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週間情報 

 
 
 
 
 

 

 

 

◆ 締め切り間近！ 

平成２８年度記録誌「全国消防長会会報」・機関誌「ほのお」の実費購読のご案内 

全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

このことにつきましては、平成２８年１月５日付け全消発第２４０号（以下「会報通知」とい

う。）及び平成２８年１月５日付け全消協第２６７号（以下「ほのお通知」という。）並びに「週

間情報№２８０３」（平成２８年１月１９日発行）により、お知らせしているところですが、申し

込み締切日が間近となっていますので、再度ご案内いたします。 
実費購読の申し込みについて下記により受け付けておりますので、希望部数を消防本部（局）

ごとにお取りまとめの上、電子メールにてお申し込みください。 
 

記 

 
１ 購読料（１年間分・専用ファイル付） 

「会報」 １，３４０円 
「ほのお」１，０３０円 

２ 購読期間 
平成２８年度１年間（平成２８年４月～平成２９年３月） 

３ 申し込み単位 
消防本部（局）（個人からの直接申し込みは不可） 

４ 申し込み方法 
「会報通知」及び「ほのお通知」の別添申込書（省略）に必要事項を入力の上、次のメール

アドレスあてに送信してください。 
「会報」  kaiho@fcaj.gr.jp 

「ほのお」 honoo@ffaj-shobo.or.jp 

５ 申し込み締切日 
「会報」及び「ほのお」  平成２８年２月５日（金） 

６ 購読料支払い方法 
申し込み後に送付する請求書及び振込用紙により、各消防本部（局）で取りまとめた購読料

を、一括で振込みをお願いします。 
７ その他 

申し込み後の購読中止（購読料の返金）はできません。 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№２８０５ 
発行日 平成２８年２月２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 
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行   事 

 

◆ 入間市消防少年団による防火祈願餅つき大会を開催 

埼玉西部消防局（埼玉） 

埼玉西部消防局では、平成２７年１２月１２日（土）、当消防局入間消防署において、入間市長

や教育長を来賓に迎え、毎年恒例の入間市消防少年団による防火祈願餅つき大会を実施しました。 

 参加した少年団員４９名は、交代で重たい杵を力いっぱい振り上げ、年末年始の防火の願いを

込めて、元気いっぱいお餅をつきました。つきあがったお餅は、保護者が手早く丸め、からみ餅・

あんこ餅・きなこ餅・ごま餅の４種類の味で楽しみました。自分達でついたお餅の味は格別な美

味しさだったようです。 

 新しい年は、防火への願いが通じ、火災の少ない穏やかな年となることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 火災防ぎょ基本訓練を実施 

有明広域行政事務組合消防本部（熊本） 

有明広域行政事務組合消防本部では、平成２７年１２月８日（火）及び９日（水）、「３階建て

アパートの２階から出火。要救助者１名。」を想定した火災防ぎょ基本訓練を実施しました。 
この訓練では、基本要領を主眼に「安全・確実・迅速」な活動を実施し、これまでの訓練の効

果確認を行い、今後の訓練や現場活動の充実強化を図り、より安全確実で効果的な活動が遂行さ

れることを目的とするとともに、隊員間の連携を重視して、隊員３人で構成される管内の各小隊

で中隊（３小隊）を編成し、２台２線方式の活動要領にて実施しました。 
訓練は２日間実施し、それぞれ５中隊が参加して救出完了までのタイムや指揮要領及び活動要

領などを審査し、上位２チームを表彰しました。今後も各種訓練を継続して実施し、災害対応に

努めてまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防本部の動き

【市長と餅つきの様子】 【参加した少年団員の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 鍾乳洞内で合同救助訓練を実施 

那覇市消防局（沖縄） 
那覇市消防局では、平成２７年１２月１０日（木）及び１６日（水）

の２日間、おきなわワールド（玉泉洞・王国村）において、洞窟探

検ガイドスタッフや島尻消防、清掃組合消防本部職員と合同で救助

訓練を実施しました。 
１日目は暗所、狭隘耐性訓練を、２日目は６００メートルの非常

に狭い鍾乳洞内で歩行不可の傷病者が出たことを想定した救助訓

練を行いました。 
今後も実践的な訓練を実施し、更なる関係機関との連携強化を図

ります。 
 

 

 

 

 

研 修 等 

 

◆ 火災調査研修会を実施 

防府市消防本部（山口） 

 防府市消防本部防府市消防署では、平成２７年１２月４日（金）及び１８日（金）、火災調査研

修会を実施しました。 

 この研修会は、主に若手消防職員を中心に火災調査の調査手法や燃焼実験を実施することによ

り、火災調査の知識や技術の向上を目的としています。 

 午前中は火災調査要領の教養や実況見分時の注意事項の説明などを中心に行い、午後からは燃

焼実験による火災発生のメカニズムを理解させ、その後質疑・応答を行いました。 

 火災件数の減少などに伴い、火災調査に従事する機会も少なくなっていることから、若手消防

職員は研修会を受講することによって、火災調査への理解と興味を深めることができた有意義な

研修会となりました。 

【鍾乳洞内での救助活動訓練の様子】

【研修会の様子】 【バックドラフト燃焼実験の様子】 
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◆ 幼年、少年消防クラブ、女性防火・防災クラブ指導者研修会を開催 

                        出雲市消防本部（島根） 

出雲市消防本部では、平成２７年１２月５日（土）、出雲市消防本部少年女性防火委員会の主催

で、平成２７年度幼年、少年消防クラブ、女性防火・防災クラブ指導者研修会を開催しました。  

 今回の研修会では、カードゲームを用いた防災研修教材・クロスロードを実施することで、災

害時のさまざまな問題に対する他者の意見や自分の考えについて、洞察を深めることができまし

た。また、大規模災害発生によるライフライン切断時の対応策として、身の回りにあるもので作

れる防災グッズを作成し、命を守るための工夫を学ぶ事ができたと思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 若手職員育成研修の指導者研修会（アンガーマネジメント）を実施 

豊田市消防本部（愛知） 

豊田市消防本部では、平成２７年１２月１５日（火）、一般社団法人日本アンガ－マネジメン

ト協会中国・四国支部長 川上陽子氏を講師に招き『信頼されるリーダーのコミュニケーション術』

をテーマに、若手職員育成研修の指導者を対象に研修会を実施しました。 

当市消防本部では、大量退職に伴う大量採用により、組織の若年化に係る消防力の低下を防ぐ

ため、採用５年目までの職員を対象とした『若手職員育成研修』を実施しています。研修指導者

は、項目別に各署所から選任された職員で構成され、指導時に「なぜ、理解してもらえない…」

「うまく伝わらない…」等、様々な疑問による自分自身や相手に対しての『イラつき』や『怒り』

の感情が生じ易いことから、指導者として怒りの感情を上手くコントロールできれば、より良い

指導につながると考え本研修会を開催しました。 

受講生からは「怒りにも様々な要素があり、自分の怒りのタイプが理解できた。」「場面に応

じて怒ることは必要な行為であること知り、ほっとした。」「研修で学んだことを今後の業務に

生かしたい。」などの声が聞かれ、大変有意義な研修会となりました。 

 

【クロスロードの様子】 【手作り防災グッズの作成の様子】 

【研修会の様子】 
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◆ 安全管理研修会を実施 

いわき市消防本部（福島） 

いわき市消防本部では、平成１８年１２月３１日に発生した火災

現場における殉職事故を契機として、平成１９年度から実施してい

る安全管理再点検週間(１２月２５日から３１日まで)の事業の一

環として、平成２７年１２月２１日（月）から２日間、職員を対象

とした研修会を実施しました。 

今年度は、退職を迎えるベテラン職員が講師を務め、「災害現場

における安全管理～若手職員への伝承～」と題して、これまで数多

くの災害現場で培った経験に基づき「人づくりが組織づくりとな

る」と話したうえで、「小さなことに気が付く気の利く職員になる

こと、小さなことに気が付く職員を育てることが安全管理の根底に

必要。」と若手から指導する立場の職員に対し講義を行い、大変有

意義な研修会となりました。 

 

 

 

 

◆ 農業機械（耕運機）事故対応救助研修会を実施 

篠山市消防本部（兵庫） 

篠山市消防本部では、平成２７年１２月２５日(金)、全職員を対象に「耕運機の構造と特性に

ついて」と題して農業機械事故対応救助研修会を実施しました。 

この研修会は、救出に時間を要し活動が極めて困難であった事案の経験から実施したもので、

講師にＪＡ丹波ささやま農機事業所から２名、農業機械メーカーから１名を招き、廃棄耕運機を

使用しての実技を実施し、耕運機の構造と特性について学びました。 

当市消防本部管内は、農業が盛んであることから今後も農業機械による事故の発生が懸念され

ます。発生すれば重症度が高く早期救出が要求されることから、今回の研修で構造と特性につい

て理解を深め、現場対応能力の向上を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修会の様子】 

【研修会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 新潟市消防局新庁舎完成 

新潟市消防局（新潟） 
新潟市消防局では、庁舎の老朽化に伴い平成２５年度から新庁舎建設を進めており、平成２７

年１２月５日（土）に、新庁舎への移転が完了しました。 

この庁舎の特徴としては、大規模災害への対応として、地震発生後でも消防活動の拠点として

業務が継続できるよう、建物の基礎に免震構造を採用するとともに、電源を確保するため、長時

間運転が可能な常用型自家用発電設備、消防車両の燃料を確保するための自家用給油所などを備

えています。また、消防部隊の活動能力の強化を図るため、火災現場と同じ環境下で訓練を行え

る実火災訓練室、水難事故を想定した深さ７メートルの潜水プールなどを備えた訓練施設も整備

しています。 

今後も、職員個々の力はもちろんのこと、組織力を最大限に発揮し、「安心政令市にいがた」を

実現すべく、職員一丸となり尽力してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ マラソン大会にボランティア参加の職員が救命に成功 

比企広域消防本部（埼玉） 

比企広域消防本部では、平成２７年１２月１３日（日）、埼玉県比企郡小川町で開催された「第

２３回小川和紙マラソン大会」において、救護ス

タッフとして当消防本部職員４４名がボランティ

ア参加しました。 
本大会において心肺停止となったランナーに対

して、大会スタッフ医師らと連携して卒倒より 

３分以内に除細動を実施し、尊い命を救う事が出

来ました。同大会では過去にも心肺停止事案が発

生していますが、いずれも救護スタッフの早期対

応により完全社会復帰されました。 
当消防本部では、職員の能力と技術を活かし、

より良いまちづくりに貢献することを目的とした

「比企広域消防本部ボランティア要領」を定め、

職員の自由意思に基づく活動を行っています。 
 

【新庁舎外観】 【訓練棟外観】 

【モバイルＡＥＤ隊とドクターカー】
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◆ 救命の連携プレーに消防長感謝状を贈呈 

多治見市消防本部（岐阜） 

多治見市消防本部では、平成２７年１２月２１日（月）、心肺停止の女性に対し、救命処置等

を連携して行った市内在住の高校生４名に消防長感謝状を贈呈しました。贈呈式には、救助され

た女性もお礼に訪れました。 

１１月１３日（金）、市内の路上で女性が倒れているところへ通学中の高校生４名が通りがか

り、１１９番通報、心肺蘇生法、救急車の誘導等を行いました。救急隊到着まで継続して心肺蘇

生法を行い、救急隊に引き継ぎ後、除細動を実施した結果、女性は心拍、呼吸が再開しました。

その後、女性は院内治療の結果、無事社会復帰を果たしました。 

心肺蘇生法を行った高校生は「中学校で学んだ心肺蘇生法が役に立ち、人の命が救えてうれし

い。」と喜び、お礼に訪れた女性は「あと５分遅

れていたら命はなかったと医師に言われた。皆さ

んのおかげ」と感謝していました。 

多治見市では救命率向上をめざし平成２１年度

から年間救急講習受講者１万人を掲げて取り組み、

小学６年、中学２年、高校１年等を対象に講習会

を行っています。今回の人命救助はその成果がで

たものとらえ、今後も引き続き講習会を行ってい

きます。 

 

 

 

◆ 津波・浸水域訓練施設の落成式を開催 

岡山市消防局（岡山） 

 岡山市消防局は、平成２７年１２月２１日（月）、当市の消防教育訓練センターに整備した「津

波・浸水域訓練施設」の落成式を開催しました。  
 平成２６年８月の広島市土砂災害の際に、緊急消防援助隊として出動し、実効性が確認された

水陸両用バギー（以下、「バギー」という。）の操作習熟と連携訓練を実施するため、８の字走行、

泥濘地、斜面や丸太といったコースに加え、水面を備えた訓練施設の整備を進めてきたものです。 
 落成式では、当施設を使用したバギーの走行展示、想定訓練展示も実施しました。全国の消防

本部初となる当施設を活用して、今後発生が懸念されている南海トラフ巨大地震をはじめとする

自然災害への対応力向上に努めていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性からお礼の言葉を受ける４名の高校生の様子】 

【落成式の様子】 【訓練展示の様子】 
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通 知 等 

 
◆ 移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について（１月１４日、消防危第１号） 

危険物保安室長より、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。 

 
日頃より、移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び車両による危険物の運搬の安全確保に御

尽力いただき感謝申し上げます。  

さて、平成２７年９月２５日付け消防危第２２２号通知により、平成２７年１１月１日から同

年１１月３０日までの期間を中心に実施を依頼した移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施

結果について、今般、別添１（省略）のとおり取りまとめましたので通知します。  

これによりますと、移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は１７.３５％（前年

１８.８８％）であり、昨年と比較すると１.５３ポイントの減少となりますが、依然高い水準に

あります。  

なかでも、移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義

務違反は１,２６２件（前年１,３３７件）であり、昨年と比較すると７５件減少していますが、

他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。  

従前から移動タンク貯蔵所に対する指導については、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部

改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」（昭和６１年１２月２６日付け消防危第１２０

号)により御尽力いただいているところですが、今回の立入検査の結果を踏まえ、別記「危険物の

移送等における保安確保のための留意事項」（省略）を考慮した指導及び改修の確認をしていた

だくようお願いするとともに、都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市

町村等に対してもこの旨周知徹底していただくようお願いします。  

また、この結果については、別添２（省略）のとおり公益社団法人 全日本トラック協会、日本

貨物運送協同組合連合会及び日本危険物物流団体連絡協議会にも通知し、注意喚起をしています

ので参考として添付します。  

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/tuchi2801/pdf/280114_ki1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

国 等 の 動 き

【問い合わせ先】 

危険物保安室危険物指導調査係 

担当：清水、水野 
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◆ 住宅用火災警報器の設置状況等調査について（１月２５日、消防予第２０号）  

予防課長より、各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。 

 

住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の全国における設置率等は、平成２７年６月１

日時点の調査で、設置率８１.０％、条例適合率６６.４％となりました。 

住警器の未設置世帯等に対して、火災予防条例に適合するように設置していただくよう、より

効果的な普及啓発を行うとともに、既に住警器を設置していただいている世帯に対しては、定期

的な作動確認や本体の交換を推進するなど、適切な維持管理に関する広報を実施する必要があり

ます。 

つきましては、住警器の設置状況等の実態を把握するため、下記（省略）のとおり調査を実施

しますのでご協力をお願いします。 

また、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/tuchi2801/pdf/280125_yo20.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に関するガイ

ドライン」を踏まえた警察部局との連携について（１月２９日、事務連絡） 

 予防課より、各都道府県消防防災主管部、東京消防庁・各指定都市消防本部あてに次のとおり

通知されましたのでお知らせします。 

 

先般、「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築について」

（平成２７年１２月２４日付け消防予第４８０号）により、標記ガイドラインの策定をお知らせ

するとともに、同ガイドラインを踏まえ関係行政機関における相互の情報共有・連携体制の構築

を推進されるよう通知したところです。 

この度、別紙１（省略）のとおり警察庁生活安全局保安課理事官から警視庁生活安全部保安課

長及び各道府県警察（方面）本部風俗営業担当課長に対して、同ガイドラインに基づき、連絡会

議の設置に向けた調整等について連絡があった場合には、積極的に協力するなど、建築及び消防

行政庁との更なる連携強化に努めるよう通知がなされていますので、お知らせします。 

各消防本部においては、「風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策にお

ける風俗営業行政との連携の推進について」（平成２６年４月２４日付け事務連絡。別紙２（省略）

参照）等を踏まえ、平素からの情報交換、合同立入りの実施等、消防法令違反の是正指導や違反

処理等に係る警察部局との連携を推進いただいているところですが、同ガイドラインに基づく情

報共有・連携体制がより有効に機能するよう、引き続き、警察部局との更なる連携を図られるよ

うお願いします。 

各都道府県消防防災主管部にあっては、貴都道府県内の市町村等（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/tuchi2801/pdf/280129_jimurenraku.pdf）に掲載されて

います。 

【問い合わせ先】予防課 

担当：齋藤、森野 
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報道発表 

 

◆ パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件（案）

等に対する意見募集の結果及び改正告示の公布（１月２９日、消防庁） 

消防庁では、「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正

する件（案）等」の内容について平成２７年１１月１４日から平成２７年１２月１４日までの間、

「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件（案）」

の内容について平成２７年１１月２６日から平成２７年１２月２５日までの間、国民の皆様から

広く意見を募集したところ、前者については３２件、後者については２件の御意見をいただきま

した。このたび、それらに対する考え方を取りまとめましたのでお知らせします。 

また、これらの意見募集の結果等を踏まえて検討し、本日、「パッケージ型自動消火設備の設

置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件」等を公布しましたので併せてお知らせし

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/h28/01/280129_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】予防課 

担当：五月女補佐、境 


