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週間情報 

【危険物委員会の様子】

【警防防災委員会の様子】

 
 
 
 
 

 

 

◆ 第２０回全国消防長会警防防災委員会の開催 

全国消防長会警防防災委員会 

 平成２６年１０月１６日（木）、三重県鈴鹿市（鈴鹿サーキットホテル）において、第２０回全

国消防長会警防防災委員会を開催しました。 

会議における議題等は次のとおりです。 

【議案】 

 １ 太陽光発電設備に使用する配線への感電防止表示について 

２ はしご車のオーバーホールの実施に係る課題について 

【情報交換】 

 １ 通行禁止道路の通行許可について 

 ２ 消防用無線局による１５０ＭＨｚ帯の周波数の使用期限後における長大トンネルの無線通 

補助設備の対応について 

【情報提供】 

 １ 第４３回消防救助技術近畿地区指導会水上の部の 

事故について 

２ 最近の消防情勢について 

 ３ 平成２６年度の消防研究センターの事業について 
 ４ 広域化への対応及び当センターにおける監理業務 

の受注状況について 
 ５ 日本防炎協会の事業取組状況について 

 【その他】 

  次期開催地について 
 
 
◆ 第６３回全国消防長会危険物委員会の開催 

全国消防長会危険物委員会 
平成２６年１０月１６日（木）、北海道苫小牧市（グランドホテルニュー王子）において、第   

６３回全国消防長会危険物委員会を開催しました。 
会議における議題等は次のとおりです。 

【議案】 
 １ 既設の二重殻タンクにおける地下埋設配管の漏れの 

点検の附則適用について 
 ２ ホームセンター等で販売されている混合油缶に対す 

る規制及び表示について 
 ３ 石油コンビナート等における事故防止対策について 
 ４ 次期開催地について 
 ５ その他 
【情報提供】 
 １ 石油コンビナート等特別防災区域における防災対策の動き 
 ２ 化学工場における爆発火災事故 
 ３ マグネシウム取扱工場で発生した火災への対応について 
 ４ 平成２６年度の消防研究センターの事業 
 ５ 保安診断業務の充実強化に関する検討の実施等について 
 ６ 危険物事故防止対策推進のための消防機関支援事業 
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◆ 消防実務講習会（警防）の開催 旭川市 

一般財団法人全国消防協会北海道地区支部 

一般財団法人全国消防協会北海道地区支部では、平成２６年１０月１５日（水）、旭川市（大雪

クリスタルホール及び北海道旅客鉄道株式会社旭川運転所）において、列車火災・事故発生時等

の消火・救助活動に関する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を開催しまし

た。 
本講習会は、警防業務に従事する職員を対象に、道内５０の消防本部から約１４０人が集まり、

午前中に関係事業所からお招きした講師による講義を受けた後、午後からは、実機車両を用いて、

車両の危険箇所や構造に関する実技講習の受講及び全国消防長

会北海道支部警防委員会主催による「人身列車事故における要

救助者のはさまれ救出訓練」の見学を行いました。 
講習科目等は、以下のとおりです。 

〇 〈座学〉「列車運行管理と事故発生時の安全確保について」 
北海道旅客鉄道株式会社鉄道事業本部運行管理センター 
主席 工藤 雅文 氏 

〇 〈実技〉「鉄道車両の構造及び危険箇所等の視察」 
北海道旅客鉄道株式会社 旭川運転所 検修科 
検修科長 柿﨑 知史 氏 他７名 

〇 〈訓練〉全国消防長会北海道支部警防委員会主催 
「人身列車事故における要救助者のはさまれ救出訓練」 
訓練隊 旭川市消防本部南消防署 
    指揮隊、救助隊、消防隊及び救急隊等 

 
 

 

◆ 消防実務講習会（平成２６年度火災調査研究発表会、救急コ・メディカルセミナー（第３６

回））の開催 

一般財団法人全国消防協会東海地区支部 
一般財団法人全国消防協会東海地区支部では、平成２６年１０月１５日（水）、１６日（木）の

２日間、名古屋市（名古屋市青少年文化センター「アートピア」）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（平成２６年度火災調査研究発表会、救急コ・メディカルセ

ミナー（第３６回））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、火災調査、救急業務に従事する職員を

対象とした講習会として、関係機関からお招きした講師による講義が行われました。 
講習科目等は、以下のとおりです。 

〇 「火災の裁判等から見た火災調査の活動」 
一般財団法人日本消防設備安全センター 違反是正支援センター 次長 北村 芳嗣 氏 

〇 「新特定行為の導入・教育と現場救急の挑戦」 
  三重大学医学部附属病院救命救急センター 石倉 健 氏 
〇 「Ｐｒｅ－ｈｏｓｐｉｔａｌとＰａｒａ－ｍｅｄｉｃｓ」 
  東京医科歯科大学医学部附属病院救命救急センター 中島 康 氏 

    

【消防実務講習会の様子】 

【平成２６年度火災調査研究発表会の様子】 【救急コ・メディカルセミナー（第３６回）の様子】
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【新規採用職員秋季訓練成果会を実施】

 

 

行   事 

 

◆ 第２回 入間市女性防火クラブによる住宅防火訪問用「リサイクル石鹸」作りを実施  

埼玉西部消防局（埼玉） 

埼玉西部消防局入間消防署では、平成２６年９月３０日（火）、入間市リサイクルプラザにおい

て、入間市女性防火クラブ員による住宅防火訪問用「リサイクル石鹸」作りを実施しました。 

このリサイクル石鹸は、平成２６年５月８日（木）に入間市内の給食センターや保育所から頂

いた廃油を原料として、クラブ員が作製したものです。今回の工程は、そのリサイクル石鹸作製

の続きで、固まった石鹸を一つ一つきれいに整形した後、包装するという細かな作業ですが、慣

れた手つきで最後まで笑顔が絶えることなく、和やかな雰囲気のなかで約４５０個の石鹸が完成

しました。 

このようにして作られたリサイクル石鹸は、独り暮らし高齢者への住宅防火訪問の際に配布し、

安全・安心を届けていきます。 

   
【入間市女性防火クラブによる住宅防火訪問用「リサイクル石鹸」作りを実施】 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 新規採用職員秋季訓練成果会を実施 

                    三郷市消防本部（埼玉） 

 三郷市消防本部では、平成２６年９月１２日

（金）、採用１、２年目の職員を対象に秋季訓練

成果会を実施しました。 

職員の大量退職に伴い消防技術の伝承が急務

となることから、採用１ヶ月後には基本訓練を基

に訓練成果会の実施を、今回の秋季訓練成果会に

おいては当市消防活動基準に準じた活動を検証

項目として訓練を実施しました。 

今後もこの様な訓練を継続して実施し、若手職

員の消防技術の向上に努めていきます。 

 

 

 

 

 

消防本部の動き



4 
 

【警察・消防合同山岳救助訓練を実施】

【山間部滑落事故救出訓練の様子】 

【山岳救助訓練を実施】 

◆ ２４時間体制で野営訓練を実施 

胆振
い ぶ り

東部消防組合消防本部（北海道） 

胆振東部消防組合消防本部では、平成２６年９月８日（月）、９日（火）の２日間、安平支署敷

地内及び安平町ときわ球場斜面において、緊急消防援助隊等で災害派遣された場合を想定し、特

別救助隊（８名）により２４時間体制で野営訓練を実施しました。 

 災害派遣された被災地での過酷な状況下で迅

速に資器材を準備し活動を行うため、エアーテン

ト等各資器材の使用方法や効率よい設営方法を

確認し、山間部滑落事故救出訓練、視界の悪い状

況下でも安全・確実・迅速な活動が行えるよう夜

間時における照明の設営や撤収訓練、道路寸断想

定による徒歩での資器材搬送、担架による傷病者

の長距離搬送やランニングでの移動訓練を実施

しました。 

当消防本部では、この様な訓練を通して災害派

遣に迅速に対応できるよう経験を積んでいます。 

   

 

◆ 山岳救助訓練を実施 

恵那市消防本部（岐阜） 

恵那市消防本部では、平成２６年９月１８日

（木）、１９日（金）の２日間、当市笠置町にあ

る笠置山クライミング場において、山岳救助訓練

を実施しました。 

１８日には岐阜県防災航空隊と山岳救助事案

が発生した場合の連携の確認を行いました。 

当市消防本部管内は山が多く、登山者も多数訪

れるため、山岳救助資機材を導入し救助隊に配備

しました。今後も計画的に訓練を実施し救助技術

の向上を目指します。 

 

 

 

 

◆ 警察・消防合同山岳救助訓練を実施 

彦根市消防本部（滋賀） 

彦根市消防本部では、平成２６年９月１９日

（金）、管内の荒神山で山岳救助に備えた警察・消

防の合同訓練を実施しました。 

警察と消防が垣根を越えて技術を出し合い、ス

ムーズな人命救助に結び付けることが狙いで、若

手警察官と消防署員３５名が参加しました。秋の

登山シーズンを迎え、より実戦的な山中での訓練

とし、「登山者が登山道から５０メートル滑落し救

助を求めている。」との想定で実施したものです。 

各隊ともに、装備品や救助資機材などの使用に

関する共通認識を持つことができ、災害に備えて

の有意義な訓練となりました。 
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【トンネル内列車事故合同訓練を実施】 

【安全運転技術訓練の様子】 

◆ ＪＲ福知山線においてトンネル内列車事故合同訓練を実施 

西宮市消防局（兵庫） 

西宮市消防局北消防署では、平成２６年９月２０日

（土）、列車の運行が終了した午前２時からＪＲ福知

山線名塩トンネル内において、列車事故発生との想定

によりＪＲ西日本及び警察と合同訓練を実施しまし

た。 

この訓練は、電車がトンネル内を走行中に地震が発

生し走行不能となり、車内に負傷者が発生したとの状

況下で、早期の乗客救護体制の確立、各関係機関との

連携及び集団災害における活動要領の習熟を図るこ

とを目的として行われ、約１６０名が参加しました。 

実際にトンネルを４００ｍ歩いての避難誘導、車両

からの救出、ホーム上でのトリアージ及びコンコース

における消防現場指揮本部とＪＲ現地対策本部との

情報共有など、実際の災害発生を念頭においた活動を

実施したことによって各関係機関との連携を強化し、

有事の際の対応力向上を図ることができました。 

 

 

◆ 若手職員の安全運転技術訓練を実施 

宮津
み や づ

与謝
よ ざ

消防組合消防本部（京都） 

 宮津与謝消防組合消防本部では、平成２６年 

９月２２日（月）から２５日（木）の４日間、若

手職員の運転技術の向上を図るため、２０歳代の

職員を対象とした安全運転技術訓練を実施しま

した。 

 地元自動車教習所の協力により、教習所内のコ

ースに消防車両を乗り入れて実施した訓練では、

クランク走行、Ｓ字走行、車庫入れ等を行い、中

型消防車両や救急車の車両感覚を養いました。 
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【感謝状贈呈式の様子】 

◆ 岩国・大竹地区特別防災区域協議会防災訓練を実施 

大竹市消防本部（広島） 

 大竹市消防本部では、平成２６年９月２９日（月）、岩国・大竹地区石油コンビナート等防災計

画に基づき、防災区域内で震度６強の地震が発生し、屋外タンク貯蔵所から酢酸が漏洩、火災が

発生したとの想定で市内特定事業所等と防災訓練を実施しました。 

また、本訓練では、防災活動中に多数の自衛消防隊員が酢酸溶液を被液したとの情報により、

県に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の出動を要請し、出動した広島西医療センターＤＭＡＴと

救急隊が、仮救護所での患者受入れから搬送までの一連の流れを確認しました。 

 訓練の終わりに、当市消防本部と特定事業所が一斉放水を行い、災害発生時における防災活動

の習熟と各関係機関の緊密な協力体制の構築を目的とした訓練を終了しました。 

   
【ＤＭＡＴとの連携の様子】           【一斉放水を実施】 

 

 

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９月２９日（月）、消防本部講堂において、

急病事故における消防協力者に対する感謝状贈

呈式を行いました。 

これは郡山市南二丁目のセブンイレブンに勤

務されている２人に感謝状を贈呈したものです。 

この事案は、８月下旬に同店舗で買い物をして

いた６０代の女性が突然倒れ、心肺停止状態とな

った急病事故において、迅速な１１９番通報及び

心肺蘇生を行うなど、相互に連携協力した人命救

助活動にあたり、到着した救急隊に引継がれた女

性は一命をとりとめ、社会復帰されたものです。 

なお、この消防協力者は７月中旬に当消防職員

が行った救命講習を受講しており、講習で身に付

けた適切な心肺蘇生が行われました。 
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【救急相談ダイヤルの運用を開始】

◆ 救急相談ダイヤルの運用を開始 ～住民の安心と安全のために～ 

西入間広域消防組合消防本部（埼玉） 

西入間広域消防組合消防本部では、住民からの救急相談に対応し更なる住民サービスの向上と

救急車適正利用のため平成２６年１０月１日（水）から２４時間３６５日対応の救急相談ダイヤ

ルを設置しました。 

問い合わせ内容は救急車を要請すべきか、緊急

時の対処法及び医療機関の紹介等で、基本的には

救急救命士及び救急隊資格者が対応し、判断に迷

う場合は埼玉医科大学及び埼玉医科大学国際医

療センターの医師に指示を仰ぐシステムです。 

近年の救急出動件数は全国的にも毎年増加傾

向であり、当消防本部も例外ではなく、緊急性の

低い救急出場が多くみられます。この様な状況下

では、心肺停止状態等の一刻を争う緊迫した場面

において支障をきたすため、本事業を効果的に実

施し、「急ぐべきは急ぎ、待つべきは待つ」を基

本に今後も住民が救急医療及び救急車を安心し

て利用できる体制の整備に取り組んでいきます。 

 

 
 
 
 
◆ 初任科実科査閲・卒業式、入校式を実施 

千葉県消防学校（千葉）  

 千葉県消防学校では、平成２６年４月７日（月）に県下２９の消防本部（局）より入校した初

任科第１５８期生１２９名（うち１０名は女性）の６か月間にわたる教育訓練の修了にあたり、

各所属長、御家族を招いて、９月１７日（水）に実科査閲を、１８日（木）に卒業式を挙行しま

した。 

この６か月間の厳しい教育訓練を耐え抜いた１２９名全員が、立派な消防人となり、各地域で

活躍するものと教職員一同は確信しています。 

また、９月２９日（月）、初任科第１５９期の入校式を挙行しました。２７の消防本部（局）よ

り１２０名が入校し、平成２７年３月２０日までの間、厳しい教育訓練を受けることとなります。 

 当校では、近時に発生した土砂災害や噴火災害などを鑑み、初任科生に対し教職員が一丸とな

って教育訓練を実施し、卒業後は大規模化・複雑化する災害に立ち向かえる消防人となり、県内

の各地域で活躍することを期待しています。 

   
【実科査閲の様子】             【卒業式の様子】 

 

消防学校からの便り 
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【入校式における代表学生による宣誓】         【初任科第１５９期生】 

 
 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する

省令の公布について（１０月１４日、消防特第２１２号） 

  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。 

 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（以下「施設省令」

という。）の一部を改正する省令（平成26年総務省令第79号）が本日公布され、平成27年４月１

日から施行されることとなりました。 

今回の改正は、災害の現場において市長村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又

はその委任を受けた市町村（特別区の存する区域においては、都。）の職員から事業実施の統括

管理者に対し石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）第24条の2に基づく要求が

あった場合には情報提供が適切に行えるよう、その体制に関することを新たに防災規程に定め

なければならない事項とし、災害時における特定事業所からの情報提供の仕組みをあらかじめ

構築することにより災害時の初動対応、事故の拡大防止や被害の軽減などを図ることを目的と

する規定の整備等を行ったものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道

府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 
第一 防災規程に新たに定めなければならない事項 

「災害の現場において市長村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委

任を受けた市町村（特別区の存する区域においては、都。）の職員から特定事業所の事業実

施の統括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に

関すること。」を追加すること（施設省令第26条関係）。 

第二 施行期日に関する事項 

施行期日は、平成27年４月１日とされたこと。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2610/pdf/261015_toku212.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

国 等 の 動 き
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◆ 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について（１０月１６日、消防予第４１２号） 

  消防庁次長より、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。 

 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成２６年政令第３３３号。以下「改正令」という。）、

消防法施行規則及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供

する設備等に関する省令の一部を改正する省令（平成２６年総務省令第８０号。以下「改正規

則」という。）、火災通報装置の基準の一部を改正する件（平成２６年消防庁告示第２４号。以

下「火災通報装置基準告示」という。）、加圧送水装置の基準の一部を改正する件（平成２６年

消防庁告示第２５号。以下「加圧送水装置基準告示」という。）及び屋内消火栓設備の屋内消火

栓等の基準の一部を改正する件（平成２６年消防庁告示第２６号。以下「屋内消火栓等基準告

示」という。）が平成２６年１０月１６日に公布されました。 

今回の改正は、有床診療所における最近の火災の事例等に鑑み、病院、有床診療所等につい

てスプリンクラー設備等の設置を行わなければならない施設の範囲を拡大するとともに、消火

器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備及び消防機関へ通報する火

災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の整備を行うものです。 

貴職におかれましては、下記事項（省略）に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、

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/tuchi2610/pdf/261016_yo412.pdf）に掲載されています。 

 

 

報道発表 

 

◆ 第２３回危険業務従事者叙勲（消防関係）（１０月１１日、消防庁） 

 

第２３回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、６２３名で勲章別内訳は次のとおりで

す。 

瑞宝双光章      ３３２名 

瑞宝単光章      ２９１名 

  計        ６２３名 

（受章者名等は、別添（省略）の受章者名簿に記載されています。） 

 

 発令年月日 平成２６年１１月３日（月） 

 

受章者は、消防職員として国民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防御するため、永

年にわたり著しく危険性の高い業務に精励するとともに消防力の強化、充実に尽力され、消防

の発展に貢献し、社会公共の福祉の増進に寄与された方々です。 

 

○ 伝達式日程 

１ 日   時 １１月１１日（火）１１時１５分～１１時４５分 

２ 場   所 日比谷公会堂 

東京都千代田区日比谷公園１番３号 

３ 出席予定者 総務大臣、消防庁長官、消防庁次長、審議官、消防大学校長、 

消防研究センター所長、総務課長 

 

※ 名簿には、１０月７日（火）の閣議において、勲章が授与されることに決定した者を記載

しておりますが、発令日までの間に、名簿の記載事項に異動が生じることもありますので、

ご承知おきください。 
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○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261011_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

◆ 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正する

省令（案）に対する意見募集結果、省令の公布（１０月１４日、消防庁） 

 

消防庁では、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一

部を改正する省令（案）の内容について、平成26年７月26日から平成26年８月24日までの間、

国民の皆様から広く意見を募集したところ、５件の御意見をいただきました。いただいた御意

見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表します。 

また、意見募集の結果を踏まえ、当該省令を本日公布しました。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261014_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

◆ 平成２６年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施（１０月１５日、消防庁） 

  

 緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練は、大規模・特殊災害時における緊急消防援助隊の技

術及び連携活動能力の向上を目的に、平成８年度から全国を６ブロックに分けて実施していま

す。 

 今年度の訓練では、近年発生した災害の教訓を踏まえ、迅速な出動や長時間の活動を想定す

るとともに、地元消防団や自衛隊・警察・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の関係機関との

連携訓練を多く取り入れるなど実践的な訓練を実施します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261015_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

◆ 平成26年９月及び夏期の熱中症による救急搬送の状況（１０月１５日、消防庁） 

  

 熱中症による救急搬送人員数について、夏期（平成26年６月～９月）の確定値を取りまとめ

ましたので、９月の確定値とともに、その概要を公表します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261015_1houdou/02_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】総務課 

担当：小谷政策評価広報官、野村係長

【問い合わせ先】特殊災害室 

担当：宮崎補佐、橘高係長 

【問い合わせ先】広域応援室 

担当：塩谷、根本、村主、楢橋 

【問い合わせ先】救急企画室 

担当：寺谷、平井、大迫 
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◆ 消防法施行令の一部を改正する政令（案）等に対する意見募集の結果及び政令等の公布 

（１０月１６日、消防庁） 

  

 消防庁では、消防法施行令の一部を改正する政令（案）等の内容について、平成26年７月19

日から平成26年８月17日までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、17件の御意見

をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたの

で公表します。また、意見募集の結果を踏まえ、本日、当該政令等を公布しました。（以下省

略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261016_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

情報提供等 

 

◆ 東京消防庁における平成２７年度受託研修に関するお知らせについて 
東京消防庁（東京） 

 東京消防庁では、各消防本部の希望職員を対象とし、受託研修を実施しています。 

 これまでの実績で、要望の多い「高度救助技術」及び「火災調査技術」の平成２７年度実施の

受託研修について、下記のとおり実施することとしましたのでお知らせします。 

 なお、多数の消防本部職員が受託研修に参加できるよう、各消防本部努めて１名の申し込みで

お願いします。 

＜申込受付期間＞ 

平成２６年１１月１日（土）から平成２６年１１月１５日（土）まで 

＜申込方法＞ 

任意様式にて、希望研修名・対象研修生・希望する研修内容（具体的な研修内容等）・研修を希

望する理由・担当者連絡先を明記し、申込期間中に jinjika4@tfd.metro.tokyo.jp へメール送信

してください。申し込み多数の場合、選考させて戴きます。 

研修決定本部には、電話による決定連絡後、当庁所定の様式により正式申請をして戴きます。 

＜対象となる研修、標準期間、実施時期＞ 

研修名 期間 対象者 実施時期 受入人数 

高度救助技術研修 

（消防救助機動部隊に

おける訓練） 

２日勤 

救助業務を専従して担当し

ている者で研修内容を業務

に活かす意欲のある者 
平成２７年４

月から平成２８

年３月までの間

で当庁が指定す

る期間 

各消防本部

１名 火災調査技術研修 

（火災現場における 

調査実習等） 

５日勤 

火災調査に関して各消防本

部の指導的な立場、または

今後指導的な立場になる者

で、研修内容を業務に反映

する意欲のある者 

※火災調査初心者向けの研

修ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】予防課 

担当：吉村補佐、新納 

【問い合わせ先】         

東京消防庁人事部人事課     

試験研修係 石澤 鹿島     

電話 03-3212-2111 内線 3146 
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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 


