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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

行   事 

◆ 少年消防クラブ（ＢＦＣ）体験学習を実施 

岸和田市消防本部（大阪） 

 岸和田市消防本部では、平成２６年１０月１７日（金）、岸和田市少年消防クラブ員（市立天神

山小学校５年生３７名）による体験学習（校外研修）を実施しました。 

研修は、大阪市内にある「津波高潮ステーション（西区）」と「あべの防災センター（阿倍野区）」

の施設を見学しました。 

クラブ員は、津波や震災のバーチャル体験をした後、煙体験や初期消火訓練、さらに通報訓練

を実施しました。研修の直前、１０月１３日には台風１９号が当市に上陸したこともあり、クラ

ブ員達は、災害から自分の命を守る方法について真剣に学びました。 

    
【少年消防クラブ（ＢＦＣ）体験学習の様子】 

 

◆ 平成２６年度消防ひろばを開催 

稲沢市消防本部（愛知） 

稲沢市消防本部では、平成２６年１０月１８日（土）、市民に消防とのふれあいの場を提供し、

気軽に各コーナーを体験することにより防火・防災に対する関心を深め、火災予防思想の普及を

図ることを目的に、稲沢市防火危険物安全協会協賛で、消防ひろばを開催しました。 

来場者の多くは家族連れで、各コーナーには子ども達の笑顔が溢れていました。 

また、今回の消防ひろばで、査察広報車を改造した災害支援車が初めて披露され、来場した多

くの市民から注目を集めました。災害支援車は、大規模災害への備えとして消防用ホース、照明

器具、可搬ポンプ、応急処置セット及び担架を積載し、消火活動、救急活動等の多種多様な災害

に活用していきます。 

    
       【平成２６年度消防ひろばの様子】        【初めて披露された災害支援車】 
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【第１回消防防災広場の様子】 

◆ 第１回消防防災広場を開催 

坂出市消防本部（香川） 

 坂出市消防本部では、平成２６年１０月２５（土）、当市消防本部庁舎及び近隣の施設において、

子どもを対象とした第１回消防防災広場を開催しました。 

 今回の取り組みは、将来の地域防災を担う子どもたちと消防職・団員が直接触れ合うことで、

防火・防災に関する知識・技術を幅広く普及し、

消防業務に対して理解と好奇心を抱いてもらう

ことにより、中長期的な地域総合防災力向上への

推進力となることを期待して開催しました。 

 このイベントでは、防火服を着装し消防ホース

の延長や放水を行う「ちびっこ消防隊放水体験」

や「はしご車搭乗体験」等、消防業務の模擬体験

を実施しました。また、女性消防団員で構成され

る「チームコスモス」と当市公認キャラクターの

「さかいでまろ」が防災に関する紙芝居や防災ダ

ンスを行い、楽しく防災に対する知識の向上が図

れました。 

 新たな取り組みとして第１回目の開催となり

ましたが、当日は多数の子ども達や保護者で会場

は賑わい、防災意識向上の一環となりました。 

 

 

◆ 平成２６年度三市合同総合防災フェアを開催 

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部（大阪） 

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部では、平成２６年１０月２５日（土）、羽曳野市古市の石川

スポーツ公園において、平成２６年度三市合同総合防災フェアを開催しました。 

防災フェアは救助隊による救助訓練で開幕し、主に展示ブースと体験ブースに分かれ、展示ブ

ースではドクターヘリ、消防、警察及び自衛隊等の色々な車両の展示や協賛企業の商品展示等を

実施しました。また、体験ブースでは応急手当、レスキュー体験、消防車の乗車、放水及び起震

車による地震体験など様々なコーナーや、幼年消防クラブのかわいい幼稚園児の演技等の催しに

多くの市民や親子連れで賑わい、ロープ渡りを体験したちびっこは「とてもおもしろかった。ま

たやりたい。」と目を輝かせて言っていました。 

   
【ロープ渡り体験の様子】        【幼年消防クラブの演技の様子】 
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【応急手当指導のコーナーの様子】

【安全講習会の様子】 

◆ つくばエクスプレス（ＴＸ）まつりで火災予防と住警器をＰＲ 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部では、平成２６年１１月３日（月）、「第１０回ＴＸま

つり」が管内のつくばみらい市筒戸にある「ＴＸ総合基地」で開催されたことから、まつり会場

に消防のブースを出展し、秋季火災予防運動を前に、火災予防と住宅用火災警報器をＰＲしまし

た。 

 車両基地を一般公開するこのイベントでは鉄道

ファンやＴＸ沿線からの家族連れ等で賑わい、会

場には約１万人が訪れました。はしご車展示、濃

煙体験、応急手当指導のコーナーを設置し、また、

１１月が「茨城県住宅用火災警報器設置促進月間」

に当たることから当消防本部オリジナルの平成２

６年度住警器普及促進標語ポスターを ブースの

随所に掲示して一層の住警器の普及啓発に努めま

した。消防の各コーナーでは感嘆や歓声の声があ

がり、多数の来場者で盛況となりました。 

 

 

◆ 「駒場祭」に係る安全講習会及び立入検査を実施 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁目黒消防署では、平成２６年１１月３日（月）、東京大学教養学部駒場キャンパスに

おいて、学園祭で火気を使用する模擬店を出店予定の２２８団体、代表者等約４００人の学生を

対象に、火気使用器具の取り扱い等についての安全講習会を実施しました。 

本番を約３週間後に控えた「駒場祭」は、毎年

５月に本郷キャンパスで実施される五月祭とと

もに、期間中の来場者数が延べ１０万人を超える

全国的にも有数の日本最大級の学園祭です。今回

は、多数の者の集合する催しにおける火災予防指

導として、事故事例を踏まえた火気使用器具の取

り扱いにおける注意事項等の講義に加え、消防技

術安全所の資器材を用いてガソリン蒸気の引火

実験等を行いました。 

また、学園祭が開催される前日の１１月２１日

（金）、火気設備の使用及び避難施設の維持管理

に係る立入検査を実施し、より一層の出店者の意

識向上と来場者の安心安全の向上に努めました。 
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訓練・演習 

 

◆ 第２回高知県緊急消防援助隊受援・応援合同訓練を実施 

高知県消防長会、高幡消防組合消防本部（高知） 

高知県消防長会では、平成２５年度から緊急消防援助隊の応援要請要領及び当県内各消防機関

における受援体制の構築・強化を目的に、県内をブロック分けし各消防本部が各地域の特徴を生

かした訓練を計画・運営しています。 

本年度は９月２０日（土）、２１日（日）の２日間、高幡消防組合消防本部管内において「第２

回高知県緊急消防援助隊受援・応援合同訓練及び平成２６年度高幡エリア市町総合防災訓練」を

実施し、高幡消防組合消防本部を中心として、当県内２９機関８８３名が参加しました。 

今回の訓練の特徴としては、高幡エリア構成の５市町がそれぞれに災害対策本部を設置し、消

防対策本部及び緊急消防援助隊消防活動調整本部等と連携した訓練を実施するとともに、２１日

には構成市町の２０か所において訓練想定に基づき部隊運用訓練を行いました。 

今後も各ブロック単位で訓練を計画・運営することで、各消防本部の受援・応援体制の向上を

目指していきます。 

   
【第２回高知県緊急消防援助隊受援・応援合同訓練を実施】 

 

◆ 土砂災害対応合同訓練を実施 

奈良県広域消防組合消防本部（奈良） 

奈良県広域消防組合消防本部高市消防署では、平成２６年１０月２２日（水）、大規模災害及び

自然災害を想定し、災害救助犬、土木建設会社等の協力を得て、倒壊建物における検索・救助を

主眼とする土砂災害対応合同訓練を実施しました。 

 総雨量が 1,000ｍｍを超える豪雨で住宅地に土石流が流れ込み、多数の要救助者が発生したとの

想定により開始した訓練では、災害救助犬による要救助者の検索が行われ、要救助者が埋没され

ている状況から、土木建設会社等が重機を使って瓦礫等を撤去した後に、要救助者を消防隊及び

救助隊が救出しました。 

実災害を想定した訓練により、隊員の技術向上及び士気の高揚を図るとともに、各関係機関と

の連携を図ることができました。 

   
【土砂災害対応合同訓練を実施】 
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【救急発表会の様子】 

研 修 等 

 

◆ 救急発表会を実施 

四日市市消防本部（三重） 

 四日市市消防本部では、平成２６年１０月２４日（金）、県立総合医療センターにおいて、救急

発表会を実施しました。 

この発表会は救急隊員の知識・技術の向上、 

プロトコルに基づいた救急活動の再確認を行う

ことを目的として、４隊の救急隊が活動を行いま

した。訓練内容は、低血糖による意識障害症例、

交通事故による外傷症例、心肺機能停止症例、気

道異物による窒息症例の４症例で、出動指令から

医療機関搬送までの一連の流れを実施し、その活

動について地域メディカルコントロール担当医

師が検証しました。 

救急処置の領域が拡大しており、当市消防本部

では今後も医師と連携して活動を行っていきた

いと考えています。 

 

 

◆ 香南市消防本部・消防団による視察研修を実施 

八女消防本部（福岡） 

 八女消防本部八女東消防署星野分署では、平成２６年１０月２７日（月）、八女市星野支所及び

八女市星野村内において、高知県香南市消防本部・消防団による視察研修を実施しました。 

平成２４年７月九州北部豪雨で八女市星野村では、村外に通じる９つの主要道路全てが土砂崩

れや河川の氾濫により寸断され孤立状態となり、電気、水、通信網等も寸断されました。今回の

研修では、豪雨災害の概要、豪雨時の被害状況の説明の後、崖崩れのあった災害現場の視察を行

いました。 

香南市においても、８月に襲来した台風により市内各地で浸水被害や道路の崩壊が発生しまし

た。全国各地で豪雨災害が頻発するなか、いつどこで発生するか分からない豪雨災害に対応する

ため、研修を通し互いの消防本部・消防団の災害活動時の体験談、課題や対策等の活発な情報交

換が行われました。 

   
【香南市消防本部・消防団による視察研修の様子】 
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【福岡県火災調査担当者会議の様子】 

◆ 福岡県火災調査担当者会議を開催 

福岡市消防局（福岡） 

福岡市消防局では、平成２６年１０月３１日（金）、当市消防局において県下２５消防本部の火

災調査実務担当者４８名による火災調査担当者会議を開催しました。 

この会議は、福岡県内の火災調査担当者が一堂に会して行う初めての会議となりました。 

火災の原因究明は、ますます専門性を増し、複

雑化、高度化しており、また、消防法の改正によ

り調査権限が拡大し、製品火災の対応が強化され

るなか、火災調査担当者の育成強化が急務とされ

ています。さらに、情報公開制度の進展により、

火災調査結果の公開請求や捜査機関からの照会

等が増加しており、火災原因調査報告書の正確性、

信頼性が強く求められています。 

このような状況を踏まえ、各消防本部が課題と

している調査員の育成方法、情報公開の対応及び

警察との連携等について検討し、各消防本部の取

り組みについて情報交換を行うとともに、火災調

査における各消防本部のネットワークを確立す

る大変有意義なものとなりました。 

 

 

そ の 他 

 

◆ 広報車をリニューアル 

川西市消防本部（兵庫） 

川西市消防本部では、平成２６年１０月８日（水）、ダイハツ工業株式会社より当市消防本部に

「ミライース」が広報車として贈呈されました。 

当日の贈呈式には、大塩民生市長のほか、ダイハツ工業株式会社から別所則英執行役員が出席

しました。これまで活用していた広報車は、１７年間にわたり市民への広報活動を第一線で実施

していましたが、近年は経年劣化に併せ色あせなども目立つようになっていました。この度、寄

贈された「ミライース」は、地球にやさしい車としてガソリン車ＮＯ.1 の低燃費で、ダイハツ工

業株式会社が開発した「スマートアシスト」が装備された最新車です。この広報車を活用して、

より一層安全・安心のまちづくりに取り組んでいきます。 

   
【広報車贈呈式の様子】 
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◆初任科生が愛知県・名古屋市総合防災訓練へ参加 

愛知県消防学校（愛知） 

 愛知県消防学校では、平成２６年１０月２７日（月）、ＪＲ名古屋駅周辺において開催された防

災訓練に、初任科第９９期生１２４名が帰宅困難者役として参加しました。 

 この訓練は、東日本大震災の際首都圏で課題となった帰宅困難者への支援対策を主要テーマに、

一時退避場所に指定されている「ノリタケの森」等への誘導訓練が実施されました。訓練には震

度７の南海トラフ巨大地震が起き、駅と周辺の商業施設で多数の帰宅困難者が発生したとの想定

で始まり、名古屋駅周辺の企業をはじめ消防・警察等約２，７００名が参加しました。 

こうした名古屋駅前という都会での大規模な防災訓練自体が珍しく、本校が参加するのも初め

ての試みであり、また、学生自身も雑踏の帰宅困難者役として初めて参加する者がほとんどであ

り、訓練には真剣な態度で取り組みました。 

発災直後のシェイクアウトで自らの身を守る姿勢の確認から始まり、今回は情報入手のツール

としてツイッターなどを活用し、「むやみに移動を開始しない。」という呼び掛けの発信や、携帯

電話による誘導などにより、指定の一時退避場所に全員が無事に到着し訓練を終了しました。 

   
【愛知県・名古屋市総合防災訓練の様子】 

 
 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」の一部改正に

ついて（１１月１３日、消防予第４６６号、消防危第２６１号） 

  予防課長、危険物保安室長より、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。 

 

ハロゲン化物消火設備・機器に使用される消火剤のうち、ハロン２４０２、ハロン１２１１

及びハロン１３０１（以下「ハロン消火剤」という。）の取扱いについては、「ハロン消火剤を

用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」（平成１３年５月１６日付け消防予

第１５５号、消防危第６１号。以下「１５５号通知」という。）等により適切な運用をお願いし

ているところです。１５５号通知ではクリティカルユース（必要不可欠な分野における使用）

について、判断基準とともにそれに基づき判断を行った場合の使用用途の種類を別表１（省略）

に示しているところですが、別表１に示された使用用途の種類に該当しても同表中の用途例の

名称と一致しないことを理由に、ハロン消火剤の使用が認められない事例等があることから、

今般、別表１の用途例の明確化及び細分化を行い、クリティカルユースの当否の判断をより適

切にするため、下記（省略）のとおり１５５号通知を改正します。 

また、ハロン消火剤及びその他のガス系消火剤の設置状況を見ると、クリティカルユースに

該当する場合であってもハロン以外のガス系消火剤を用いた消火設備が設置されている例が散

国 等 の 動 き

消防学校からの便り 
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見されますが、その理由として、ハロン消火剤の生産全廃により、ハロン消火剤の使用が全て

の用途で禁止されているとの誤解や、ハロン消火剤の設置後、安定した供給が得られないと誤

解されていること等が考えられます。 

このような状況を踏まえ、今回の改正とあわせて、１５５号通知で示したクリティカルユー

スの趣旨を再周知し、ハロン消火剤の適正な利用の徹底を図ることとしますので、その運用に

遺漏のないようよろしくお願いします。 

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町村に対しても、

この旨を周知していただきますようよろしくお願いします。 

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/261113_yo466.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

◆ 第８回階段駆け上がりレース川崎大会の開催について 

第８回階段駆け上がりレース川崎大会実行委員会 

 平成１９年度に福岡市で初めて開催してから、東京、名古屋、宮崎、

豊橋、東京、大阪と毎年度開催している階段駆け上がりレースが本年

度は川崎市で開催されることとなりました。例年、各消防本部におけ

るご理解ご協力をいただいているからこそ、本大会が第８回を迎える

ことができたと感謝申し上げます。 
 現在、選手募集中ですので、各消防本部からの参加をお待ちしてお

ります。 

（申し込み等詳細は「日本警察消防スポーツ連盟」ＨＰをご覧くださ

い。） 
 
 
   
 
 
 
開催日時：平成２７年３月１４日（土） 10 時 00 分～15 時 00 分 
開催場所：神奈川県川崎市中原区新丸子東３丁目１１００番地１２ 
     パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 
参 加 者：１５０名（消防団含む） 

     ※同時開催 小杉防災フェス 
主  催 日本警察消防スポーツ連盟 
共  催 特定非営利活動法人小杉駅周辺エリアマネジメント 
主  管 日本警察消防スポーツ連盟消防部 
運  営 第８回階段駆け上がりレース川崎大会実行委員会 
特別協力 全国消防長会、公益財団法人日本消防協会 
協  力 神奈川県消防長会 
 
 

【問い合わせ先】 

予防課設備係 

担当：金子、近藤、勝沼 

危険物保安室危険物施設係 

担当：中嶋、各務、貫井 
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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 


