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週間情報 

【第１０２回全国消防長会予防委員会の様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第１０２回全国消防長会予防委員会を開催 

全国消防長会予防委員会 

平成２７年１０月２２日（木）、富山県高岡市（ホテルニューオータニ高岡）において、 

第１０２回全国消防長会予防委員会を開催しました。 

会議における報告事項、議題等は次のとおりです。 

【報告事項】 

 １ 第１０１回全国消防長会予防委員会会議結果に

ついて 

 ２ たばこ火災被害の更なる低減のための注意喚起

広報ツールに係る要望について 

 ３ 予防業務に関する知識向上のための方策に係る

アンケート調査について 

【議題】 

 １ 予防技術資格者の更なる充実強化・拡充について 

 ２ 次期開催地について 

【情報交換】 

 １ 高齢者世帯に対する防火対策について 

 ２ 有料老人ホームの対応について 

 ３ インターネットを通じて宿泊客を募集する一般住宅等を活用した新たな宿泊サービス施設

への指導について 

 ４ みなし従属の見直しにより防火対象物点検が必要となる小規模特定用途複合防火対象物へ

の対応について 

 ５ 建築物への立入検査等に係る関係部局との情報共有・連携体制の構築について 

 ６ 消防用設備等の点検報告率の向上について 

【情報提供】 

 １ 首都高速道路の高架下における塗装塗替工事に伴う安全対策について 

 ２ 物件除去命令の取消しを求める受命者が行政訴訟を提起した事案について 

 ３ 伊勢志摩サミットの開催について 

 ４ 平成２７年度の消防研究センターの事業について 

 ５ 住宅用防災警報器の設置効果について 

 ６ 公益財団法人日本防炎協会の事業取組状況について 

 ７ 消防用設備点検資格者の育成等について 

 ８ ケーブルテレビによる住宅防火広報事業について 

 

№２７４３ 

発行日 平成２７年１１月１０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 



2 

 

◆ 津波防災の日イベント「津波防災トークｉｎ丸の内」が開催 

全国消防長会 

平成２７年１１月５日（木）、「津波防災の日」にあわせて、津波防災に対する意識向上や適切

な避難行動の定着に向けた啓発を目的に、都内において内閣府主催の「津波防災トークｉｎ丸の

内」が開催されました。 

 今回のイベントでは、津波防災の日、津波防災のポイント等について、安倍晋三内閣総理大臣、

河野太郎内閣府特命担当大臣及び今村文彦東北大学災害科学国際研究所所長が映像を交えながら

トークセッションを行いました。イベントの途中からは、「ふなっしー」や「くまモン」など、ご

当地キャラクターで結成された「津波防災ひろめ隊」が登場し、津波避難ポーズを取るなど会場

を盛り上げました。 

今後も全国消防長会では、防災推進国民会議のメンバーとして、津浪防災の普及啓発に取り組

んでいきます。 

 

○ 津波防災ひろめ隊サイト（内閣府）http://tsunamibousai.jp/ 

 

 

【津波避難のポーズ】 【トークセッションの様子】 

http://tsunamibousai.jp/
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◆ 介護福祉施設職員を対象に普通救命講習会を開催 

熊本市消防局（熊本） 

熊本市消防局西消防署小島出張所では、管内に多くの介護福祉施設が存在し、救急要請も年々

増加していることから、平成２７年９月１７日

（木）、介護福祉施設職員を対象に普通救命講習

会を開催しました。 

 多くの福祉施設では、夜間対応を少人数で行っ

ており、緊迫した救急事案発生時に、十分な対応

や迅速的確な救命のリレーを行うことが困難と

なる状況が予想されます。そのため、当講習会は、

介護福祉施設職員の救急事案発生時の対応力強

化を目的として開催しました。 

また、事前に受講者へアンケートを実施し、受

講者の要望や疑問点に沿った内容を盛り込むと

ともに、活発な意見交換を行うなど、充実した講

習会となりました。 

 

◆ 消防ふれあい広場を実施 

八女消防本部（福岡） 

八女消防本部では、平成２７年９月１９日（土）、八女市伝統工芸館駐車場において、消防ふれ

あい広場を実施しました。 

 この催しは、八女のまつりあかりの祭典に併せ

て実施しているもので、各種体験コーナー（梯子

車展示・乗車体験、レスキュー体験、初期消火体

験、防火衣着装体験）を設け、子ども達が楽しみ

ながら防災について学ぶことを目的として開催し

ました。 

 防火衣体験コーナーでは、防火衣を着た子ども

達を写真撮影する家族連れの姿が見受けられ、会

場は多くの笑顔で溢れていました。 

この催しを通して、住民の方々との交流を深め

るとともに、効果的に防火防災意識の普及啓発を

図ることができました。 

 

◆ 一般市民を対象とした消防フェスタを開催 

柏市消防局（千葉） 

 柏市消防局沼南消防署では、平成２７年９月２７日（日）、柏市沼南体育館で行われた沼南まつ

りにおいて、一般市民を対象とした消防フェスタを

開催しました。 

 消防フェスタでは、子ども用防火服を着装しての

放水体験やロープ渡り体験等、日頃消防職員が行っ

ている訓練を肌で感じてもらいました。 

 また、住宅用火災警報器の普及活動、水消火器で

の模擬消火体験及びＡＥＤの取り扱い説明のブー

スにおいては、火災時や救急現場での初期対応を学

んでいただき、市民一人一人へ防火・防災意識の向

上を呼び掛けました。 
 

消防本部の動き 

【普通救命講習会の様子】 

【消防フェスタの様子】 

【消防ふれあい広場の様子】 
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◆ 開署２０周年記念祭を開催 

長野市消防局（長野） 

長野市消防局鳥居川消防署では、平成２７年９月２７日（日）、鳥居川消防署開署２０周年記念

祭を開催しました。 

平成７年４月１日に信濃町・豊野町(現在長野市)・牟礼村(現在飯綱町)・三水村(現在飯綱町)

などの周辺１０か町村の広域消防を長野市が受託し、鳥居川消防署は、三水村(現在飯綱町)に開

署しました。 

当日は、来賓(町長等)を招いての開催式、園児による合唱、住警キッドショーのほか、地震体

験、防火衣着装・放水体験、煙体験及び特殊消防車の展示等を行い、盛況のうちに終えることが

できました。 

今後も「地域住民の身近な存在」であり続ける消防署として、普及啓発活動を積極的に行い、

市民の安全、安心の確保のため努めてまいります。 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 林野火災に備えた防火帯設定訓練を実施 

豊橋市消防本部（愛知） 

 豊橋市消防本部では、平成２７年９月１４日（月）、中部森林管理局愛知森林管理事務所の協力

により、新城森林組合の指導のもと、豊橋市多米町地内多米第１林道において、林野火災の発生

に備え、防火帯設定に際しての森林伐採訓練及びチェーンソー取り扱い訓練を実施しました。 

訓練内容は、安全な伐木造材作業について学んだ後、実際に立木を伐倒しました。隊員のなか

には初めて立木を伐採する隊員も多く、プロの知識と技術を目の当たりにし、とても有意義な訓

練となりました。このような貴重な経験は今後の実災害に必ず役立つと確信しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鳥居川消防署開署２０周年記念祭の様子】 

【防火帯設定訓練の様子】 
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◆ ＪＲ東日本との連携訓練を実施 

 さいたま市消防局（埼玉） 

さいたま市消防局見沼消防署では、平成２７年９月１４日

（月）、ＪＲ東日本東大宮駅構内において、エスカレーター

利用者の複数転落事故を想定した訓練を実施しました。 

訓練は、駅利用者の多い時間帯に、実災害に即した状況下

で行われ、鉄道事業者との緊密な連携により迅速かつ円滑な

救護活動体制を確立することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国際消防救助隊訓練を実施 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２７年９月１８日（金）、当消防局北消防署出張所の震災救助仮設訓

練施設において、平成２７年度国際消防救助隊訓練を実施しました。 

この訓練は、活動時間が５時間を超える長時間救助活動訓練であることと併せて、狭隘空間で

の救助活動及び視界不良となる夜間活動など特殊な環境下で訓練を展開することにより、活動隊

員の肉体面、精神面の強化及び大規模災害への対処能力の向上を目的に実施しました。 

また、長時間活動を行うことから支援車を用いて後方支援活動体制を構築し、隊員の体調管理

等を考慮した訓練としました。 

地震により建物が倒壊し、３名の要救助者がいるとの想定のもと、３小隊が連携したなかで、

都市型捜索救助技術を駆使して要救助者の救出活動を行いました。 

この訓練により、国際消防救助隊員の指揮能力の向上とともに、隊員間の技術・知識の共有が

図れたことから、今後も訓練を継続し活動能力の向上に努めていきます。 

  

【連携訓練の様子】 

【国際消防救助隊訓練の様子】 
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◆ 合同水難救助訓練を実施 

仲多度南部消防組合消防本部（香川） 

仲多度南部消防組合消防本部では、平成２７年９月２５日（金）、管内にある日本最大のかんが

い用ため池である満濃池（貯水量：1,540万 m³）において、合同水難救助訓練を実施しました。 

この訓練は、当消防本部が主催し丸亀市消防本部、三観広域行政組合消防本部、坂出市消防本

部に呼びかけを行い毎年２回実施しているもので、約５０名の潜水隊員が水面を揺らせました。 

 訓練内容は、各消防本部がそれぞれに持ち寄った想定訓練を３０分間の所定時間内で２消防本

部が同時に実施し、待機消防本部は見取り訓練と題して、他の消防本部に学び相互研鑽を図ると

いうものです。 

想定訓練での水面に浮かぶ救助用ボート、さらに水中の潜水隊員から発せられる泡が一直線に

円を描く様子は、本番さながらの迫力あるものとなりました。   

参加隊員からは「普段は、海水や平地に作られた人工ため池で水深が２ｍ前後と浅い場所で行

う訓練が主流です。このように水深が１０ｍ以上もある淡水での訓練は貴重な体験でした。」とい

う声も聞かれました。 

今後も、水難救助訓練にとどまらず各消防本部合同による各種訓練を実施し、相互の連携を深

めつつ救助技術の向上に努めたいと考えています。 

 

 

 

◆ 火災指揮シミュレーション訓練を実施 
恵那市消防本部（岐阜） 

恵那市消防本部では、平成２７年９月３０日

（水）、１０月１日（木）の２日間、木造建物火災

を想定した火災指揮シミュレーション訓練を、 

２消防署から延べ２４名が参加し実施しました。  

本年度から署指揮隊を２４時間体制で運用開始

したことから、現場の統括・部隊運用・安全管理・

情報収集・マスコミ対応等に関し、訓練の成果を

確認しました。 

今後も訓練を継続的に実施し、更なる指揮技術

の向上を目指します。 

 

 

【火災指揮シミュレーション訓練の様子】 

【合同水難救助訓練の様子】 
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研 修 等 

 

◆ 自主防災組織リーダー研修を実施 

高知市消防局（高知） 

高知市消防局では、平成２７年９月２７日（日）、当市消防局

南消防署南部分署において、大規模災害時に「自助・共助・公助」

のそれぞれが力を発揮し減災につなげられるよう、平成２７年３

月３１日に結成された高知市自主防災組織連絡協議会の役員 

１９名を対象に「自主防災組織リーダー研修」を実施しました。 

研修では、実災害等の際に地域の防災リーダーとして地域を牽

引できるようになってもらうため、防災座学、消火訓練、煙体験

訓練、応急救護法訓練及び重量物からの救出訓練等の実技を含め

た研修内容としました。 

今後の計画としては、４か年計画で当市自主防災組織連絡協議

会の各ブロックを対象に、同様の訓練を行っていく予定です。 
 

 

◆ 予防勉強会を実施 

徳之島地区消防組合消防本部（鹿児島） 

徳之島地区消防組合消防本部では、平成２７年

１０月２日（金）、鹿児島県大島支庁徳之島事務所

建設課、鶴田祥平氏を講師に迎え、全職員を対象

に建築等についての予防勉強会を実施しました。 

今回の勉強会は、建築物の高度な建築技術の開

発により大規模化、深層化及び特殊化等が進展し

ているため、建築部局の知識や技術的なことを分

かり易く説明していただいたほか、建築部局との

連携が図れ、今後の予防業務に生かすことのでき

る大変有意義なものとなりました。 

 

◆ 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２７年１０月９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２７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、神戸市消防局の

岩本正吾氏、大阪市消防局の和泉義晃氏を招き、

府内消防本部（局）の担当者３０名が参加しまし

た。 

 事前に事務局が配付した２つの違反是正検討

事例（「遠方居住者に対する違反処理」及び「屋

内消火栓設備のモーター焼損対象物に対する違

反処理」）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

がスクリーンに写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等の助言をいただき、

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。 

【煙体験訓練の様子】 

【予防勉強会の様子】 

【消防法令違反是正事例研究会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 消防本部の住所等変更について 

○ ８４００４ 善通寺市消防本部 

 新郵便番号  〒７６５－００１３ 

新住所    善通寺市文京町四丁目１番３号 

新電話番号    ０８７７－６４－０１１９ 

※変更理由   新庁舎移転のため 

平成２７年１１月９日から運用開始 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 平成２７年秋季全国火災予防運動の実施（１１月６日、消防庁） 

 
平成２７年１１月９日（月）から１１月１５日（日）まで『平成２７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 

『無防備な 心に火災が かくれんぼ』 

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ることで、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 実施期間 

平成２７年１１月９日（月）～１１月１５日（日） 

４ 実施内容 

５の「重点目標」を踏まえ、全国の消防本部等において、防火・防災に関する広報や展示、

体験型イベントなどのほか、学校、事業所等と協同した防火講習や消防訓練、防火査察など、

火災予防を推進するための様々な取組みが重点的に実施されます。 

５ 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 

６ その他 

秋季全国火災予防運動の実施時期に合わせ、（一社）日本たばこ協会においても「たばこ火

災防止キャンペーン」を実施し、寝たばこ火災の防止等の普及啓発を行います。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/11/271106_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

国等の動き 

【問い合わせ先】予防課 

担当：小冨士・齋藤 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/11/271106_houdou_1.pdf
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◆ 平成２７年１月～６月の製品火災に関する調査結果（１１月６日、消防庁） 

 

 消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的

として、平成２７年１月～６月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災のうち、

９月３０日までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具

合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/11/271106_houdou_2.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：小冨士・齋藤・竹葉 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/11/271106_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

