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週間情報 

【３万人達成記念イベントの様子】 

【消防実務講習会（予防講習）の開催状況】

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 消防実務講習会（予防講習）の開催 

一般財団法人全国消防協会近畿地区支部 

 一般財団法人全国消防協会近畿地区支部では、平成２６年１２月１０日（水）、神戸市（兵庫県

私学会館）において、消防職員の知識及び能力の向上を図ることを目的として、消防実務講習会

を開催しました。 

 本講習会は、平成２６年度の事業計画に基づき開催したもので、予防業務に従事する職員を対

象とした講習会として、開催地である神戸市消防局からお招きした２名の講師による講義を行い

ました。 

 講習会場は、約１５０名の消防職員で一杯となり、

今後の消防実務に参考となる貴重な講習会となり

ました。 

なお、講習科目等は以下のとおりです。 

○ 「神戸市中央区で発生したカラオケ店火災の 

概要と防火体制の状況について」 

  神戸市消防局予防部査察課査察係長 

吉岡 大地 氏 

○ 「近年の予防行政の動向と今後の展望」 

  神戸市消防局予防部建築課長 

鈴木 健志 氏 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 福知山市防災センター来館者数３万人達成記念イベントを実施 

福知山市消防本部（京都） 

福知山市消防本部では、平成２４年５月１日にオープンした福知山市防災センターの来館者数

が平成２６年１０月２４日（金）に３万人目を迎えたことから記念イベントを実施しました。オ

ープン当初の年間来館者数（７,０００人）の予想

を上回り、２年６か月で３万人達成となりました。 

災害に強いまちづくりを推進するためには危機

意識の醸成が必要不可欠であることから、この防災

センターでは、自ら「知り」「学び」「行動する」、

さらには実際に「見て」「触って」「体験する」こと

によって、来館者自身が家庭や地域において自主

的・自発的に防災活動を推進しようとする意識付け

を行っています。また、災害に対する危機意識を高

め、自助、共助の重要性を再認識することにより、

自主防災組織の育成、強化を図り、地域防災力を向

上させることを目的としています。 
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◆ いばらき安全安心フェスタを開催 

茨木市消防本部（大阪） 

茨木市消防本部では、平成２６年１１月８日（土）、いばらき安全安心フェスタを開催しました。

このフェスタは、市、消防、警察が一体となって防火防災・防犯に対する相互理解と連帯意識を

深めるため、「安全・安心なまちづくり」のイベントとして開催したものです。 

ミニ消防車・救急車の試乗、消火体験、応急手当実技体験、子ども用防火衣を着用し撮影する

パチリコーナー、パトカーや自衛隊車両の展示など盛りだくさんのイベントのほか、幼稚園児に

よる鼓笛マーチングやバトンクラブの演技、防犯教室などを展開し、約４，０００人の市民の来

場があり盛大に行われました。 

   
【いばらき安全安心フェスタの様子】 

 

 

◆ 大分トリニータホーム戦で書道イベントを開催 

大分市消防局（大分） 

 大分市消防局東消防署では、秋の火災予防運動初日の平成２６年１１月９日（日）、Ｊリーグチ

ーム「大分トリニータ」のホームスタジアムにおいて、来場者に火災予防の啓発を促すため、書

道イベントを開催しました。 

 当日はホーム戦ということもあり、約８，０００人を超えるサポーターに見守られるなか、大

分県立大分南高等学校書道部の描いた作品がオーロラビジョンに映し出されると、歓声が上がり

大きな拍手が送られました。 

 作品には「油断大敵 轟炎ゆらぐ大災も 全ては小さな火の粉から これを防ぐは日頃の心掛

け 大切なあなたの命を守りたい」と書かれ、高校生の防火への思いが広く市民に届いたイベン

トとなりました。 

   
【書道イベントの様子】 
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【一日消防署長防火キャンペーンの様子】

【山火事防止パトロールの様子】 

【火災予防街頭キャンペーンの様子】 

◆ 一日消防署長防火キャンペーンを実施 

横須賀市消防局（神奈川） 

横須賀市消防局では、平成２６年１１月９日

（日）、秋の火災予防運動のイベントとして、当

市本町にあるショッパーズプラザ横須賀におい

て、ミス慶應コンテスト２０１３グランプリの

宇内
う な い

梨沙
り さ

さんを一日消防署長に迎え防火キャン

ペーンを実施しました。 

中央消防署で一日消防署長委嘱式を実施した

後、ショッパーズプラザ横須賀において火災によ

る逃げ遅れ者の救助を想定した訓練の指揮を執

って指揮を執っていただきました。 

また、救助訓練後は住宅用火災警報器のリーフ

レットなどの配布や、更なる設置促進、適正な維

持管理などを市民へ呼びかけていただきました。 

 

◆ 山火事防止パトロールを実施 

松江市消防本部（島根） 

松江市消防本部では、平成２６年１１月９日（日）、当市八雲町熊野に位置する八雲山登山道に

おいて、秋季火災予防運動の一環として、当市消

防団八雲方面団及び熊野岩室自治会と連携し山

火事防止パトロールを実施しました。 

 八雲山は須佐之男命
ス サノオノミコト

がこの地で歌を詠まれた

ことから和歌発祥の神山とされ、登山道（八雲岩

室ルート）が近年地元住民のご尽力により整備さ

れました。これを契機に消防団、地区住民と合同

で登山道のパトロールを行い、併せて山火事防止

を呼び掛ける特製の標識を掲示しました。当日は

あいにくの雨模様ではありましたが、山頂からは

雲海が広がる神々しい景色を望むことができま

した。 

 １１月末からは旧暦の神在月となります。縁結

びの国へ是非お越しください。 

 

◆ 火災予防街頭キャンペーンを実施 

姫路市消防局（兵庫） 

姫路市消防局姫路東消防署では、平成２６年１１月１０日(月)、姫路駅前のキャッスルガーデ

ンにおいて、火災予防街頭キャンペーンを実施しました。 

このイベントは、ＮＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」をＰＲするために発足されたご当地アイド

ルＫＲＤ８の寺田香織さんが一日消防署長

となり、他のメンバー３名と姫路東消防団

員・姫路東婦人防火クラブ員と一緒に火災予

防を呼びかけたものです。 

会場では、消防訓練のほか、見学者全員参

加型の防火クイズを行い、防火に関する知識

を学ぶことができました。一日消防署長を務

めた寺田さんは「小さな火でも大きな火事に

なることがあります。これからの季節は火を

使うことが多くなるので、注意してほしいで

す。火の用心！！」とコメントを残しました。 
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【「車掌さん」(C)松本零士・東映アニメーション】 【テツ and トモさんによる防火講演の様子】 

【柳川地区幼年消防大会の様子】 

◆ 平成２６年秋の火災予防運動 防火のつどいを実施 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁石神井消防署では、平成２６年１１月１３日（木）、大泉学園ゆめりあホールにおい

て、秋の火災予防運動の一環行事として、防火のつどいを実施しました。 

第一部の火災予防協力者の方々に対する表彰式において、街の安心安全のために日頃からご尽

力をいただいているとして、『銀河鉄道９９９』の「車掌さん」に守屋署長から感謝状を贈呈しま

した。管内の練馬区大泉は日本のアニメ発祥地であり、原作者・松本零士さんが生み出したキャ

ラクター「車掌さん」は西武池袋線大泉学園駅の名誉駅長として、私たちを毎日見守ってくれて

います。 

第二部では、お笑いコンビのテツ and トモさんを招き防火講演を開催しました。おなじみの赤

と青のジャージ姿で登場したテツandトモさんは、持前のお笑いトークと歌唱力で観客を魅了し、

防火の心を笑いとともに届けてくれました。お２人は、「私たちにできる『お笑い』という形から、

都民の方々に火災予防を訴えることができ良かったです。」と話していました。 

   
 

 

 

◆ 「未来へはばたけ！」柳川地区幼年消防大会を開催 

柳川市消防本部（福岡） 

柳川市消防本部では、１１月１４日（金）、  

柳川地区幼年消防クラブ２０クラブ、来賓、

保護者、役員等約１，０００人が参加し、  

柳川地区幼年消防大会を実施しました。 

この大会は、幼年消防クラブの充実と親睦、

融和を図り、幼年期の防火思想啓発を目的と

して毎年実施しています。大会では救助技術

訓練の展示、消防服の紹介、防火綱引き、  

クラブ員全員による歌や遊戯、防火の誓いを

行いました。 

クラブ員の更なる飛躍を期待します。園児

達、未来へはばたけ！ 
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【集団救急救助事故対応訓練を実施】 

【総合消防訓練を実施】 

【山岳救助訓練の様子】 

訓練・演習 

 

◆ 集団救急救助事故対応訓練を実施 

国東
くにさき

市消防本部（大分） 

国東市消防本部では、平成２６年１０月３０日（木）、３１日（金）の２日間、当市武蔵多目的

グランドにおいて、職員８５名が参加し、観光バスと乗用車が衝突したことにより多数の負傷者

が発生したとの想定で集団救急救助事故対応訓練を実施しました。 

 この訓練は、当市消防本部の署所の配置状況か

ら先着隊や後続隊の到着を実戦に即したように

考慮し実施しました。訓練をより有効なものにす

るため、各署所において事故発生場所別に事前に

机上訓練を重ねて臨みました。訓練では、先着隊

の初動体制の確立、現場指揮本部及び応急救護所

の設置、傷病者トリアージに主眼を置き、実災害

に即した有意義な訓練を実施することができま

した。 

 今後も実戦的な訓練を重ね、円滑な救急救助活

動が実施できるよう職員一丸となって取り組ん

でいきます。 

 

◆ 特別養護老人ホームにおいて総合消防訓練を実施 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉） 

 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部では、平成２６年１１月１０日（月）、秋の火災予防運動に伴い、

市内で新たに入所事業を開始した特別養護老人

ホームにおいて、施設の自衛消防隊、坂戸消防署

の特別救助隊及び坂戸消防署西分署の消防隊に

よる総合消防訓練を実施しました。 

 訓練は、夜間に２階リネン室から出火し施設内

に煙が充満しており、自力避難困難者や建物内に

取り残された入所者が数十名いるとの想定で、自

衛消防隊による出火場所の確認、消防機関への通

報、初期消火、入所者の避難誘導及び公設消防隊

への情報伝達を行いました。また、特別救助隊の

梯子車による救出活動を実施し、所期の目的であ

る適切な初動対応能力の向上と相互の連携強化

を図ることができました。 

 

◆ 警察署、県警ヘリ、県防災航空隊との山岳救助訓練を実施 

新城市消防本部（愛知） 

新城市消防本部では、紅葉シーズンを間近に控

えた平成２６年１１月１１日（火）に、管内の  

２警察署、県警ヘリ及び県防災航空隊と合同で山

岳救助訓練を実施しました。 

この合同訓練は「数名のパーティーが登山中、

誤って滑落し負傷者が発生した。」との通報が警

察署、消防署それぞれに入電したとの想定でスタ

ートし、合同現場指揮本部で情報を共有するとと

もに、県警ヘリ・県防災航空隊と警察・消防の地

上救助隊が連携し実施しました。 

互いの装備や陸と空の連携による活動が確認

でき大変有意義な訓練となりました。 
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【集団災害対応訓練の様子】

◆ 平成２６年度第２回集団災害対応訓練を実施 

さいたま市消防局（埼玉） 

 さいたま市消防局では、平成２６年１１月１１日（火）、さいたまスーパーアリーナにおいて、

平成２６年度第２回集団災害対応訓練を実施しました。 

 この訓練は、イベント会場内の階段に押し寄

せた来場者が将棋倒しとなり多数の負傷者が発

生したとの想定で、当市消防局の集団災害警防

活動要領に基づき、局内２３隊７６名、埼玉  

ＤＭＡＴさいたま赤十字病院９名、自治医科大

学附属さいたま医療センター５名、負傷者役に

ついてはさいたま市立高等看護学校等５３名な

ど合計１８５名が参加し、トリアージ、応急救

護所の設置及び埼玉ＤＭＡＴとの連携に重点を

置いて実施しました。 

 訓練を通じて、集団災害発生時の消防部隊等

の効率的な運用及び埼玉ＤＭＡＴとの連携、安

全かつ迅速に傷病者を救護するための効率的な

組織活動を確認しました。 

 

 

◆ 瓦礫救助訓練施設の完成に伴う震災救助展示訓練を実施 

藤沢市消防局（神奈川） 

藤沢市消防局では、平成２６年１１月２８日（金）、当市消防防災訓練センターにおいて、瓦礫

救助施設を整備したことに伴い、副市長、消防局長及び消防団長など出席のもと、震災救助の展

示訓練を実施しました。 

訓練では、高度救助隊１隊、消防隊１隊及び消防団１個分団の合計１５人が参加し、「震度６強

の地震発生から１１時間後、市内で倒壊建物多数、火災も同時多発している」との想定で、４か

所の倒壊建物の事案に対し、それぞれの役割にあった活動を実施しました。 

 今後も施設を有効活用し、救助隊による国際標準の捜索救助技術の習得を含む高度な震災救助

訓練や消防隊及び消防団に配備されている資機材や徒手による救助訓練を計画しており、震災救

助技術の向上による震災対応の強化を目指します。 

   
【瓦礫救助訓練施設を利用した震災救助展示訓練を実施】 
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【緊急車両安全運転講習の様子】

【消防・救急講習会の様子】 

【「ロープレスキュー」訓練評価会の様子】

◆ 「ロープレスキュー」訓練評価会を実施 

中 城
なかぐすく

北中城
きたなかぐすく

消防本部（沖縄） 

中城北中城消防本部では、平成２６年１１月１９

日（水）、中城北中城消防署において、救助隊員  

１９名が参加する「ロープレスキュー」訓練評価会

を実施しました。 

この評価会は、平成２７年度運用開始に向けて昨

年から訓練に取り組んでいる「ロープレスキュー」

を安全・迅速に運用するために、これまで以上の技

術向上及び定着を図る目的で実施しました。 

今後も訓練を継続して実施し、救助技術の向上を

図ることにより、地域住民に対する更なるサービス

の向上に繋げていきたいと考えています。 

 

 

研 修 等 

 

◆ 伊賀市消防団緊急車両安全運転講習 

伊賀市消防本部（三重） 

伊賀市消防本部では、平成２６年１１月２日（日）、

当市消防団員が災害発生時の現場出動等において、

緊急自動車を安全に運転することができるよう、市

内にある上野自動車学校の全面協力を得て、平成  

２６年伊賀市消防団緊急車両安全運転講習を実施

しました。 

 講習には、消防団員１２０名が参加し、緊急走行

時の道路交通法等の法令知識（学科）と、緊急車両

の法令に基づく運転（技能）を学び、車両感覚を身

に付けました。 

 

 

 

 

◆ 介護保険事業所の職員に対する消防・救急講習会を開催 

座間市消防本部（神奈川） 

 座間市消防本部では、平成２６年１１月２５日（火）、当市介護保険課と協力し、高齢者向け福

祉施設の職員を対象とした講習会を開催しました。 

 この講習会は、緊急時（火災・救急）に介護施設の職員が利用者の命を守る方法を習得するた

め一昨年から実施し今回が３回目となりました。今年は市内２６事業所の職員３１人が参加し、

第一部では、１１９番通報を取り入れた実践的な初期消火訓練や煙体験、また、自力避難困難な

要介護者を搬送するため毛布やシーツを利用した

緊急時搬送訓練を行いました。 

 第二部の救急講義では、福祉施設の救急事案の現

状や、救急隊の視点から、患者の情報提供書の重要

性などを講義することができました。また、消防職

員による防炎製品の燃焼実験を行い、非防炎製品と

の燃え方の比較を見せ、防炎製品の有効性を認識し

ていただきました。 

 最後に他事業所の職員同士でグループ討議の時

間を設け様々な意見を出し合い、質疑に対して消防

職員が対応しました。 
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【第２回ＲＥＳＣＵＥネットワークＯＳＡＫＡの様子】 

そ の 他 

 

◆ 第２回ＲＥＳＣＵＥネットワークＯＳＡＫＡの開催 

大阪府消防長会 

 平成２６年１２月１２日（金）、大阪府大阪市において、第２回ＲＥＳＣＵＥネットワークＯＳ

ＡＫＡを開催しました。広域災害での連携を一層強化するため、平素からの連携体制の強化を図

る必要があることから、昨年度より大阪府内救助担当者を一堂に会し、プレゼン発表や意見交換

を実施しています。 

訓練や実災害での活動内容など様々な課題等を検討し議論することで、更なる救助技術の発展 

と顔の見える環境づくりを目指し取り組んでいます。 

 

本ネットワークにおける議題等は次のとおりです。 

【発表】 

 土砂災害時の救助活動要領について 

【情報提供】 

 １ 専科教育救助科について 

２ 山岳救助事案について 

【救助事案検討会】 

火災救助事案検討 

狭隘スペース救助事案検討 

ショベルカー事故救助事案検討 

【意見交換会】 

発表された救助事案について、意見交換を実施 

 
 
 
 
 
 
消防庁通知等 

 

◆ 降積雪期における防災態勢の強化等について（１２月８日、中防消第２１号） 

  中央防災会議会長より、関係都道府県防災会議会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。 

 

貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に尽力されているところで

あるが、依然として毎年災害による犠牲者が発生している状況にある。 

近年の降積雪期における被害をみると、毎年人的被害が発生している。平成18年豪雪におい

て152名に上る多数の死者が発生したことを始めとして、昨冬期も大雪、暴風雪等により、死者

95名、重傷者592名等の人的被害が発生するとともに、住家被害や、電力、ガス、水道等ライフ

ラインの被害、交通障害、農林水産業への被害等が発生した。特に、関東甲信地方では、普段

雪害が少ない地域において、平成26年２月14日からの記録的な大雪により、道路、鉄道等の交

通機能が麻痺し、多数の孤立集落が発生した。また、ドライバーの冬装備が十分でなかったこ

と等の要因により、多数の立ち往生車両が発生し、これによる除雪作業等の遅れが問題となっ

たところである。 

豪雪地帯では、高齢化及び過疎化が進み、除雪の担い手となる建設業者等も減少しているこ

ともあり、被害の増加につながっている面があることに注意が必要である。また、特に普段雪

害が少ない地域においては、昨冬期の大雪による教訓を踏まえ、初動体制や除雪体制の整備、

住民、ドライバー等への的確な情報提供、要配慮者への対応、孤立のおそれがある地域に対す

る対策等に十分留意する必要がある。 

また、今年については、豪雪地帯ではない地域も含め、既に局地的に大規模な降雪があり、

地域によっては死者や孤立集落が発生するなどの被害が生じているところである。例年にも増

国 等 の 動 き



9 
 

して注意・警戒して取組を行う必要があると考えられる。 

これらを踏まえ、これから本格的な降積雪期を迎えるに当たり、人命の保護を第一とした防

災態勢の一層の強化を図るべく、下記（省略）の点に留意した取組を行うとともに、本年11月

に災害対策基本法が改正・施行され、道路管理者による緊急通行車両の通行を確保するための

立ち往生車両・放置車両対策の強化が図られたこと及び同法の改正や本年２月の豪雪による教

訓等を踏まえて防災基本計画が修正されたことを踏まえ、本措置の適切な運用をお願いする。 

また、以上について、関係機関及び市町村防災会議に対し、周知徹底をお願いする。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2612/pdf/261208_cyu21.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 降積雪期における防災態勢の強化等について（通知）（１２月８日、消防災第２８３号） 

  国民保護・防災部防災課長より、関係都道府県消防防災主管部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。 

 

標記については、平素から格段の御尽力を頂いているところですが、本年も降積雪期を迎え

て、平成26年12月８日付けで中央防災会議会長（内閣総理大臣）から関係都道府県防災会議会

長宛てに「降積雪期における防災態勢の強化等について」（中防消第21号）が通知されたところ

です。 

つきましては、防災気象情報等（気象庁が発表する大雪特別警報、暴風雪特別警報、大雪警

報、暴風雪警報、大雪注意報、風雪注意報、なだれ注意報、大雪に関する気象情報等の防災気

象情報、大雪に関する異常天候早期警戒情報、１か月予報等による長期的な降雪量予報等）、降

積雪の状況及び過去の雪害による被害の発生の状況等を踏まえ、人命の安全確保を最重点とす

る雪害対策に万全を期されるようお願いします。 

貴都道府県内の市町村及び関係機関にもこの趣旨を速やかに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/tuchi2612/pdf/261208_sai283.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

◆ 「第61回文化財防火デー」の実施について（通知）（１２月１２日、消防予第４８２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。 

 

消防庁と文化庁においては、昭和24年１月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことから、１月

26日を「文化財防火デー」と定め、毎年この日を中心として文化財を火災、震災その他の災害

から守ることを目的とした「文化財防火運動」を全国的に展開し、国民の文化財愛護に 

関する意識の高揚を図っているところです。 

つきましては、別添１（省略）のとおり「第61回文化財防火デー実施要項」を文化庁と共同

で定めましたので、貴職におかれましても文化財の防火・防災意識の向上のため、特段の御配

慮をお願いするとともに、貴都道府県内の市町村に対しても周知いただきますようお願いいた

します。 

なお、別添２（省略）のとおり、文化庁より各都道府県教育委員会に対して通知が発出され

ている旨を申し添えます。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2612/pdf/261212_yo482.pdf）に掲載されています。 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部防災課 

岡澤補佐、中島係長、吉岡事務官 
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報道発表 

 

◆ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）全国一斉情報伝達訓練の結果（１２月１０日、消防庁） 

  １１月２８日に実施した全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の情報伝達訓練の結果を公表

します。 

 

 １ 実施日時 

平成 26 年 11 月 28 日（金） 午前 11 時 00 分 

２ 訓練の概況 

⑴ 概況 

・ 47 都道府県及び 1,732 市区町村が参加（予定していた 1,739 市区町村のうち、11 月 22

日に発生した長野県の地震に伴い 7 市町村が不参加）。 

・ うち、403 市区町村が受信確認のみ実施し、1,329 市区町村が受信確認に加え実際に防

災行政無線等の自動起動を実施。 

⑵ 訓練結果 

① 受信確認 

・ 全ての団体で受信に成功 

② 防災行政無線等の自動起動訓練 

・ 正常であることを確認 1,282 団体 

・ Ｊアラート機器の不具合 4 団体（自動起動装置の不具合） 

・ Ｊアラート機器以外の不具合 43 団体（防災行政無線スピーカーの故障、メール送

信設定誤り、コミュニティＦＭ放送連携装置の不具合、放送の音量が小さい、機器の

接続ケーブルが外れていた、など） 

※ 速報値のため、変動する可能性がある。 

３ 訓練後の対応 

不具合のあった団体においては、速やかに原因を調査し、改善を図る。 

また、今回不具合のあった団体及び自動起動を実施しなかった団体を対象に、年度内に再

訓練を実施する。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h26/2612/261210_1houdou/01_houdoushiryou.

pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

【問い合わせ先】国民保護・防災部防災課 

国民保護室、国民保護運用室 

担当：山井補佐、浅野係長、蔵田事務官、小林事務官 

【問い合わせ先】予防課予防係 

担当：福井・増沢・大槻 
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情報提供等 

 

◆ 第５回 高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する検討部会の開催 

（１２月１１日、消防庁） 

  標記検討部会を下記により開催しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時 

平成２６年１２月１８日（木） 

１４時００分から１６時００分まで 

２ 場 所 

東京都千代田区六番町１５ 

主婦会館プラザエフ ７階 カトレア 

３ 検討事項 

⑴ 高齢者や障がい者に適した火災警報装置の設置に向けた課題について 

⑵ その他 

４ 取材にあたっての留意事項 

⑴ 取材を希望される方は、社名、氏名、連絡先を平成２６年１２月１５日（月）１７時ま

でに下記連絡先まで登録願います。 

また、会場の都合上、登録数に限りがあることを申し添えます。 

⑵ カメラ撮影は冒頭のみに限らせていただきますので、あらかじめ御了承願います。 

⑶ 携帯電話等通信機器については、必ず電源を切るかマナーモードにしてください。 

⑷ 静粛に取材し、喧噪にわたる行為は行わないようにお願いします。 

⑸ 会議の録音については御遠慮ください。 

⑹ 会議中の入退室はやむを得ない場合を除き、御遠慮ください。 

⑺ その他、当日は消防庁職員の指示に従うようお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2014/20141211-1.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 

担当：金子、近藤、吉田 


