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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 保育園でキャラバン隊による火災予防の啓発を実施 

長久手市消防本部（愛知） 

長久手市消防本部では、平成２７年１０月から１２月にかけて、キャラバン隊を組織し、当市

内保育園（１１園）を対象に火災予防普及啓発事業を実施しました。 

このキャラバン隊は、幼児期に火災予防思想を根付かせるためと園児を通じ保護者等への火災

予防を促し、各家庭へ防火意識の高揚を図るため組織されました。 

園児達は、当市危険物安全協会のマスコットキャラクター「どーべるくん」と一緒に火の怖さ

や火事にあったときの心構えを学ぶとともに、消防隊の放水訓練も見学したことで防火意識が高

まったことと思います。 

 

 

 

◆ 松原市市制施行６０周年・消防本部発足５０周年『消防フェスタ』を開催 

松原市消防本部（大阪） 

松原市消防本部では、松原市市制施行６０周年・消防本部発足５０周年を記念して、平成２７

年１１月２９日(日)、市役所市民プラザにおいて

消防フェスタを開催し、約１，０００人の方に来

場していただきました。 

このフェスタは、未来の防火・防災リーダーの

育成に重点をおき、本市の今後１０年、２０年先

の「安心・安全」を子ども達につないでいくこと

を目的としています。 

 子ども体験コーナーでは、消防職員、消防団員

指導による救助綱渡り体験、ミニ消防車（バッテ

リーカー）乗車体験などが実施され、子ども達は

楽しく消防にふれあい笑顔があふれました。 
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◆ 第１８回防火もちつき大会を開催 

八代広域行政事務組合消防本部（熊本） 

八代広域行政事務組合消防本部では、平成２７年１２月６日（日）、ゆめタウン八代において、

八代広域幼少年婦人防火委員会主催、八代市消防団共催で第１８回防火もちつき大会を開催しま

した。 

この大会は、火災が多発する時期を迎えるにあたり、地域住民に火災予防、防火思想の普及啓

発を図ることを目的としています。 

大会では、昔ながらの臼と杵で餅をつき、紅白の餅を袋につめ、来場者約１，０００人に『火

の用心』を呼び掛けながら配布しました。また、屈折はしご車搭乗体験、濃煙体験、消防車両の

展示などの体験コーナーを設け、消防を身近に感じていただき、消防をアピールする良い機会と

なりました。 

 

 

 

訓練・演習 

 

 

研 修 等 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 若手職員の消防車両走行訓練を実施 

東海市消防本部（愛知） 

東海市消防本部では、平成２７年１１月１５日（日）及び２９日（日）、市内の自動車学校の協

力を得て、教習コースを使用しての消防車両走行訓練を実施しました。 

 通常勤務ではなかなか訓練時間を確保することが難しい入庁３年目までの若手職員を対象に、

事故防止と運転技能の向上を目的として実施しました。 

 Ｓ字、クランク及び車庫入れといった各道路の特性をいかしたコースで集中的に訓練を行ない

ました。また、車両を運転する機関員だけでなく、同乗する職員による危険予知や周囲状況の確

認、狭隘路や後退時における車両誘導の訓練も同時に実施し、誘導の重要性を再認識させること

ができました。 

 来年度以降についても、事故防止と更なる運転技能向上を目的に、若手だけでなく職員全員を

対象とした訓練を取り入れていく予定です。 

 
 

 

【防火もちつき大会の様子】 

【走行訓練の様子】 
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◆ 防災航空隊・消防団と林野火災合同消防訓練を実施 

山県市消防本部（岐阜） 

山県市消防本部では、平成２７年１１月２９日（日）、山県市大桑地区、青波地区の古城山大桑

城一帯（標高４０７メートル）において、岐阜県防災航空隊及び山県市消防団と林野火災合同消

防訓練を実施しました。 

 本訓練では、ヘリコプター１機、車両２１台、人員１８７名の規模で、部隊運用、遠距離中継

送水、背負い式消火水のうによる消火、ヘリコプターによる空中消火などの訓練を実施し、指揮

命令及び活動要領等の連携体制を改めて確認することができました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地震災害対応訓練を実施 

有田川町消防本部（和歌山） 

有田川町消防本部では、昭和東南海地震（昭和１９年１２月）が発生した同日の平成２７年  

１２月７日（月）から４日間、地震災害対応訓練を実施しました。 

初日は、初動体制の確立を目的とし、和歌山県南部で地震が発生し管内で震度７を観測したと

の想定で職員の非常招集を行い、非番職員は、自宅から徒歩や自転車で管内の状況を確認しなが

ら消防本部や各消防署に参集しました。また、消防本部内に設置された指揮本部では、管内の被

害状況の把握や、関係機関との連携等を再確認しました。２日目からは、救助隊、消防隊の技術

向上と隊員相互の連携を図ることを目的に、解体予定の旧消防本部庁舎を使用した消火訓練や近

隣の有田市消防本部、湯浅広川消防組合消防本部と合同でブリーチング訓練を実施しました。 

 南海トラフにおける大地震の可能性が高まっているなか、今後も地震災害対応能力の向上を図

っていきたいと思います。 

  

 

 

【ヘリコプターへの補給の様子】 【遠距離中継放水の様子】 

【指揮本部運営訓練の様子】 【ブリーチング訓練の様子】 
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◆ 震災対応訓練を実施 

長野市消防局（長野） 

長野市消防局篠ノ井消防署では、平成２７年１２月７日（月）から１０日（木）まで、長野県

消防学校において震災対応訓練を実施しました。 

訓練は４回に分け、最初の２回は震災時における重量物の持ち上げ、移動、安定化を目的とし

てリフティング・クリビング・ムービングを、残りの２回は、震災により鉄筋コンクリート造２

階建ての共同住宅が倒壊したという想定で、狭隘空間からの救出訓練を実施しました。震災発生

時における要救助者の救出方法等、基本的な技術を理解でき、いつ発生するか分からない災害に

対し準備をすることができました。 

今後も訓練を重ね、知識と技術の向上に努め、災害対応力の向上に努めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 高電圧架線等における救助事故対応訓練を実施 

稲沢市消防本部（愛知） 

稲沢市消防本部では、平成２７年１２月８日（火）、株式会社トーエネック稲沢営業所の施設を

使用し、中部電力株式会社一宮営業所員の指導のもと、高電圧架線等における救助事故対応訓練

を実施しました。 

電気の特性、低・高電圧架線の危険性等の座学及び支柱に宙吊りとなった要救助者の救出訓練

を実施し、救助活動時の危険箇所、救出要領等を学び知識、技術の向上を図ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【救助事故対応訓練の様子】 

【震災対応訓練の様子】 
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研 修 等 

 

◆ 新ＮＢＣ災害対応マニュアルによる活動要領の展示を実施 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局では、平成２７年１２月４日（金）及び７日（月）、千葉市消防学校において、約

６００人の当局職員と千葉県、千葉県警察、放射線医学総合研究所、千葉県消防学校（特殊災害

課程の学生）の計約５０人を対象に、東京オリンピック・パラリンピック時に懸念されるテロ災

害等の特殊災害に対応するために、総務省消防庁から示されたＮＢＣ災害対応マニュアルを基に

マニュアルを改正し、職員に新マニュアルの活動要領をいち早くイメージしてもらうことを目的

として、約４０人の活動隊員による活動要領の展示を実施しました。 

展示は、覚知から要救助者の搬送までを６つの場面に区切って活動の手順及び要点を説明し、

その後、一連の活動を行いました。 

展示内容は、過去の災害事例をモデルに塩素ガスの事故とし、「薬品倉庫内で塩素ガスが発生し、

要救助者の作業員３名あり。」という想定で実施しました。 

 今後もこのような訓練を継続し、各機関の活動確認や連携強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 労働安全衛生法の一部改正に伴うストレスチェック制度講習会を実施 

田川地区消防本部（福岡） 

田川地区消防本部では、平成２７年１２月８日（火）及び９日（水）、当消防本部全職員を対象

にストレスチェック制度講習会を実施しました。 

本講習会は、労働安全衛生法の一部改正により

平成２７年１２月から従業員５０名以上の事業所

でストレスチェック制度が義務化になったことに

伴い実施したものです。 

講習会には、ＥＡＰ（従業員援助プログラム）

専門員を招き、概要説明をいただいた後、受講職

員は職業性ストレス簡易調査を実施し、心理的ま

たは身体的等のストレス状態を認識し、ストレス

の解消方法等について学びました。 

本講習会により、職員はストレスチェック制度

について認識を深めたものと思われます。 

【活動要領の展示の様子】 

【講習会の様子】 
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◆ 防炎講座を実施 

加古川市消防本部（兵庫） 

加古川市消防本部では、平成２７年１２月１１日（金）、公益財団法人日本防炎協会大阪事務所  

所長 野田重良氏を講師に迎え、職員対象の研修会として防炎講座を実施しました。 

この講座は、消防法に基づいた防炎規制を指導する消防職員が防炎物品等に対する知識を深め

ることで、より効果的な指導を実施すること、及び火災予防に効果的な防炎物品等を一般家庭に

も広く啓発していくための一助とすることを目的として実施しました。 

講義や燃焼実験等を通じて、より防炎物品等の効果や重要性を再認識することができました。 

 

 

 

◆ 火災防ぎょ勉強会を実施 

渋川広域消防本部（群馬） 

渋川広域消防本部では、平成２７年１２月１２日（土）及び１３日（日）、群馬県消防学校にお

いて、当広域消防本部主催で「渋消式火災防ぎょ勉強会」を開催しました。 

この勉強会は今回で３回目となり、北は青森、南は沖縄まで全国７０消防本部（局）から    

１３２名の消防職員が参加し、消防力の整備指針に基づく一般住宅火災の対応について、当広域

消防本部が研究した内容など、集まった消防職員と一緒に研修を行いました。 

この火災防ぎょ戦術は、現場効率をよくすることを目的に、様々な技術文献を鵜呑みにするこ

となく、置かれた環境、車両、装備、人員、体制といったものを踏まえ、トライアル・アンド・

エラーを繰り返しその結果として生まれた戦術となっています。 

全国の消防職員と共に学ぶなかでこれが完成ということはなく、日々進化していかなければな

らないと参加者一同、さらに前へ向いていくこととしています。 

 

【防炎講座の様子】 

【座学の様子】 【集合写真】 



7 

 

【感謝状贈呈の様子】 

そ の 他 

 

◆ 大規模店舗に対する特別巡視を実施 

宝塚市消防本部（兵庫） 

宝塚市消防本部では、年末年始の繁忙期に加え、火気使用の増加により火災発生のおそれがあ

る平成２７年１２月１日（火）から平成２８年  

１月７日（木）までの期間において、年末年始特

別火災警戒を実施し、その一環として、市内の大

規模店舗に対して消防本部幹部による特別巡視を

実施しました。 

巡視内容にあっては防火管理体制、消防用設備

等設置状況、避難施設管理状況を確認しました。

結果については、良好に維持管理されており、引

き続き来客、従業員の安全確保に努めるよう関係

者を指導しました。 

今後も火災警戒体制を強化するとともに、市民

の防火意識の向上を図り、より安全安心な市民生活

の確保に努めます。 

 

◆ 消防長による歳末特別視察を実施 

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１２月１日（火）からの歳末火災特別警戒

に併せ、消防長が管内大型店舗(いこらも～る泉佐

野)の特別視察を実施しました。 

この店舗は、平日で約８千人、休日で約２万人

の来店者があり、師走の繁忙期にはさらに多くの

人出が予想され、火災等の事故が発生した場合、

人命危険が高いことから、消防用設備の維持管理

や避難通路の確保状況等を視察し、防火管理者を

含め関係者の警火心の高揚を図りました。 

 

 

 

◆ 従業員による救命の連鎖に感謝状を贈呈       

草加市消防本部（埼玉） 

草加市消防本部では、平成２７年１２月１４日

（月）、人命救助活動等に貢献したサンキョー株式

会社ＳＡＰ草加ボウルに感謝状を贈呈し、功績を

称えました。 

平成２７年７月、ボウリング中に突然倒れ心肺

停止状態となった男性に対し、店長とスタッフが

協力し１１９番通報及びＡＥＤを使用した心肺蘇

生法を迅速に行い、救急隊が到着するまでに自己

心拍と呼吸を再開させました。 

当市消防本部では、今回のような社会復帰事案

をもとに、今後も救命率向上に向けた取り組みを

推進していきます。 

 

【特別巡視の様子】 

【特別視察の様子】 
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報道発表 

 

◆ 地方公共団体における「業務継続計画策定状況」及び「避難勧告等の具体的な発令基準策定

状況」に係る調査結果（１月１９日、消防庁） 

消防庁では、この度、平成２７年１２月１日現在の地方公共団体における「業務継続計画策定

状況」及び「避難勧告等の具体的な発令基準策定状況」に係る調査を実施し、結果を取りまとめ

ましたので公表します。 

本調査結果を受け、本日、業務継続計画や避難勧告等の具体的な発令基準の策定が進んでいない

団体について、必要な取組を進めるよう通知を発出します。 

今後も災害時における対応に万全を期するよう地方公共団体に対し働きかけを行ってまいりま

す。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/01/280119_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「第６２回文化財防火デー」の実施（１月１９日、消防庁） 

 平成２８年１月２６日（火）は、第６２回文化財防火デーです。これに伴い、全国各地で文化

財関係者、消防関係者、教育関係者及び地域住民が協力して、消防訓練が実施されます。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/01/280119_houdou_2.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：小冨士課長補佐、齋藤係長 

【問い合わせ先】 

○業務継続性の確保について 

国民保護・防災部防災課 

担当：多鹿震災対策専門官、木村係長、長堀事務官 

 ○避難勧告等の具体的な発令基準について 

  国民保護・防災部防災課 

  加藤災害対策官、永岡係長、塚原事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/01/280119_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/01/280119_houdou_2.pdf
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◆ 「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会 in 茨城２０１６」の開催 

（１月２２日、消防庁） 

消防団を中核とした地域防災力の充実強化を図るとともに、地域住民や自主防災組織をはじめ、

教育、医療・福祉関係者等を含めた各界各層の連携を深めることを目的として、茨城県つくば市

において「消防団を中核とした地域防災力充実強化大会 in茨城２０１６」を開催します。 

 

東日本大震災を経験し、いつ発生するか予測のつかない災害からの被害を最小限にとどめるた

めには、地域において日頃から備えを万全にしておくことが重要です。 

平成２５年１２月に施行された「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を

受けて、全国各地で地域防災力を充実強化する取組が進められています。 

このような中、各地域において地域防災力の充実強化の重要性についての理解をさらに促進す

るため、本大会を茨城県つくば市において開催いたします。 

 

１ 日時及び場所 

日時：平成２８年１月２９日（金）１３時３０分～１７時００分 

場所：つくば国際会議場（つくば市竹園二丁目２０番３号） 

２ 内容（詳細別紙（省略）） 

⑴ 基調講演 （公益財団法人日本消防協会会長 秋本敏文氏） 

⑵ 事例発表 （常総市消防団ほか） 

⑶ トークショー（女優・羽田美智子氏） 

⑷ アトラクション 

３ 参加人員 約１,２００名 

４ 主催及び共催 

＜主催＞ 消防庁、茨城県、つくば市、(公財)茨城県消防協会 

＜共催＞ 茨城新聞社 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/01/280122_houdou_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】 

国民保護・防災部地域防災室 

担当：伊勢村対策官、山下係長、吉田事務官 
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