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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 全国消防長会常任理事会の開催 

全国消防長会 

平成２７年２月６日（金）、東京都（スクワール麹町）において、全国消防長会常任理事会を開

催しました。 
常任理事会における議案審議及び報告事項等については次のとおりです。 

【議案審議事項】 

１ 平成２７年度事業計画案（案）及び平成２７年度収支予算概算（案）について 

２ 太陽光発電設備に係る感電防止措置に関する要望について 

３ 平成２７年度及び平成２８年度事業推進委員会委員長の選任について 

４ 次期常任理事会の開催について 

【報告事項】 
１ 平成２６年中における要望活動について 

２ 第５回緊急消防援助隊全国合同訓練の概要

（案）について 

３ 小規模消防本部が抱える課題の解決に向けた

検討状況について 

４ 消防関係判例集の発行等について 

【資料配付】 

１ 新採用職員に対する消防団体保険への加入促 

進について 

２ Em-Net 受信端末の導入について 

 

 

◆ 一般財団法人全国消防協会通常理事会及び臨時評議員会の開催 

一般財団法人全国消防協会 

平成２７年２月６日（金）、東京都（スクワール麹町）において、一般財団法人全国消防協会通

常理事会及び臨時評議員会を開催しました。 
通常理事会及び臨時評議員会における議案審議及び報告事項等については次のとおりです。 

 

○ 通常理事会 

【議案審議事項】 

１ 平成２６年度収支予算の補正（案）について 

２ 平成２７年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

３ 臨時評議員会の開催について 

４ 一般財団法人全国消防協会設立５０周年記念事業（案）について 

【報告事項】 

１ 職務執行状況の報告について 

２ 臨時理事会の開催について 

３ 平成２７年度全国優良消防職員表彰式の日程等について 

４ 平成２６年度消防機器の改良及び開発並びに消防に関する論文の応募状況等について 

５ 消防関係判例集の発行等について 

６ 防火・防災管理者講習用テキストの販売状況等について 
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両会の動き 

【常任理事会の様子】 
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【資料配付】 

 新採用職員に対する消防団体保険への加入促進について 

 

○ 臨時評議員会 

【議案審議事項】 

１ 平成２６年度収支予算の補正（案）について 

２ 平成２７年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

【報告事項】 

１ 臨時評議員会の開催について 

２ 一般財団法人全国消防協会設立５０周年記念 

事業（案）について 

３ 平成２７年度全国優良消防職員表彰式の日程 

等について 

４ 平成２６年度消防機器の改良及び開発並びに 

消防に関する論文の応募状況等について 

５ 消防関係判例集の発行等について 

６ 防火・防災管理者講習用テキストの販売状況 

等について 

【資料配付】 

 新採用職員に対する消防団体保険への加入促進

について 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 消防出初式において市制施行６０周年記念パレードを実施 

三浦市消防本部（神奈川） 

三浦市消防本部では、平成２７年１月６日(火)、三浦市三崎フィッシャリーナ・ウォーフ「う

らり」脇交流広場において、消防出初式を開催しました。 

当市では昭和３０年１月１日の市制施行から６０周年記念となる年を迎え、式典では恒例の一

斉放水のほか、消防部隊による「市制施行６０周年記念パレード」を実施しました。 

記念パレードでは、市内中学校の合同吹奏楽部による「三浦市消防歌」の演奏にのせて、市制

施行６０周年記念大漁旗を先頭に、纏、消防署部隊及び消防団部隊のほか、防火防災普及啓発用

ミニ消防車「ミニボーくん」、三浦市マスコットキャラクター「三浦ツナ之介」が行進し、盛大な

式典となりました。 

   
【市制施行６０周年記念大漁旗】      【市制施行６０周年記念パレードの様子】 

消防本部の動き

【通常理事会及び臨時評議員会の様子】 
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【消防署見学の様子】 

◆ 政策研究大学院大学の学生が消防署を見学 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁麻布消防署では、平成２７年１月７日（水）、政策研究大学院大学の学生１８名が、

授業の一環として当消防署を見学しました。 

この大学には、「防災・復興・危機管理プログラム」というコースがあり、学生のほとんどが国

土交通省、都道府県庁、政令指定都市や企業からの研修生で、防災・危機管理をテーマに研究活

動を行っており、消防装備品、資器材、消防制度などについて調査するために実動機関である消

防署に来署したものです。 

同大学の武田文男教授は、総務省消防庁総務課

長、福岡県副知事、内閣府大臣官房審議官（防災

担当）などを歴任しており、研修生達がマクロの

視点で研究を進めるためには、ミクロの視点の知

識も必要であるとの考えから、住民にとって最も

身近な防災機関である消防署の見学を当署に依

頼されました。 

研修生達は当消防署の管内情勢の説明を聞い

た後、庁舎内を見学し、ポンプ車や救急車の装備

や救助用資器材の見学、個人装備品を着装体験す

るなどして、消防行政に対する理解を深めました。 

 

 

◆ 平成２７年豊橋市消防出初式を開催 

豊橋市消防本部（愛知） 

豊橋市消防本部では、平成２７年１月１０日（土）、豊橋球場において、平成２７年の新春を飾

る豊橋市消防出初式を開催し、消防車両４１台、人員９６９名が参加し、約１，５００人の来場

者がありました。 

式典終了後のアトラクションでは、当市出身のデザイン書道家、鈴木愛さんによる書のパフォ

ーマンスを実施しました。「今年一年、飛躍の年になりますように。」と今年の干支にちなんだ「翔」

という文字を描いていただきました。 

出初式終了後には、消防ふれあい広場を開催し、消防団をＰＲするため、消防団員によるわた

がしの無料配布、団員募集チラシの配布も行いました。 

   
【平成２７年豊橋市消防出初式の様子】 
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【式典の様子】 

【「１日消防署長」に委嘱】 

◆ 「豊川市消防団協力事業所表示証交付式」「消防団員応援自動販売機披露式」を開催 

豊川市消防本部（愛知） 

 豊川市消防本部では、平成２７年１月１５日（木）、当市役所において、「豊川市消防団協力事

業所表示証交付式」及び「消防団員応援自動販売機披露式」を開催しました。 

交付式では、現在当市内で認定されている２０事業所に加え、新たに㈱白木屋を消防団協力事

業所として認定し表示証を交付しました。㈱白木屋の協力内容は、①消防団活動の応援と防災意

識を啓発する内容のデザインをラッピングした飲料水の自動販売機を市内に設置する、②災害時、

１２Lボトルウォーターの倉庫を無料開放し、生

活水として無償提供する、③消防団の操法大会の

行事の際、飲料水等を提供し消防団活動を支援す

る等となっています。 

また、交付式に続き実際に設置される「消防団

応援自販機」の披露式が当市のゆるキャラで宣伝

部長の「いなりん」出席のもと行われました。こ

の応援自販機には「いなりん」が「飲み物ヨシ！」

「おつりヨシ！」「火の元ヨシ！」、「ぼくも消防

団を応援するだリン☆」と呼びかけるデザインが

施されています。この試みは東三河地域では初で

あり、今後市内各所へ設置される予定となってい

ます。 

 

 

◆ 市内の小学６年生全員を「１日消防署長」に委嘱 

勝山市消防本部（福井） 

勝山市消防本部では、平成２７年１月１９日（月）、管内の小学６年生全員を「１日消防署長」

に委嘱し、自宅の防火診断を実施してもらいまし

た。 

この行事は今年で３４回目となり、毎年１月に

実施しています。それに先立ち、管内の代表小学

校で「１日消防署長」委嘱式を行い、消防署長か

ら代表生徒に委嘱書が手渡されました。児童達は

各家庭内で「１日消防署長」として自宅の防火診

断を実施し、その診断結果をもとに家族で防火に

ついて話し合い、防火意識の高揚を図りました。 

なお、当市消防本部では診断結果を集計し、ホ

ームページに掲載し防火指導などに役立ててい

ます。 
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【初期被ばく対応訓練の様子】 

訓練・演習 

 

◆ 初期被ばく（浜岡原発労災事故患者受入）対応訓練を実施 

磐田市消防本部（静岡） 

磐田市消防本部磐田市消防署では、福島第１原発事故を受け、平成２６年１２月７日（日）、磐

田市立総合病院において、中部電力浜岡原発から２０ｋｍ圏外の同病院が初期被ばく医療機関と

して指定されていることを踏まえ、当市消防署と緊急被ばく医療チームが合同で初期被ばく対応

訓練を実施しました。 

この訓練は、発電所の放射線管理区域内におい

て、作業員が原子炉系弁の点検中に汚染を伴う負

傷をしたとの想定で、通報、救急隊員の防護服着

装、救急車の養生、病院受入要請、救急隊員と救

急車のサーベイまでの一連の活動を実施しまし

た。 

訓練後の意見交換会では、放射線の影響や被ば

くに対する防護方法、患者収容の注意点が確認で

きて良かったとの意見や養生作業に時間が掛か

ったことが反省点だとの意見がありましたが、初

期被ばく医療について、医療チームと相互に理解

を深めることができ連携が強化されました。 

 

 

◆ 平成２７年特別点検を実施 

筑西広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

筑西広域市町村圏事務組合消防本部では、平成２７年１月１４日 (水)、平成２７年特別点検を

実施しました。 

特別点検では、構成３市組合の管理者をはじめ、組合議会議員や３市の関係者の観覧の下、人

員姿勢服装礼式の点検及び訓練の点検を実施しました。 

人員姿勢服装礼式の点検では、柴消防長が指揮者となり１６０名の職員が２中隊を編成し斉一

な礼式を行い、観覧者からは驚きの声が上がりました。また、訓練の点検では、震災狭隘空間対

応訓練、都市型ロープ救出訓練、Ｃ災害対応訓練について実施しました。 

近い将来に発生が予想される南海トラフ巨大地震等の大規模災害に対応するために、組合議会

や各市機関との役割及び連携の強化徹底について再確認することができ有意義な点検となりまし

た。 

 管理者である須藤筑西市長からの講評では、「機敏な行動は心強い。市民が安心安全に暮らせる

よう一層努力を。」と呼びかけられ、職員一同、身を引き締めて公務にあたる決意をしました。 

   
【平成２７年特別点検の様子】 
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◆ 「防災とボランティア訓練」を開催 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局中央消防署では、平成２７年１月１７日（土）、消防に対する理解と協力を深めて

いただき、市民の防火防災意識の高揚と住民の安心と安全の確保を図ることを目的として「防災

とボランティア訓練」を開催しました。 

多くの来場者が、はしご車の乗車体験、起震車による地震体験、家族でできる応急処置体験を

職員とともに楽しみながら学びました。また、災害対策アドバイザーの水島講師による「自助共

助」と題した講演は大好評であり、防火防災意識を高めることができました。 

 講演会場では来場者から感嘆の声と拍手が起こり、防火防災の大輪が咲き誇りました。 

   
【「防災とボランティア訓練」の様子】 

 

 

◆ 防災とボランティア週間に伴う合同訓練を実施 

東大阪市消防局（大阪） 

東大阪市消防局では、平成２７年１月１８日（日）、防災とボランティア週間に伴い、地域防災

における協力関係の強化を目的に、官民一体となった合同訓練を実施しました。 

 訓練には、上小阪校区自治連合会、当市危機管理室、西消防署及び消防団（第１４分団）から

約２００名が参加しました。消火・展示ブース、救助ブース、救急ブースなどに分かれ多種多様

な訓練を行い、地域住民などと連携を図ることができ有意義な訓練となりました。 

   
【防災とボランティア週間に伴う合同訓練の様子】 
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【コミュニケーション研修の様子】 

研 修 等 

 

◆ 「予防の横浜消防」フォーラムを開催 

横浜市消防局（神奈川） 

 横浜市消防局では、平成２７年１月１６日（金）、横浜市保土ケ谷公会堂において、これからの

予防行政について、組織の共通認識を図るとともに、未来を見据えた戦略的な展望をテーマに予

防フォーラムを開催しました。 

当日は、神奈川県内消防本部の予防担当職員３９名を含め、約３７０名の消防職員が参加し、

熱心に聴講していました。 

 第一部の基調講演では、「予防行政の軌跡とこれから」と題し、当市中消防署小野署長により、

消防法制定の背景からはじまり、横浜消防のこれまでの予防行政への取り組みの紹介と、社会環

境の変化に対応したこれからの予防行政について講演されました。また、第二部のパネルディス

カッションでは、「攻めの予防」をキーワードに火災予防、危険物指導、査察戦略など、予防行政

の今後の展望について議論を深めました。 

 この予防フォーラムを通じて消防職員のキャリア形成や組織力の充実について再認識すること

ができ、有意義なイベントとなりました。 

   
【基調講演を務めた小野消防署長】        【パネルディスカッションの様子】 

 

 

◆ コミュニケーション研修を実施 

田川地区消防本部（福岡） 

田川地区消防本部では、平成２７年１月２１日（水）、２２日（木）の２日間、全職員を対象に、

コミュニケーション研修を実施しました。 

 昨年度、相手に対して最良のサービス（心遣い）

をし、最大の満足を与えることで好ましい人間関

係を作り出すための接遇マナー研修を実施しま

したが、これに引き続き、相手と自分の物事の捉

え方の違いを認識し、効果的なアプローチ法を修

得するために今回の研修を実施しました。 

専用のチェックシートにより自己分析し、タイ

プ別のグループに分かれ、異なるタイプの相手に

対してのコミュニケーションを生かす知識を身

に付けました。 

この研修により、さらに職員間での好ましい人

間関係を作り出していけるものと思われます。 
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【火災による死者ゼロ１０００日を達成】

◆ 「第２３回全国救急隊員シンポジウム」を開催 

一般財団法人救急振興財団・相模原市消防局（神奈川） 

平成２７年１月２９日（木）・３０日（金）、相模女子大学グリーンホール、小田急ホテルセン

チュリー相模大野及び bono 相模大野 市民・大学交流センターにおいて、全国の消防職員や医療

関係者などを対象に、「第２３回全国救急隊員シンポジウム」を開催しました。 

「救命の未来予想図をいま！～はやぶさの故郷
ふるさと

 さがみはらから～」のテーマの下、計３３枠の

様々なプログラムを展開し、参加者総数７，０１３人を集め、盛会裏に終了しました。 

 

【「第２３回全国救急隊員シンポジウム」の開催状況】 

   
【オープニングセレモニー】                 【市民公開講座】 

 

 

そ の 他 

 

◆ 火災による死者ゼロ１０００日を達成 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁葛西消防署では、平成２４年４月 

２０日に火災による死者が発生して以来、平成

２７年１月１５日まで火災による死者はなく、

火災による死者ゼロ１０００日を開署（平成 

１２年）以来初めて達成しました。 

当消防署管内では、年平均約１００件の火災

が発生し建物約３１０棟が焼損しており、当庁

管内でも比較的火災の発生が多い地域です。 

当消防署では、これからも地域の町会・自治会、

事業所、消防団との連携を強化し、災害に強い

葛西のまちづくりを推進して、火災の発生防止

を図るとともに、火災による死者を発生させな

いよう頑張ってまいります。 
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消防庁通知等 

 

◆ テロ災害対策の再確認及び徹底について（２月３日、消防運第５号） 

  国民保護運用室長より、各都道府県防災・危機管理担当部局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。 

 

邦人殺害テロ事件を受け、本日、内閣の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部（本部長内

閣官房長官）において「邦人殺害テロ事件を踏まえた今後の取組について」が別紙（省略）の

とおりとりまとめられたところです。 

各都道府県におかれては、このことを踏まえ、下記の事項（省略）に留意し、関係機関と緊

密な情報連絡体制を整える等、必要な措置を講じていただくとともに、貴都道府県内の市町村

及び消防関係機関に対してもこの旨連絡し、テロ災害対策の再確認及び徹底を実施して頂くよ

うお願いいたします。 

また、平成２７年１月２７日付けで別途通知した「国民保護共同訓練の実施について（依頼）」

のとおり、共同訓練の実施に積極的に取り組んでいただくよう重ねてお願いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条に基づく技術的助言と

して発出す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/tuchi2702/pdf/270203_un05.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 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】国民保護・防災部 国民保護運用室

担当：木本、長谷川、新田、早坂 


