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週間情報 

【救急委員会常任委員会の様子】 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

◆ 平成２６年度秋季全国消防長会救急委員会常任委員会の開催 

全国消防長会救急委員会 

 平成２６年１１月５日（水）、愛媛県今治市（今治国際ホテル）において、平成２６年度秋季全

国消防長会救急委員会常任委員会を開催しました。 

 会議における審議事項等は次のとおりです。 

【審議事項】 

 １ 平成２７年度秋季常任委員会の開催地について 

 ２ 平成２７年度救急車適正利用ＰＲポスターに

ついて 

【情報交換】 

 １ 主治医より蘇生中止を求められた場合の救急

隊の対応について 

 ２ 転院搬送の適正利用について 

【情報提供】 

 １ ファーストレスポンダー体制の発足について 

２ 救急救命士国家試験のあり方等に関する検討 

会の検討結果について 

３ 処置拡大の実施状況 

４ 札幌市で開催する全国救急隊員シンポジウム 

について 

№２６４４ 
発行日 平成２６年１１月１１日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

担 当 企画部企画課 電話 03（3234）1321

両会の動き 
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【露店等に対する巡回の様子】 

 
 

行   事 

 

◆ 「消防フェア２０１４」を開催 

小樽市消防本部（北海道） 

小樽市消防本部では、平成２６年９月２１日（日）、市内のスーパー、ラルズマート桂岡店にお

いて、市民の防火・防災意識の向上と、消防についての情報を深く知っていただくことを目的に

「見る、聞く、ふれる消防体験」をテーマに「消防フェア２０１４」を開催しました。 

また、当日は北海道及び公益財団法人北海道消防協会と連携し「消防団ＰＲ展」を同時に開催

して消防団員の加入促進広報を行いました。 

天候に恵まれたこともあり、多くの家族連れが放水体験、煙体験、救急応急手当及び消防車の

体験搭乗を行い、子ども達は目を輝かせて防火の大切さを体験していました。これからも市民と

ともに安心・安全なまちづくりに取り組んでいきます。 

   
【「消防フェア２０１４」の様子】 

 

 

◆ 露店等に対する火災予防指導を実施 

逗子市消防本部（神奈川） 

 逗子市消防本部では、平成２６年１０月１９日

（日）に催された「第３８回逗子市民まつり」に

出店したプロパンガスこんろ等を使用する露店

等に対し、消火準備及び火気等の取り扱いに関す

る注意喚起等の火災予防指導を実施しました。 

 今年は約１５０の露店等が出店し、大勢の人で

賑わうことが予想されたため、事前の出店者会議

に参加し火災予防条例の一部改正について説明

をするとともに、市民まつり当日に全ての露店等

を一斉巡回しました。 

 消火器については、業務用消火器ではなく住宅

用消火器を設置している露店等が見受けられた

ため、今後の課題としていきます。 

消防本部の動き
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【八千代少年少女合唱団とのエンディング】  【松戸市消防音楽隊(団員)による消防団加入促進ＰＲ】 

◆ 第３６回千葉県消防音楽隊フェスティバルを開催 

～奏でるメロディにのせて火災予防普及活動を展開～ 

千葉県消防長会（千葉） 

千葉県消防長会では、平成２６年１０月２５日（土）、八千代市市民会館において、第３６回千

葉県消防音楽隊フェスティバルを開催しました。 

 このフェスティバルは、昭和 54 年から毎年１回県内市町村の輪番で開催しており、今回は県内

１４消防音楽隊と特別出演として世界でも活躍されている八千代少年少女合唱団が出演しました。 

開催内容は、１４消防音楽隊を４グループに編成し、グループごとに合同でクラシック、歌謡

曲、童謡など様々なジャンルの曲を演奏、八千代少年少女合唱団によるアカペラ合唱、そのほか

会場外で消防フェアを開催、またグループの入れ替え時間には、音楽隊員による消防広報活動と

して住宅用火災警報器普及促進ＰＲ、防災関係ＰＲ、救命講習受講ＰＲ及び消防団加入促進ＰＲ

を実施しました。 

当日は晴天に恵まれ、１，３００人にも上る大勢のご来場をいただき大盛況で幕を閉じました。 

千葉県消防長会では、フェスティバル等を通じて、今後も市民と消防の「音の架け橋」による火

災予防普及活動を展開していきます。 

   
 

 

訓練・演習 

 

◆ 看護学生による火災対応訓練を実施 

津市消防本部（三重） 

津市消防本部では、平成２６年１０月８日（水）、当市久居消防署において初動時における火災

対応訓練を開催し、三重中央医療センター附属三重中央看護学校の学生約８０名が参加しました。 

この訓練は、夜間に病院内から出火したとの想定で、看護学生がそれぞれ連携し、実際に火災

現場の状況確認から始まり、非常放送の取り扱い、病室に見立てた仮眠室からの患者搬送、救助

袋による避難、初期消火を体験しました。 

看護学生たちは病院における火災発生時の初動体制の重要性などを身をもって体験し、また、

日頃使うことのない消防用設備等の取り扱いでは、消防署員の厳しい指導の下、汗だくになって

真剣な表情で取り組んでいました。 

   
【看護学生による火災対応訓練を実施】 
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◆ 鉄道災害合同訓練を実施 

海老名市消防本部・座間市消防本部（神奈川） 

 海老名市消防本部及び座間市消防本部では、平成２６年１０月１５日（水）、海老名電車基地に

おいて、小田急電鉄と鉄道災害合同訓練を実施しました。 

 本訓練では、「鉄道災害における鉄道事業者と消防機関との連携に関する協定書」に基づく救

出・避難誘導及び二次災害防止に対する取り扱い等について確認するため、海老名市消防本部と

小田急電鉄株式会社が毎年実施しているものです。 

 本年は、海老名市消防本部の消防隊が他の災害に出場しているとの想定のもと、座間市消防本

部の特別応援を受けて実施するなど、鉄道災害に対する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、災害対応能力の向上を図ります。 

   
【海老名市消防本部救出訓練の様子】       【座間市消防本部避難誘導訓練の様子】 

 

 

◆ 関西国際空港で航空機事故消火救難総合訓練に参加 

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１０月１６日（木）、関西国際空港におい

て関西国際空港緊急計画に基づく航空機事故消火救難総合訓練に参加しました。 

この訓練には関西国際空港消防相互応援協定締結機関（大阪市消防局、堺市消防局、岸和田市

消防本部、和泉市消防本部、泉大津市消防本部、貝塚市消防本部、忠岡町消防本部、泉州南消防

組合泉州南広域消防本部）をはじめ、大阪府警察、自衛隊、医師会、航空会社などの関係７２機

関、約８００人が参加しました。 

訓練は、航空機が滑走路に着陸後、滑走路中央付近においてエンジンより出火、機体に延焼中

であり、シューター脱出した負傷者の他、機内に取り残された負傷者が多数いるとの想定で、消

火、救助活動、そして医師、救急隊によるトリアージなどの医療救護活動等、１３項目にわたる

訓練を、各関係機関との緊密な連携を図りながら、迅速かつ適切に、また本番さながらに活動が

行われました。 

 訓練に参加した航空会社の職員からは、「関西国際空港では、開港以来大きな事故は起こってい

ませんが、いざという時にはこの訓練の経験を生かし、一人でも多くの命を救いたい。」との感想

が寄せられました。 

   
【航空機事故消火救難総合訓練の様子】 
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【消防法令違反是正事例研究会の様子】

研 修 等 

 

◆ 市議会議員を対象とした普通救命講習を実施 

松原市消防本部（大阪） 

松原市消防本部では、当市の掲げる「安心・安全なまちづくり」を実践するため、平成２６年

１０月７日（火）、松原市議会議員を対象とした普通救命講習Ⅰを実施しました。 

この講習に参加した市議会議員を代表して池内議長は「ＡＥＤに触れることで、自分も操作で

きることが分かった。大変実りある講習だった。」と話していました。 

   
【市議会議員を対象とした普通救命講習の様子】 

 

 

◆ 消防法令違反是正事例研究会を開催 

京都府消防長会予防部会（京都） 

 京都府消防長会予防部会では、平成２６年１０月１０日（金）、京都市内において、総務省消防

庁及び一般財団法人日本消防設備安全センターの支援を受け、「平成２６年度京都府消防長会消防

法令違反是正事例研究会」を開催しました。 

 この事例研究会は、京都府内消防本部（局）の違反是正に携わる職員の知識向上と府内予防業

務の強化を図ることを目的に開催したもので、消防

庁派遣アドバイザーとして、名古屋市消防局の中山

茂樹氏、浜松市消防局の竹田勉氏を招き、府内消防

本部（局）の担当者４１名が参加しました。 

 事前に事務局が配布した２つの違反是正検討事

例（「火災発生を端緒とした立入検査」及び「立入

検査時における違反の検討と関係行政機関との連

携について」）をグループに分かれ検討事項に基づ

き検討しました。検討結果はグループの代表者がス

クリーンに映しながら発表を行い、検討結果に対し

てアドバイザーから立入検査のタイミングや関係

行政機関との調整などの助言をいただき、消防本部

（局）間の交流を含め有意義な研究会を開催するこ

とができました。 
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【火災調査研究発表会の様子】 

【平成２６年度消防司令補研修の様子】 

◆ 火災調査研究発表会を実施 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局では、平成２６年１０月１０日（金）、当市消防局講堂において、車両火災やアロ

マオイルの自然発火、放火、焼肉店火災の原因を究明し、火災予防につながった貴重な知識・技

術及び調査結果の発表会と意見交換会を県内３０及び県外９消防本部（局）からの参加者２００

名により実施しました。 

この発表会では、東京消防庁予防部調査課調査

課長補佐兼調査技術担当係長の大髙浩氏を招き、

職員の大量退職により知識・技術を豊富に持った

火災調査員が減少するなか、消防行政の根幹とな

る火災調査に係る人材育成の手法として、効果的

な研修・教育方法や、各種諸問題とその対応策等

について講義をいただき、また意見交換会では、

火災調査に係る様々な疑問点等について、大髙講

師のアドバイスを受けながら活発な意見交換が行

われ、消防本部（局）間の連携と調査担当者のレ

ベルアップが図られました。 

 

 

◆ 平成２６年度消防司令補研修を実施 

高崎市等広域消防局（群馬） 

高崎市等広域消防局では、平成２６年１０月１０日（金）、１５日（水）、１７日（金）の３日

間、今年度昇任した消防司令補以外の９１名の

消防司令補を対象に、消防局研修を実施しまし

た。 

研修では、企画力や発表力、コミュニケーシ

ョン力の向上を目的に、グループワークやグル

ープ発表を行いました。 

グループワークでは、研修後３か月間実施す

る「トレーナー制度の試行」をテーマに、トレ

ーナー（消防司令補）による若手職員に対する

教育項目を設定しました。この設定した教育項

目を基にＯＪＴを計画的に実施し、実施後は検

証を行う予定です。 
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【消防団サポート事業所表示証】

そ の 他 

 

◆ 「桑名市消防団サポート事業」平成２６年１０月１日から運用開始 

桑名市消防本部（三重） 

桑名市消防本部では、消防団員確保と地域防災力の向上を目的とした「消防団サポート事業」

について、４０３か所（サービス提供事業所２６７か所・ポスター掲出事業所１３６か所）の事

業所や販売店等に登録をいただき、平成２６年１０月１日

（水）から運用を開始しました。  

「消防団サポート事業所」とは、当市内の事業所あるい

は商店などの皆様に、事前に登録していただき、桑名市消

防団員に対して各種サービスや割引などを提供したり、消

防団員募集のポスターを掲示するなど、様々なかたちで桑

名市消防団員そして桑名市消防団を応援していただく事業

所のことです。 

この事業により、消防団員が減少している状況を踏まえ、

その確保を図るとともに、地域の皆様に「消防団」をアピ

ールし、その認知度を高めたいと考えています。そして、

多くの事業所の皆様にご協力いただき、当市全体で消防団

を応援する体制を作り、災害に強い町作りを目指します。 

 なお、この事業は三重県では初の取り組みで、今後も継

続して消防団サポート事業所の募集を行います。サポート

事業の詳細や登録事業所一覧については、当市ホームペー

ジをご覧ください。

（http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/23,0,241,58

0,html） 

 

 

◆ 消防本部の住所変更等について  

 ○ ９４４２２ みやま市消防本部（福岡） 

   新住所 みやま市瀬高町小川２０６２番地（下線部が変更箇所） 

   ※ 理由 消防庁舎移転のため 

   平成２６年１１月１７日から運用開始 

 

 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 救急業務実施基準の一部改正について（１０月３１日、消防救第１８６号） 

  消防庁長官より、各都道府県知事あてに次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 

このことについて、別紙（省略）のとおり救急業務実施基準（昭和39年自消甲教発第6号）の

一部を改正したので、下記事項に御留意のうえ、貴都道府県内市町村（消防事務を処理する組

合を含む。）に対して周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

今回の救急業務実施基準の改正は、市町村が適正な規模の消防力を整備するにあたっての指

針として位置づけられている、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)が、南海トラフ巨

大地震や首都直下地震の発生が危慎される中で、東日本大震災で得た教訓をもとに、市町村が

その消防力の整備をさらに進めていく必要があることや、高齢化の進展等により救急出動件数

国 等 の 動 き
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が年々増加しており、それに対応する救急体制の確立が求められること等の背景から、「消防力

の整備指針及び消防水利の基準に関する検討会報告書」の報告内容を受け、平成26年10月31日

付けで改正されたことに伴うものである。 

 

 

２ 改正の内容 

⑴ 消防本部又は署所に配置する救急自動車による救急隊の数は、原則として以下によるも

のとしたこと。（第３条） 

１ 人口１０万以下の市町村にあっては、おおむね人口２万ごとに１とする。 

２ 人口１０万を超える市町村にあっては、５に人口１０万を超える人口について、おお

むね人口５万ごとに１を加えた数とする。 

救急自動車の配置基準について定める消防力の整備指針第１３条（旧第１５条）について、

全国の救急自動車の整備数が救急出動件数の増加とともに年々増加しており、消防力の整備

指針による現行基準を上回って配置している消防本部が多いことを踏まえ、人口に基づく救

急自動車の配置基準を見直す改正がなされたことに伴い、上記の改正を行うものである。 

⑵ 救急事故が特に多い地域においては、隊員の適正な労務管理を確保するため、地域の実

情に応じて消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第４４条第１項の規定による救急自

動車に搭乗する隊員の代替要員（同条第３項各号に掲げる者に限る。）を確保するよう努め

るものとした条項を新設したこと。（第７条） 

救急隊員について定める消防力の整備指針第２８条（旧第３０条）について、交替要員

を地域の実情に応じて配置することを明記した第２項が新設された。消防庁においては、

平成１７年に、救急隊員の心身の疲労回復、事故の防止等の観点から、適正な労務管理の

徹底を求める通知を発出した（「救急隊員の適正な労務管理の確保に係る検討について」(平

成１７年１０月７日付け消防消第２０５号、消防救第２３９号））。また、救急出動件数の

増加に伴い、救急隊１隊あたりの出動件数も増加しており、通知発出の当時よりも救急隊

員の疲労回復の取組が重要になっている。 

以上の背景から、救急隊員の適正な労務管理を確保するため、救急業務実施基準におい

て、上記の規定の新設を行うものである。 

⑶ その他所要の改正を行うこととしたこと。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2610/pdf/261031_kyu186.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（１１月５日、消防予第４５８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。 

 

標記の件について、別添（省略）のとおり質疑応答を送付いたしますので執務上の参考とし

て下さい。 

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/tuchi2611/pdf/261105_yo458.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】予防課設備係 

担当：金子、久保田 
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報道発表 

 

◆ 平成２６年秋季全国火災予防運動の実施（１１月４日、消防庁） 

  

平成２６年１１月９日（日）から１１月１５日（土）まで『平成２６年秋季全国火災予防運

動』が実施されます。 

 

１ 全国統一防火標語 

『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』 

２ 目 的 

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火

災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を

防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しているものです。 

３ 重点目標 

（１）住宅防火対策の推進 

（２）放火火災防止対策の推進 

（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（４）製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

（５）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2611/261104_1houdou/01_houdoushiryo

u.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 「第２０回全国女性消防団員活性化ちば大会」の開催（１１月１０日、消防庁） 

  

全国の女性消防団員が一堂に会し、日頃の活動やその成果をアピールするとともに、意見交

換や交流を通じて連携を深めることにより、女性消防団員の活動をより一層、活性化させるこ

とを目的とした、全国女性消防団員活性化大会を千葉県で開催します。 

 

消防団の活動が多様化するなか、昨年１２月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律」が成立し、消防団のより一層の充実強化が進められています。地域コミュニテ

ィーと深くつながり、きめ細やかな視点を持つ女性消防団員は、災害発生時のみならず平常時

においても地域住民に対する応急手当の普及、高齢者住宅への防火訪問、子供達への防火防災

教室の開催など、欠くことのできない大きな存在となっています。 

本大会では、全国の女性消防団員が千葉県に集まり、女性消防団員の理解を深めて頂けるよ

う活動事例や火災予防啓発劇の発表などを用いて各地域の女性消防団活動を紹介します。 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：平成２６年１１月１４日（金）１０時００分～１５時３０分 

場所：第１会場「舞浜アンフィシアター」（千葉県浦安市舞浜２－５０） 

第２会場「浦安市総合体育館」（千葉県浦安市舞浜２－２７） 

２ 大会テーマ 

「女性の力で地域を守る ～ ちばから全国へ地域防災の輪を広げよう ～」 

３ 内容 

（１） 活動事例発表 

（２） 火災予防啓発劇 

【問い合わせ先】予防課 

担当：福井課長補佐・増沢係長 
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（３） 記念講演 

４ 参加人員 約３，８００名 

５ 主催及び共催 

＜主催＞ 消防庁、公益財団法人日本消防協会 

公益財団法人千葉県消防協会 

第２０回全国女性消防団員活性化ちば大会実行委員会 

＜共催＞ 千葉県、浦安市 

＜後援＞ 千葉県市長会、千葉県町村会、千葉県消防長会 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2611/261110_1houdou/01_houdoushiryo

u.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】 

国民保護・防災部地域防災室 

担当：佐藤消防団専門官、岡地補佐、青柳事務官 


