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週間情報 

【第１００回全国消防長会予防委員会の様子】

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 第１００回全国消防長会予防委員会を開催 

全国消防長会予防委員会 

平成２６年１０月２３日（木）、鹿児島県鹿児島市

（城山観光ホテル）において、第１００回全国消防長

会予防委員会を開催しました。 

会議における報告事項、議題等は次のとおりです。 

【報告事項】 

  第９９回全国消防長会予防委員会会議結果につ 

いて 

【議題】 

 １ 住宅用火災警報器の新たな基本方針について 

 ２ 焼肉店の出火防止対策について 

 ３ 次期開催地について 

【情報交換】 

 １ 歴史的建築物の転活用事例について 

 ２ 用途判定の合理性、統一性確保について 

 ３ 長屋の一部に宿泊施設等が入居した場合の消防用設備等の取扱いについて 

 ４ 立入検査計画策定方法、違反是正状況の把握・進捗管理方法、違反処理体制の構築に係る

取組状況等について 

【情報提供】 

 １ 屋外に設置されたキュービクルの火災について 

 ２ 火災調査に関する文書提出命令申立事件に伴う当市の対応について 

 ３ 表示制度において既存不適格を審査の対象とする基準の策定について 

 ４ 移動販売車から出火した事案について 

 ５ 平成２６年度の消防研究センターの事業について 

 ６ 日本消防検定協会の業務について 

 ７ （公財）日本防炎協会の事業取組状況について 

 ８ 一般財団法人日本消防設備安全センターからのお知らせについて 

 ９ 住宅用火災警報器の維持管理と交換促進について 
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◆ 消防実務講習会（予防・広報講習）の開催 

一般財団法人全国消防協会中国地区支部 

 一般財団法人全国消防協会中国地区支部では、平成２６年１０月２２日（水）、２３日（木）、

倉敷市消防局において、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・広報講

習）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・広報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、次のとおりです。 

○ よりよい報道を目指して 

  ＮＨＫ岡山放送局 放送部ニュースデスク 国吉 智宏 氏 

○ 消防活動と人権 

  倉敷市人権推進室 啓発指導員 蓮岡 鉄雄 氏 

○ 人の心をつかむ話し方 
医王山高蔵寺 住職 天野 高雄 氏 

○ 危機発生時のマスコミ対応メディアトレーニング 
㈲エンカツ社 代表取締役社長 宇於崎 裕美 氏 

    
【講習会の様子】             【模擬記者会見の様子】 
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【住宅防火対策の呼びかけの様子】 

 
 

行   事 

 

◆ 「札幌国際芸術祭 2014」においてフォトモザイクアートを制作・展示 

札幌市消防局（北海道） 

札幌市消防局中央消防署では、平成２６年７月１９日（土）から９月２８日（日）までの７２

日間開催された国際的なアートフェスティバルである「札幌国際芸術祭 2014」において、署員全

員の手でフォトモザイクアートを制作し、展示しました。 

これは、芸術祭のテーマである「自然」「都市」「経済・地域・ライフ」について、「消防」の視

点から都市の歴史と市民のライフ（生活）を守るための消防活動をフォトモザイクにより表現し、

消防への理解と市民生活の安全と安心に繋げるものとしました。 

展示初日にはイベントを行い、消防の応援団である宮の森保育園の子ども達によるマーチング

バンドが華を添え、展示期間中は、来場する市民の皆様にフォトモザイク制作を体験していただ

き、国際芸術祭への参加と火災予防の普及啓発を図りました。 

   
【完成したフォトモザイク】       【宮の森保育園によるマーチングバンド】 

 

 

◆ 足助の重要伝統的建造物群保存地区において住宅防火対策の呼びかけを実施 

豊田市消防本部（愛知） 

豊田市消防本部では、平成２６年８月２４日

（日）から９月３０日（火）までの間、住宅火災

の減少と住宅火災による被害の軽減を図るため、

国の重要伝統的建造物群保存地区（2011.6.20 選

定）に指定されている当市足助町において、地元

の消防団員とともに全６１４戸を回り、住宅用火

災警報器や消火器の設置、防炎製品の使用、放火

対策等の火災予防対策について呼びかけを実施し

ました。 

 

 

消防本部の動き
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◆ 消防団員入団促進シンポジウムを開催 

新潟市消防局（新潟） 

新潟市消防局では、平成２６年９月１３日（土）、当市消防局・消防団主催による消防団員入団

促進シンポジウムを開催しました。 

このシンポジウムでは、市民や大学・専門学校生、消防職団員など約５００名が参加し、「新し

い仲間とともに 守ろう大切な街を つなごう未来へ」をスローガンに、当市消防団の現状や入団

促進に向けた取り組みなどについて、会場一体となって考えていただきました。 

「第１部 基調講演」では、語り部・かたりすととして舞台やテレビで活動されている、公益財

団法人日本消防協会の消防応援団の平野啓子さんから「語りと防災～誇るべき地域の消防団」と

題して、消防団の歴史や自身の実体験と防災の重要性について、ご講演いただきました。 

「第２部 パネルディスカッション」では、総務省消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室の

河合宏一室長をはじめ、地域防災・消防団活動に関わっている方々をパネリストに迎え、消防団

の現状、入団促進策や女性団員の活躍、地域防災力の強化などについて討論が行われました。 

また、来場者へのアンケートにより「新潟市消防団の現状と消防団の必要性が良く理解できま

した。」との声や入団促進を図るための斬新な意見などが多く寄せられました。今後の当市におけ

る消防団員の入団促進と更なる充実強化に繋がるものと期待しています。 

   
【第１部 平野啓子さんの基調講演の様子】  【第２部 パネルディスカッションの様子】 

 

 

◆ みんなで楽しく消防体験を実施 

東京消防庁（東京） 

 東京消防庁葛西消防署では、平成２６年１０月４日（土）、葛西臨海公園「秋の公園フェスティ

バル in 葛西２０１４」において消防広報を実施しました。 

 消防ブースでのはしご車の体験乗車、消防ミニカー、防災輪なげ、応急救護体験、地震体験な

どのコーナーでは、たくさんの家族連れが楽しそうに体験していました。 

 また、東京消防庁マスコットキャラクター「キュータ」が警察ブースにいた警視庁マスコット

キャラクター「ピーポくん」と夢のコラボレーションをすると、子ども達は大喜びで記念撮影を

求める列ができました。 

 会場内では署員と来場者がふれあい、消防署を身近に感じてもらうことができました。 

   
【記念撮影の様子】                   【応急救護体験の様子】 
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【山岳救助訓練を実施】 

訓練・演習 

 

◆ 山岳救助訓練を実施 

高島市消防本部（滋賀） 

 高島市消防本部では、平成２６年９月３日(水)、１８日(木)の２日間、当市内のマキノ高原キ

ャンプ場において救助隊員による山岳救助訓練を実施しました。 

 訓練を実施したマキノ高原は以前より赤坂山の登山口として年間を通して人気が高く、中央分

水嶺高島トレイルが整備されてからはさらに登山客が増え、それに伴い救助事案も増加傾向とな

っています。 

訓練では山中の谷川での中州救出を想

定し、普段から訓練を重ねているザイル

によるロープレスキューを実施しました。

訓練施設とは違い立木等を支点とするた

め、支点の選定と構築には細心の注意を

図りながら行い、隊員間の連携を取りつ

つ、張り込みによる救助と空中ケーブル

による救助の２想定を実戦さながらに行

うことができました。 

今後も訓練を重ね、救助技術の更なる

向上に努めていきます。 

 

 

◆ 広島県防災航空隊との連携訓練を実施 

福山地区消防組合消防局（広島） 

福山地区消防組合消防局府中消防署では、平成２６年９月２１日（日）、羽高湖森林公園におい

て、府中市消防団と広島県防災航空隊との合同訓練を実施しました。 

県防災ヘリコプター「メイプル」は昨年更新された機体で、機動力が向上し、新たな装備も搭

載されたため訓練を行ったものです。離着陸の誘導や運搬用具である「もっこ」の作製方法を学

んだ後、山林火災を想定した物資や可搬ポンプの積み込み、空中でホバリングするヘリからの受

け取り訓練を実施しました。風圧に戸惑う団員もいましたが、へリに対しての動きを体験するこ

とができました。 

最後に湖を利用し、溺者をゴムボートで救出して陸へ搬送した後、ヘリに吊り上げ救助する水

難救助連携訓練を実施しました。 

防災へリの想像以上のダウンウォッシュに対しての対策が必要であることを学び、防災航空隊

との連携強化を図ることができました。 

   
【広島県防災航空隊との連携訓練を実施】 
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【流水救助合同訓練を実施】 

【集団救急搬送のブラインド訓練を実施】 

◆ 集団救急搬送のブラインド訓練を実施 

栃木市消防本部（栃木） 

 栃木市消防署では、平成２６年９月２４日（水）、市内の運動公園の敷地を貸し切り、ブライン

ド型の集団救急搬送訓練を実施しました。 

野球場にて夏祭りを実施中、観覧者が一斉に会場を出ようとして群衆雪崩が発生。負傷者が約

３０名いる模様との指令内容により、指揮隊・消防隊・救急隊・救助隊計１０隊及び栃木県消防

防災ヘリコプター、栃木県ドクターヘリコプター、

栃木警察署が出動し想定をこなしました。 

 仮設の病院やヘリ離発着場への負傷者搬送、発

災場所への医師搬送等の車両動線の確保、レイア

ウトを考えながらの現場救護所の設置を実施し

ました。また、活動の資器材もバックボード５セ

ット、携帯酸素４基、輸液セット５セット、挿管

セット５セット、チェストチューブ５セットなど

と使用できる数も実災害を想定した数に限定し、

限られた人・車・資器材で最大の救命をするため

の訓練を実施しました。 

 訓練終了後にはフライトドクターによるフィ

ードバックも行い、質疑応答により集団救急時の

問題点を解決しました。 

 

 

◆ 流水救助合同訓練を実施 

京都中部広域消防組合消防本部（京都） 

京都中部広域消防組合亀岡消防署では、平成 

２６年９月３０日（火）、管内の河川において和

歌山市消防局と合同で流水救助訓練を実施しま

した。 

今回の訓練は、台風・豪雨等による河川の氾濫

や都市水害において発生する恐れのある事案に

対応するため、流水の基礎知識や基本泳法、スロ

ーバック救助のほか、応用技術訓練として消防ホ

ースによる救助やラフティングボートと三連は

しごを使用した救助などの知識・技術を共有し、

災害対応能力の向上を図りました。 
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【平成２６年度鑑識事例研修会の様子】 

【心肺蘇生訓練キットで胸骨圧迫を学ぶ児童】

【医師の講義の様子】 

研 修 等 

◆ 平成２６年度鑑識事例研修会を実施 

大垣消防組合消防本部（岐阜） 

 大垣消防組合消防本部では、平成２６年９月１９日（金）、平成２６年度鑑識事例研修会を実施

しました。 

 独立行政法人製品評価技術基盤機構で専門官を

務める浅井幹夫氏を迎え、エアコン、ハロゲンヒ

ーター等の電気製品から出火した火災事例を基に、

調査の着眼点等のより専門的な知識について指導

をお願いしました。 

 ２時間にわたる研修には火災原因調査の経験を

持つ職員、若く経験の少ない職員を含め多数の職

員が参加し、多様化する製品により発生する火災

の原因調査技術向上を図りました。 

 また、研修内容には管内で昨年発生し、独立行

政法人製品評価技術基盤機構と合同調査を実施し

た事故事例も２件盛り込まれており、職員の意欲

向上にも繋がりました。 

 

◆ 平成２６年度第１回救急事例検討会を実施 

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部では、

平成２６年９月２４日（水）、救急隊員研修（集合

研修）として、救急隊員の資格を有する救急隊員・

救助隊員・消防隊員等９０名が参加し、当消防本

部管内の二次救急告示病院である牛久愛和総合病

院の協力のもと、平成２６年度第１回救急隊員事

例検討会を実施しました。  

 今回は、牛久愛和総合病院の「脳神経外科対応

ホットライン」を用いて搬送した事例（２例）に

ついて隊員が発表し、指導救命士及び医師からア

ドバイスをいただき、後半に医師の講義を受ける

という２部構成で行いました。会場からの質問も

多く、活気ある検討会となりました。 

 

◆ ジュニア救命講習をスタート 羽島市初、羽島市立小熊小学校で実施 

羽島市消防本部（岐阜） 

羽島市消防本部では、平成２６年１０月２日(木)、羽島市立小熊小学校において、ジュニア救

命講習を実施しました。 

この講習は、昨年度中学生に実施した救命入門

コースに続く第二弾として、幼少期から命の大切

さと「いざ」と言う時に役立つ応急手当を身に付

けるため、現場教諭と議論を重ね、小学生でも飽

きさせない 1 時限（４５分）の体験型の講習カリ

キュラムとなっています。 

児童からは「声をかける勇気が必要。」と、校長

先生からは「この講習をきっかけとして、社会か

ら守られている自分と、社会に役立つ自分を一層

意識してくれるものと期待しています。」と感想が

寄せられました。「知る」から「覚える」へステッ

プアップする岐阜県内でも先進的な取り組みです。 
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消防庁通知等 

 

◆ 「防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について」の一部改正について（通知） 

（１０月２３日、消防特第２２１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。 

 

特定事業所が作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程及び共同防災規程の

作成指針と概説等について」（平成19年3月20日付け消防特第34号、以下「第34号通知」という。）

を参考とし指導いただいているところです。 

今般、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（平成26年総務省令第79号）が平成26年10月14日に公布され、災害の現場において

市町村長（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が、防災規程に定めなけれ

ばならない事項として新たに追加されたことにより、下記（省略）のとおり第34号通知の一部

を修正しました。 

また、併せて、「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進につい

て」（平成24年3月30日付け消防特第63号）や「異常現象の発生時における迅速な通報の確保に

ついて」（平成24年3月30日付け消防特第62号」等、第34号通知以降に発出した通知等（以下「既

発の通知等」という。）を踏まえた見直しを行いました。 

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、この旨周知していただきますようお願いします。 

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/tuchi2610/pdf/261023_toku221.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】特殊災害室 

担当：宮崎、瀧下 
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報道発表 

 

◆ 平成２６年度消防設備関係功労者等に係る消防庁長官表彰（１０月２１日、消防庁） 

  

 消防庁では、１１月４日（火）に「消防設備保守関係功労者」、「消防機器開発普及功労者」

及び「優良消防用設備等」に係る消防庁長官表彰を行います。なお、受賞者は別紙のとおりと

なっています。 

 

１ 表彰種類 

【消防設備保守関係功労者表彰】２５名 

消防用設備等の設置及び維持管理の適正化を通じ、消防行政の推進に寄与し、その功績が

顕著であった者 

【消防機器開発普及功労者表彰】２５名 

消防機器その他の消防に関する物品の開発・普及等を通じ、消防行政の推進に寄与し、そ

の功績が顕著であった者 

 

【優良消防用設備等表彰】１件 

平成２５年度末までに設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等のうち、消防防災技

術の高度化に資するもので、他の模範となるもの 

２ 表彰式 

⑴ 日時 １１月４日（火） １５時３０分～ 

⑵ 場所 明治記念館 ２階 蓬莱の間 

東京都港区元赤坂２ － ２ － ２ ３ 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2610/261021_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】予防課 

担当：髙沢・河上 

(消防設備保守関係功労者表彰）

(消防機器開発普及功労者表彰) 

金子・近藤 

(優良消防用設備等表彰) 
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情報提供等 

 

◆ 住警器の維持管理・定期交換促進用チラシの作成について 

       「１０年たったら、とりカエル」 

一般社団法人日本火災報知機工業会 

一般社団法人日本火災報知機工業会では、まもなく、住警器の交換時期を迎えることから、「伝

えるべき人に、正しく伝える」をコンセプトに、新キャラクター（とり＋カエル）とキャッチコ

ピーをマッチングさせた広報用チラシを作成しました。 

１０月２７日（月）に、全国の各消防本部に発送しましたので、普及啓発にご活用いただけれ

ば幸いです。 

また、現在作成中のプロモーションビデオも平成２７年２月頃配布する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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 

＜表面＞ ＜裏面＞ 

【問い合わせ先】            

一般社団法人日本火災報知機工業会   

技術部 澤 宏            

℡ 03（3831）4318 Fax 03（3831）4365


