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週間情報 

【消防演習の様子】

 
 
 
 
 

 

 

行   事 

 

◆ 雪まつり会場に消防ブースを出展 

岳北消防本部（長野） 

 岳北消防本部では、平成２７年２月１４日（土）、１５日（日）に開催された「第３３回いいや

ま雪まつり」の会場において、火災予防啓発及び応急手当普及啓発を行うために消防ブースを出

展しました。 

両日ともに雪となりましたが、約５万人が訪れ、県内外からの家族連れ等で賑わいました。た

くさんの方に消防業務を理解してもらうために消防車両を展示し呼びかけました。火災予防啓発

では、住宅用火災警報器の設置推進と維持管理についてＰＲしました。 

また、応急手当普及啓発コーナーでは、バイスタンダーによる救命手当の重要性・必要性を説

明し、多くの来場者に心肺蘇生法を体験していただきました。 

これからもイベント等を活用し、啓発活動に力を入れていきたいと考えています。 

   
【応急手当普及啓発コーナー】    【雪像コンテスト最優秀賞「北陸新幹線はくたか】 

 

◆ 春の火災予防運動に伴う消防演習を実施 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２７年２月２４日(火)、春の

火災予防運動を前に消防演習を実施しました。 

この演習は、ホテルベルクラシック東京の９階で火災が発生し

たという想定で行われ、自衛消防隊は１１９番通報から初期消火、

避難誘導、けが人を想定した応急救護まで一連の流れを訓練しま

した。 

当ホテルは、平成２６年１２月に優良防火対象物と適合表示制

度の同時交付を受けるなど、安全への高い意識を持っており、こ

の日の訓練も本番さながらの迫力で行いました。 

近隣の保育園から、大勢の園児が演習の見学に駆け付けてくれ

たことから、かわいい声援のなか、消防隊ははしご車からの逃げ

遅れ者の救出、特別救助隊による窓からの緊急脱出を行い、最後

に、自衛消防隊、消防団及び消防隊による一斉放水で演習を終え

ました。 
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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

消防本部の動き
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【文化財防火デー消防訓練の様子】 

【３消防本部合同火災救助訓練を実施】

【機動隊員による救助活動の様子】

訓練・演習 

 

◆ 県警機動隊・ＤＭＡＴ・消防３機関合同訓練を実施 

柏市消防局（千葉） 

 柏市消防局では、平成２７年１月２３日（金）、当市消防訓練センターにおいて、集団災害発生

時に備えて、警察（県警機動隊及び柏警察署）、ＤＭＡＴとの初の合同訓練を実施しました。 

 訓練は、近年話題になっている薬物中毒者によ

る不審車両が次々と歩行者をはね飛ばし対向車

に衝突し、多数の負傷者が発生したとの想定のも

とに実施しました。救急隊員がトリアージを行い、

応急救護の処置後、仮想の医療機関へ搬送するま

での一連の流れを各関係機関の職員を含め１１

２名の隊員が参加しました。 

 この訓練により、集団災害発生時における各部

隊の活動要領の再確認及び各関係機関との連携

強化を図ることができました。 

 当市消防局では、今後も各関係機関との訓練を

重ね、市民の皆様に安心を与えられる消防活動を

目指します。 

   

◆ 第６１回文化財防火デーに、消防訓練を実施 

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部（埼玉） 

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部新座消防署では、平成２７年１月２６日（月）の

第６１回文化財防火デーに、国指定天然記念物の

境内林がある新座市の平林寺において消防訓練

を実施しました。 

訓練は、消火器、放水銃及び屋外消火栓設備の

取り扱いとあわせて、自衛消防隊、新座市消防団

第５分団及び新座警察署と合同で放火火災を想

定した消防演習を行いました。 

消防演習では初期消火、通報、検索及び放水と

同時に警察官が放火した犯人の確保、最後に一斉

放水を行い演習は終了しました。 

訓練を終えて、文化財（平林寺）関係者からは、

「非常に緊張感のある訓練でした。」と大変好評

でした。 

 

◆ ３消防本部合同火災救助訓練を実施 

有田川町消防本部（和歌山） 

有田川町消防本部では、平成２７年２月１６日

（月）、当町消防本部内訓練場において、近隣の

消防本部(有田市消防本部・湯浅広川消防組合消

防本部)が集い、合同火災救助訓練を実施しまし

た。 

この訓練は各隊の消火と人命救助技術の向上

を図るとともに、有田地域の消防隊が技術的交流

を深めることを目的としました。 

この訓練を通して、近隣地域の災害に対する緊

急応援活動時などにおいて、各消防本部が連携を

密にし円滑に活動できる体制の構築を図ること

ができました。 
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【感染防護服着脱訓練を実施】 

【警防技術発表会を実施】 

【平成２６年度実戦ポンプ操法大会の様子】 

◆ 新型インフルエンザに備え、感染防護服着脱訓練を実施 

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

２７年２月１６日（月）、泉佐野消防署空港分署

において、救急隊員の感染防護服着脱訓練を実施

しました。 

この訓練は、関西国際空港での旅行者に新型イ

ンフルエンザ疑い患者が複数同時に発生し関西

空港検疫所だけでは指定医療機関への搬送がで

きない場合に、泉佐野保健所と連携し対応するこ

とから、円滑な連携強化を目的に実施したもので

す。 

同検疫所衛生班の指導により、救急搬送時に患

者からの感染を防ぐための注意事項及び着脱要

領を習得しました。 

 

 

◆ 警防技術発表会を実施 

稲沢市消防本部（愛知） 

 稲沢市消防本部では、平成２７年２月１６日

（月）、１７日（火）の２日間、警防技術発表会

を実施しました。 

 この発表会は、木造２階建て専用住宅１階から

出火、要救助者２人が逃げ遅れているという想定

で実施し、小隊長の指揮能力及び若手職員の警防

技術能力の向上を目的としました。 

 発表会では、先輩職員から評価、助言等を受け、

警防活動の知識及び技術の伝承を図ることがで

きました。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２６年度実戦ポンプ操法大会を実施 

豊中市消防本部（大阪） 

豊中市消防本部では、平成２７年２月１７日（火）から１９日（木）までの３日間、当市消防

訓練場において、３６隊が参加し、平成２６年度

実戦ポンプ操法大会を実施しました。 

この大会は、火災現場における的確な状況判断

と、臨機に対応できる活動能力の向上を図る目的

で毎年実施しているもので、今年で１９回目とな

ります。 

今年度は、ＣＡＦＳ（キャフス：水と消火薬剤

と圧縮空気を混合させる装置）を活用した新消防

戦術「ＧⅢ（ジースリー）戦術」を取り入れて、

耐火建物火災を想定した消火隊２隊の連携によ

る速時消火と救出訓練を行いました。 

これからの火災多発期に備え、各署所の消火隊

が日頃の訓練成果を発揮し、活気ある有意義な訓

練となりました。 
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【タンクローリー取り扱い研修の様子】

【運転技術向上訓練の様子】

【阪神地区消防長会実務講習会の様子】

研 修 等 

 

◆ タンクローリー取り扱い研修を開催 

大和市消防本部（神奈川） 

大和市消防本部では、平成２７年２月２日（月）、３日（火）の２日間、危険物漏えい事故対策

として、中央運輸株式会社の協力により、タンク

ローリー取り扱い研修を開催しました。 

高速道路や幹線道路が通過する当市では、過去

に交通事故による危険物漏えい事故を経験して

いることから、タンクローリーの構造及び事故防

止対策に関する知識、理解を深め、災害時におけ

る事故車両及び危険物への対応、現場の安全管理

を徹底することを目的にこの研修を開催しまし

た。 

本研修では、座学及び実車を使用し、タンクロ

ーリーを手に触れる機会の少ない職員にとって、

災害対応能力の向上を図れる良い研修となりま

した。 

 

◆ 運転技術向上訓練を実施 

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２７年２月 

１６日（月）から２月１８日（水）の３日間、運

転技術向上訓練を実施しました。 

訓練対象は若手の機関員とし、消防車両の運転

技術の向上及び交通事故防止を図ることを目的

に実施しました。 

 訓練用フェンスを使用したクランク、Ｓ字等の

狭隘道路の走行により車幅等の車両感覚を身に

付けるとともに、同乗した指導者からのチェック

リストに基づく指導により運転技術の向上につ

ながりました。また、訓練中は車両誘導マニュア

ルに基づき車両誘導を実施し、交通事故防止の再

徹底に努めました。 

 

◆ 阪神地区消防長会実務講習会を実施 

阪神地区消防長会 

兵庫県の阪神地区１０消防本部（西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、

篠山市、丹波市、猪名川町）で構成される阪神地区消防長会では、年１回、消防関係法令の研究

並びに消防技術の向上を目的に実務講習会を開催

しています。 

今年度は２月１７日（火）、西宮市役所東館にお

いて、兵庫県災害医療センター長である中山伸一

氏を講師に迎え、約２００名が受講しました。 

中山氏は、災害・救急医学を専門とし、国内外

の学会をはじめ県下の消防や医療機関で災害医療

について講演されており、今回は、「多数傷病者発

生現場における消防と医療との連携について」を

テーマに講義していただきました。 

実災害を例として、災害医療の必要性及び消防

と医療の連携の重要性について学びました。 
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消防庁通知等 

 

◆ 消防法施行規則第４条の２の３並びに第２６条第２項、第５項第３号ハ及び第６項第３号 

の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件の一部を改正する件等の公布について 

（３月１６日、消防予第１２０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。 

 

「消防法施行規則第４条の２の３並びに第２６条第２項、第５項第３号ハ及び第６項第３号

の規定に基づき、屋内避難階段等の部分を定める件の一部を改正する件」（平成２７年消防庁告

示第２号。以下「２号告示」という。）、「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件」（平

成２７年消防庁告示第３号。以下「３号告示」という。）、「消防用設備等試験結果報告書の様式

を定める件の一部を改正する件」（平成２７年消防庁告示第４号。以下「４号告示」という。）、

「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件の一部を改正する件」（平成２７年消防庁告示第５号。以下「５号告示」という。）、「加圧

送水装置の基準の一部を改正する件」（平成２７年消防庁告示第６号。以下「６号告示」という。）

が平成２７年３月１６日に公布されました。 

今回の改正は、消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有

する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第１０

号。以下「改正省令」という。）の施行に伴い所要の規定の整理を行うほか、消防機関へ通報す

る火災報知設備に係る点検基準等を改正するとともに、加圧送水装置の基準を改正するもので

す。 

貴職におかれましては、下記事項（省略）に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、

各都道府県にあっては、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/tuchi2703/pdf/270316_yo120.pdf）に掲載されています。 

 

◆ 消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正について（通知） 

（３月１８日、消防予第１０２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。 

 

消防用設備等の試験及び点検については、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」（平

成 14 年９月 30 日付け消防予第 282 号。以下「試験基準」という。）及び「消防用設備等の点検

要領の全部改正について」（平成 14 年６月 11 日付け消防予第 172 号。以下「点検要領」という。）

により運用いただいているところですが、「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一

部を改正する件」（平成 27 年消防庁告示第４号）及び｢消防用設備等の点検の基準及び消防用設

備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件｣（平成 27 年消防

庁告示第５号）の公布等に伴い、試験基準及び点検要領の一部を下記（省略）のとおり改正し

ましたので通知します。 

貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、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

しても周知され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/tuchi2703/pdf/270318_yo102.pdf）に掲載されています。 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】予防課設備係 

担当：金子、近藤、北野、吉田 
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【実験実演の様子】 

情報提供 

 

◆ 開設２０周年記念講演会の開催 ～ テーマ『救急救命士の課題と展望』～ 

一般財団法人救急振興財団救急救命九州研修所 

救急救命九州研修所は、本年３月に開設２０周年を迎えることから、平成２７年３月９日（月）、

救急医療のトップランナーとして、日本の医学会を牽引している国士舘大学大学院・研究科長（日

本救急医療財団・理事長）島崎修次先生を招聘して『救急救命士の課題と展望』をテーマに記念

講演会を、救急救命士研修課程第３１期生の卒業式と併せて開催しました。 

当日は総務省消防庁長官をはじめ多くの来賓を迎え、本講演会や北九州市消防音楽隊による記

念演奏会等が開催されました。 

    
【消防庁長官挨拶】           【島崎先生特別講演】 

 

◆ 「楽しく身につく消防科学」東京消防庁消防技術安全所一般公開の開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁消防技術安全所では、平成２７年４月１８日

（土）に一般公開を開催致します。 

消防技術安全所では、検証の成果や最新の消防装備などを

広く一般の皆様に公開し、消防科学の現状やその役割につい

て理解を深めていただくために毎年行っているものです。当

日は実験実演をはじめ、隣接する第三消防方面本部消防救助

機動部隊（通称：ハイパーレスキュー隊）の訓練や車両の展

示なども行う予定です。 

入場は無料です。事前の申し込みの必要もありません。 

どうぞお気軽にお越しください。 

詳細は消防技術安全所ホームページに掲載予定です。

（http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-gijyutuka/） 

 

 

 

 

※ 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 


