ

の取り組みが積極的で他の模範となる救急ボランティアの方と事業所に対して感謝状と記念品を

贈呈しました。 

   
【救急講演会の様子】              【表彰式の様子】 
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【感謝状贈呈式の様子】 

◆ 平成２６年度消防技術安全所検証・研究成果発表会の開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁消防技術安全所では、平成２６年９月１９日（金）、東京消防庁消防学校において平

成２６年度消防技術安全所検証・研究成果発表会を開催しました。 

消防最前線での課題をテーマとした検証・研究成果について、消防技術安全所員による４テー

マの発表及び７テーマのポスターセッションを実施したほか、千葉市消防局の下田直史氏により、

「硫酸貯蔵タンク爆発火災調査」と題してゲスト発表を行いました。 

また、昨年９月に 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催が決定したことか

ら、特別講演の講師として国立大学法人横浜国立大学大学院環境情報研究院教授の野口和彦先生

を迎え、「国際大型イベント下の危機管理について」と題しての講演を実施しました。 

会場には、全国から５５の消防本部、企業や大学研究機関など多数の方々が聴講に訪れ、災害

の第一線で活動している現場の声や提案等が多数寄せられ、検証・研究に関する意見交換が積極

的に行われるなど、盛況で有意義な場となりました。 

なお、消防技術安全所が発表した検証・研究成果の詳細は、消防技術安全所ホームページ上

（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-gijyutuka/index.html）の「消防技術安全所報５１号」に

掲載する予定（１０月中旬）ですので、是非参考にしてください。 

   
        【発表の様子】            【ポスターセッションの様子】 

 

 

そ の 他 

 

◆ 消防協力者(人命救助)に対する感謝状贈呈式を実施 

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８月２９日（金）、消防本部講堂において、消

防協力者に対する組合管理者からの感

謝状贈呈式を行いました。 

感謝状が贈られた７人の方々は、７月

に管内猪苗代湖において発生した水難

事故に際し、助けを求めていた６０歳代

の男性を発見するとともに、連携協力し

て人命救助活動を行いました。 

水難事故における救助活動は一刻を

争う事態にありますが、迅速な活動が尊

い人命を救いました。 

勇気ある行動に心から感謝いたします。 

 



6 
 

【救急活動協力者へ感謝状を贈呈】 

◆ 救急活動協力者へ感謝状を贈呈 

大東四條畷
だいとうしじょうなわて

消防本部（大阪） 

大東四條畷消防本部では、平成２６年９月１１日（木）、救命活動に貢献した３名へ感謝状を贈

呈しました。 

この表彰は、平成２６年４月、管内事業所にお

いて、心肺停止状態になった傷病者に対し、迅速

な１１９番通報と適切な心肺蘇生法等の救命処

置を救急隊の到着まで実施したことにより、尊い

人命が救われたことに対するものです。現在この

傷病者は無事に社会復帰されています。 

また、本事案で貢献された方のなかに救命講習

の受講者がおり、応急手当普及啓発活動の重要性

を改めて認識する事例となりました。 

今後も「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に注力していきます。 

 
 
 
 
 
◆ 初任科生が訓練を披露 

京都府立消防学校（京都） 

京都府立消防学校では、平成２６年９月１８日（木）、初任教育第４１期生による訓練披露を実

施しました。 

この訓練披露は、入校当初から学んできた実技訓練を消防関係者や入校生の家族等に披露する

もので、今年の４月７日に京都府内１３消防本部から入校している５７名（内女性２名）が、多

くの方が見守るなか、訓練礼式、救助基本訓練、ポンプ操法、そして消防訓練を立派に披露する

ことができました。 

また、１０月１日から１０月２９日までの約１か月間、専科教育救助科を開講し、初任科生に

も同時受講させる予定としており、１１月１４日に当消防学校を巣立っていく予定となっていま

す。 

   
【救助基本訓練風景】            【ポンプ操法風景】 

 

消防学校からの便り 
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消防庁通知等 

 

◆ 防災映像情報送信要綱等の一部改正について（通知）（９月１６日、消防情第２５０号） 

  防災情報室長より、各都道府県消防防災主管部長（局）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。 

 

被害状況等の画像情報については、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第４０条の規定に

基づき、火災・災害等即報要領（昭和 59 年 10 月 15 日消防災第 267 号）に則って報告頂いてい

ます。 

災害時における円滑な情報伝達体制を確保するにあたり、地域衛星通信ネットワークを活用

した映像送信については、平成９年３月１０日消防情第５２号により「防災映像情報送信要綱」、

「防災映像情報送信要綱運用細目」を定めると共に、「防災映像送受信統一訓練計画」を定め、

映像情報の送受信に必要な技術の習得及び向上を図っているところです。 

このたび、一部改正から６年が経過したことから、見直し及び所要の整理を行い、要綱等の

一部を改正しましたので通知します。 

都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村を管轄する消防本部（指定都市を管轄す

る消防本部、東京消防庁を除く。）へ本内容について周知をお願いします。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2609/pdf/260916_jo250.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２６年度防災映像送受信統一訓練の実施について（通知） 

（９月１７日、消防情第２５１号） 

  防災情報室長より、各都道府県消防防災主管部（局）長、川崎市役所総務局長・各衛星地球

局保有消防本部消防長、各無線中継車配備消防本部消防長、各可搬型衛星地球局配備消防本部

消防長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。 

 

大規模災害時において、被災地の映像情報を収集・伝達することは、災害規模等の迅速な掌握

や的確な広域応援の実施等に大いに資するものであり、火災・災害等即報要領（昭和５９年１０

月１５日消防災第２６７号）においても迅速な即報にあわせ、地域衛星通信ネットワークを活用

した映像情報の送信について定めているところです。 

災害時における円滑な情報伝達体制を確保するにあたっては、平成９年３月１０日消防情第５

２号により防災映像情報送信要綱及び防災映像情報送信要綱運用細目を定めると共に、防災映像

送受信統一訓練計画を定め、映像情報の送受信に必要な技術の習得及び向上を図っています。 

このたび、更なる初動対応の習熟と迅速化を主眼とし、下記（省略）のとおり平成２６年度防

災映像送受信統一訓練を実施しますので御協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2609/pdf/260917_jo251.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】 

防災情報室通信管理係 

担当：大石・鈴木 

【問い合わせ先】 

防災情報室通信管理係 

担当：鈴木 
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◆ 平成26年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について 

（９月２４日、消防予第３７３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

おり事務連絡されましたのでお知らせします。 

 

標記について、「平成 26 年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について」（平成 26

年９月９日付け国住指第 2042-2 号）により、国土交通省住宅局長から別添（省略）のとおり協

力依頼がありました。 

各特定行政庁より合同査察等の協力依頼があった場合は、必要に応じて対応していただくよ

うお願いします。 

なお、平成 26 年度違反建築防止週間を契機として重点的に取り組むべき事項の具体的な内容

として、違法貸しルーム対策が掲げられていることから、各消防本部にあっては、「多人数の居

住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物における建築部局

との連携について」（平成 25 年６月 10 日消防予第 230 号）及び「多人数の居住実態がありなが

ら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物における建築部局との連携の推進に

ついて」（平成 26 年５月９日消防予第 177 号）により対応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等（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/260924_yo373.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】 

予防課 企画調整・制度・防災管理係 

担当：千葉違反処理対策官 、桂川係長、安田総務事務官


