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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年秋の火災予防運動用ポスター等の斡旋 

一般財団法人全国消防協会 

 一般財団法人全国消防協会では、防火意識の普及啓発の推進を目的に、毎年、春と秋の火災予

防運動の時期にあわせて、全国の消防本部（局）あてに火災予防運動用ポスター等の斡旋を行っ

ております。 

この度、平成２８年秋の火災予防運動用として、下記のとおりポスター等を斡旋することとな

りましたのでお知らせします。 

貴消防本部（局）の平成２８年秋の火災予防運動に是非ご活用ください。 

 

記 

 

１ 平成２８年度全国統一防火標語 

『消しましょう その火その時 その場所で』 

２ 斡旋するポスター等 

  以下の６種で、いずれもモデルは「北村 優衣（キタムラ ユイ）」さんです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申込方法 

所定の申込書により、FAX 又は郵送で直接業者にお申し込みください。 

４ 申込先 

  有限会社仲田春光堂 

  〒340‐0004 埼玉県草加市弁天４丁目２３番１４号 

  TEL 048-932-4085   FAX 048-932-4086 

種 別 
ポスター 

立看板用ポスター 防火チラシ 
Ｂ２判 Ｂ３判 

記 号 
Ｎ－１ Ｎ－２ 

Ｎ－３ Ｎ－４ 
Ｓ－１ Ｓ－２ 

№２８３０ 

発行日 平成２８年８月９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 

【ポスター（左：Ｎ－１、２ 右：Ｓ－１、２）】 【立看板用ポスター】 【防火チラシ】 
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５ 申込締切日   

申込締切日 火災予防運動期間 

平成２８年８月３１日（水）業者必着 １１月９日～１１月１５日 

６ 納 期      

納品日 納品方法 

平成２８年１０月５日（水）まで 業者より直接納品 

※ 火災予防運動を１１月９日以前に実施する消防本部に限り、納品予定日の変更に応じ

ます。その場合の納期は平成２８年９月３０日（金）までを予定しています。 

７ その他 

  詳細につきましては、平成２８年７月２９日付け全消協第８０号にて各消防本部（局）あ

てに、ポスター等の各見本とともに、案内文書を送付しておりますのでご確認ください。  

また、本協会のホームページにも本件の詳細を掲載しておりますのでご覧ください。 

【http://www.ffaj-shobo.or.jp/shirtsale/index.html】 

 

 

 

 

 

 

◆ 救急車適正利用ＰＲポスターの配付 

一般財団法人全国消防協会 

一般財団法人全国消防協会では、「限りある資源」である救急車

を、真に救急搬送を必要としている人が利用できるように、地域

住民に対し、広く救急車の正しい利用方法について、理解を求め

ることを目的に「救急車適正利用ＰＲポスター」を作成しました。 

本ポスターの作成については、全国消防長会において『ポスタ

ーデザインコンペ』を開催し、５業者より１０作品の応募を受け、

救急委員会の一次審査で上位２作品を選考し、さらに、救急委員

会常任委員会の二次審査で採用デザイン１作品を選出したもので

す。 

各消防本部（局）には、平成２８年８月中旬より順次発送いた

しますので、「救急の日」等における広報活動にご活用ください。 

 なお、本会情報管理システムにも本ＰＲポスターを掲載しますので

あわせてご活用ください 

 

  

 

担当（問い合わせ先） 

業務課 河
かわ

野
の

 石井（健） 

電 話  03-3234-1321 

 

【ポスターイメージ】 

 

http://www.ffaj-shobo.or.jp/shirtsale/index.html
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行 事 等 

 

◆ 「消防フォーラム in ながの２０１６」を開催 

長野県消防長会（長野） 

長野県消防長会では、平成２８年７月２８日（木）、長野市内のホテルにおいて、長野県と共催

で「消防フォーラム inながの２０１６」を開催しました。 

このフォーラムは、今年で５回目の開催となり、長野県内消防体制の充実強化を図ることを目

的とし、県下１３消防本部（局）の消防長、消防署長及び管理職職員等の併せて約１９０名が参

加しました。今回は、御嶽山噴火災害を教訓に山岳事故における対応として、国際山岳医の大城

和恵さんを講師に迎え、「山岳地における救助と医療 ～隊員と登山者の安全を目指して～」をテ

ーマに講演をいただきました。 

 今回のフォーラムにより、県内全１３消防本部（局）が、共通の認識を図り、さらに意見交換

等で情報の相互交換を行い、今後の連携を確認することができました。 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 衣浦港消防防災訓練を実施 

衣浦東部広域連合消防局（愛知） 

衣浦東部広域連合消防局では、平成２８年７月１２日（火）、衣浦港中央ふ頭周辺海域において、

知多中部広域事務組合消防本部のほか、衣浦港消防防災業務協定に基づく関係機関と連携して消

防防災訓練を実施しました。 

大規模地震の発生を想定して、第四管区海上保安本部ヘリコプターによる空からの情報収集や

衣浦海上保安署船舶による港内船舶の避難誘導、消防機関による海中転落者の救助活動、衣浦港

務所などと連携した流出油対応及び衣浦ポートサービス㈱などと連携した船舶火災消火訓練を行

いました。 

消防機関のみでは対応困難な港湾内の災害について、関係機関と連携して訓練を行うことで、

協定内容を具体化する機会となりました。 

消防本部の動き 

【講演の様子】 【記念撮影】 

【海中転落者救助訓練の様子】 【流出油対応訓練の様子】 
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◆ 山梨県警との水難救助合同訓練を実施 

峡南広域行政組合消防本部（山梨） 

峡南広域行政組合消防本部では、平成２８年７月１９日（火）、日本３大急流に名を連ねる富士

川において、山梨県警の職員３０名と当消防本部消防隊・救助隊の隊員２０名が合同で水難救助

訓練を実施しました。 

訓練は、夏本番を迎え、発生が懸念される水での事故と、台風の到来により増水した河川での

災害を想定した内容としました。お互いが資器材の取り扱いを披露し、有事の際、警察と消防が

一丸となり住民の生命身体を保護できるよう確認を行いました。 

さらに、複数の要救助者が発生し地上救助隊だけでは救助力劣勢との想定により、県警機動隊

警察ヘリ「はやて」が上空から救助応援に駆け付け、地上隊と航空隊との連携についても確認を

することができました。 

当消防本部管内は、大規模地震対策特別措置法の強化地域に指定され、東海地震や南海トラフ

地震発生時には大きな被害発生が懸念されている地域であります。今回の訓練では、警察、消防

お互いの顔が見える関係を築き、水難事故はもとより、発生が懸念される大規模災害への対応に、

大きな成果が得られたと確信しています。 

 

 

研 修 等 

 

◆ ＨＵＧ訓練ファシリテーター養成講習会を開催 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２８年６月３０日（木）、北消防署において消防職員を対象としたＨ

ＵＧ訓練ファシリテーター（避難所運営ゲーム進行者）養成講習会を開催しました。 

ＨＵＧ訓練は、避難所で起こる様々な出来事に対応していく模擬体験ゲームで、東日本大震災

や平成２８年熊本地震で役立ったと言われています。講習会では、守山市社会福祉協議会から里

内勝氏を講師に招き、ＨＵＧ訓練の概要や進め方について指導いただきました。 

大規模地震災害等を危惧する住民のニーズに応えるべくこの訓練を推進していくため、講習会

に参加した職員は、避難所運営の難しさを体験しつつ、住民指導による防災力向上への決意を新

たにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練の様子】 

【講習会の様子】 



5 

 

◆ 燃料電池自動車の研修会を実施 

横浜市消防局（神奈川） 

横浜市消防局都筑消防署では、今年３月、管内に移動式水素ステーションがオープンしたこと

に伴い、今後、管内を走行する燃料電池自動車の増加が見込まれるため、平成２８年７月１９日

（火）、一般財団法人日本自動車研究所及び神奈川トヨタ自動車株式会社から講師を招き研修会を

実施しました。 

研修では、市販車ＭＩＲＡＩを使用して燃料電池自動車の構造、駆動系の高圧電流遮断方法等

の説明を受けました。 

また、燃料電池自動車が火災になった場合、車両底部に設置された高圧水素燃料容器の破裂を

防ぐために約１１０℃で安全弁が作動し水素燃料を車両下部後方に放出するため、防御活動は車

両前方から行う必要があることが分かりました。 

 

 

◆ 救急事例検討会を開催 

稲敷広域消防本部（茨城） 

 稲敷広域消防本部では、平成２８年７月２０日（水）、牛久愛和総合病院において、平成２８年

度第１回救急事例検討会を開催しました。 

 検討会は、牛久愛和総合病院脳神経外科医師をアドバイザーに招き、脳血管障害を疑った搬送

事例の検討を行いました。発表の後、指導救命士からの助言、参加者全体での活発なディスカッ

ションがなされるとともに、医師からは、医学的観点からの助言をいただきました。 

また、医師から脳血管障害の病態や治療方法などの講義をいただき、とても有意義な検討会と

なりました。 

当消防本部では今後も検討会等を通して、救急スキルと知識の向上に邁進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【研修会の様子】 

【医師による講義の様子】 【検討会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 技術支援のため消防職員をコンゴ共和国へ派遣 

大分市消防局（大分） 

大分市消防局では、目に見える国際協力として、平成２６年度から（一社）日本外交協会を通

じて、廃車する一部の消防車両を無償で発展途上国へ寄贈しています。このたび同協会から要請

があり、平成２８年６月２６日から７月１０日までの１５日間、寄贈した消防車両についての取

り扱いや日常メンテナンスに関する技術指導のため、コンゴ共和国に職員を１名派遣しました。 

今回の技術支援で、コンゴ共和国の消防職員に日本製消防車両の取り扱いや三連はしご等の資

機材の取り扱いを指導するとともに、大分市のＰＲも実施することができました。 

 

 

 

◆ 山梨県東山梨地区広域防災の相互協力に関する協定を締結 

東山梨消防本部（山梨） 

 東山梨消防本部では、平成２８年７月２６日

（火）、一般社団法人塩山建設業協会において「東

山梨地区広域防災の相互協力に関する協定」の締

結調印式を行いました。 

この協定は、近年、日本各地で甚大な災害が発

生していることから、東山梨地域においても災害

時の初動対応として、（一社）塩山建設業協会の

会員が所有する建設機械を活用するためのもの

で、災害応急対策や人命の安全確保が速やかに行

えるよう、山梨市、甲州市、日下部警察署、東山

梨消防本部及び（一社）塩山建設業協会の５団体

が相互協力に関する協定を交わしました。 

 

 

◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

 ○ ５３２１３ 那智勝浦町消防本部（和歌山） 

新メールアドレス syobo-somu@town.nachikatsuura.lg.jp 

※ 理由 メールアドレス変更のため 

平成２８年８月１日から運用開始 

【コンゴ共和国での技術支援の様子】 

【調印式の様子】 

mailto:syobo-somu@town.nachikatsuura.lg.jp
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消防庁通知等 

 

◆ 「救急の日」ポスターの配布について（依頼）（８月１日、事務連絡） 

救急企画室長より、各都道府県消防防災主管部(局)長あてに次のとおり事務連絡されましたの

でお知らせします。 

 

標記の件に関して別紙（省略）のとおり日本医師会常任理事から協力依頼がありました。 

つきましては、今後、別添（省略）のとおり各都道府県消防防災主管部局あてに依頼文及びポ

スターが配布されますので、本ポスターを貴都道府県庁舎掲示板等に掲示していただくとともに、

貴都道府県内市町村（消防の事務を処理する一部事務組合を含む）及び消防機関への配布・掲示

について、御配慮方よろしくお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280801_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

 

◆ 熱中症予防対策の強化について（８月２日、事務連絡） 

救急企画室長より、各都道府県消防防災主管部（局）長あてに次のとおり事務連絡されました

のでお知らせします。 

 

平素より、救急行政の推進について御理解、御協力いただき御礼申し上げます。 

７月 28 日ごろに関東甲信、７月 29 日ごろに東北地方が相次いで梅雨明けし、７月 31 日には、

最高気温が 35 度以上となる猛暑日となった地点が、今年最多の 58 地点を記録しました。また、

全国の消防本部からの報告によると、４月 25 日の調査開始からの累計で、救急搬送人員数が

25,112人、そのうち初診時において 33人が死亡と確認されています。（７月 31日現在） 

気象庁の向こう１か月の天候の見通し（７月 30 日～８月 29 日）によると、１か月の平均気温

は、北日本、沖縄・奄美で平年より高く、東日本、西日本で平年並みか平年より高い見込みとな

っており、政府が定める７月の「熱中症予防強化月間」は終わったものの、今後更なる熱中症に

対する予防啓発が必要と考えられます。 

このことから貴職におかれましては、貴管内市町村（消防の事務を処理する組合を含む。）に対

して、消防庁 HP掲載の熱中症予防啓発コンテンツ等を活用し、消防機関主催の各種イベント、自

主防災訓練及び応急手当講習等、あらゆる機会を通じて積極的に予防啓発を行っていただきます

よう、引き続きよろしく御指導くださいますようお願い致します。 

消防庁 HP「熱中症情報」http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280802_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

国等の動き 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：森川専門官、勝森係長、足立事務官 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：森川専門官、勝森係長、足立事務官 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280801_jimurenraku.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280802_jimurenraku.pdf
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報道発表 

 

◆ 消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況（平成２８年４月１

日現在）（８月５日、消防庁） 

 消防庁では、平成 18年度から被雇用者団員（サラリーマン団員）の増加に伴い、消防団員を雇

用する事業所の消防団活動への理解と協力を得ることが不可欠であるため、消防団活動に協力し

ている事業所を顕彰する「消防団協力事業所表示制度」を設け、市町村等に導入の促進を図って

きました。 

 この度、消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況（平成 28年４

月１日現在）の調査を行い、調査結果を取りまとめましたので公表します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280805_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

◆ 「自衛防災組織等の教育・研修のあり方調査検討会」の開催（８月５日、消防庁） 

自衛防災組織等の防災要員に対する教育及び研修のあり方を検討するため、「自衛防災組織等の

教育・研修のあり方調査検討会」を開催することとしましたので、お知らせします。 

 

１ 趣旨・目的 

⑴ 近年、石油コンビナート等特別防災区域での事故件数は高い水準で推移しており、防災要

員等の人材育成・技術の伝承や危険物施設等の老朽化など複合的な要素が課題となっていま

す。 

⑵ 石油コンビナートでは、ひとたび事故が発生すると甚大な人的・経済的被害に発展する可

能性が高く、石油コンビナート区域の防災を担う自衛防災組織等の防災要員には、安全管理

を基本とした災害発生時の初動対応や公設消防との連携等、一定レベルの知識や技術の充実

が必要です。 

これらを踏まえ、防災要員のための標準的な教育テキスト（案）を作成するとともに研修

体制の充実強化について、検討を行うことを目的としています。 

２ 主な調査・検討内容 

⑴ 実態の把握と課題の整理 

⑵ 標準的な教育テキスト（案）の作成 

⑶ 研修体制の充実強化 

３ スケジュール等（第１回開催予定） 

日時：平成 28年８月 19日(金) 14時～16時 

場所：経済産業省 別館２階 238号会議室 

４ 検討会委員 

別紙委員名簿（省略）のとおり。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280805_houdou_2.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部地域防災室 

担当：森補佐、山下係長、今西事務官 

【問い合わせ先】 

特殊災害室 

担当：菊地課長補佐、大川係長、木内事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280805_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280805_houdou_2.pdf
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情報提供 

 

◆ 平成２９年度「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」事業委託団体及び「救急に

関する調査研究助成事業」助成団体の募集について 

一般財団法人救急振興財団 

事業概要 

 １ 救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業 

プレホスピタルケアの質の向上と救急業務の諸問題の解決に向けて、必要な研究を行うこ

とを目的に、当財団が指定するテーマに沿った研究課題で調査研究を行う委託先を募集しま

す。 

 ２ 救急に関する調査研究助成事業 

救急業務に関する先進的な調査研究を行う団体に対し、当該研究に必要な経費の助成を行

います。 

 

１「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」事業委託団体の公募 

【応募資格】 

 消防機関、医療機関及び都道府県・地域メディカルコントロール協議会等、公益を目的とし

て調査研究を行う団体 

【委託研究テーマ】 

 救急救命の高度化の推進に関する以下のいずれかのテーマに関して研究課題を設定し、事業

実施計画を提出すること。 

 ○病院前救護に関する教育体制     ○応急手当普及啓発活動 

 ○救急業務等における情報技術     ○高齢化社会における救急業務等 

◎ 救急振興財団ホームページにおいて、応募資格、研究課題など詳しい内容を掲載して

おります。申請する際ご確認ください。 

【委託期間】 

  原則として、平成２９年４月１日から平成３０年３月９日まで 

【委託金額】 

  １契約につき２００万円以内 

（委託契約締結後に委託金の半額を交付し、調査研究完了報告後に残額を交付する。委託金

の使途は、当該研究に要する費用とし、使途に関する事項は別に定める。） 

 【選  考】 

  ① 当財団の「救急の課題等検討委員会」において審査選考し委託件数・団体を決定する。 

② 審査結果は、申請者に通知するとともに当財団のホームページにおいて公表する。 

【そ の 他】 

① 委託研究に係る費用は全て委託費をもって賄わなければならない。 

② 委託期間中は、委託研究の内容を第三者に公表してはならない。 

③ 委託期間内に成果物を報告書としてまとめ、当財団に２部提出する。 

④ 当財団は、成果物の内容の一部又は全部を、刊行物その他適宜の方法をもって公表でき

るものとする。 

⑤ 委託研究終了の翌年度に当財団は上記③の報告書を印刷して、全国の各消防本部等に発

送する。 

  ⑥ 本事業は調査研究を委託するものであり、費用は委託金として支払う。したがって、そ

の委託金を当財団からの寄付として支払うことはできない。 
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２「救急に関する調査研究助成事業」助成団体の公募 

【応募資格】  

 消防機関、医療機関及び都道府県・地域メディカルコントロール協議会等、公益を目的とし

て調査研究を行う団体 

【助成対象課題】 

救急業務に関する先進的な調査研究全般 

  （過去に助成された研究課題は、当財団のホームページで閲覧可能） 

 【研究期間】     

  平成２９年４月１日から平成３０年３月９日まで 

 【助成金額】 

  １団体につき１００万円以内 

（助成団体決定後に助成金の半額を交付し、調査研究完了報告後に残額を交付する。助成金

の使途は、当該研究及び当財団に提出する報告書作成に要する費用とし、使途に関する事項

は別に定める。） 

   ◎ 応募資格など詳しい内容は、救急振興財団ホームページをご覧ください。 

【選  考】    

  ① 当財団の「救急に関する調査研究事業助成審査委員会」において審査選考し助成件数・

団体を決定する。 

② 審査結果は、申請者に通知するとともに当財団のホームページにおいて公表する。  

 【そ の 他】 

① 研究期間内に成果物を報告書としてまとめ、当財団に５部提出する。 

② 当財団は、成果物の内容の一部又は全部を、刊行物その他適宜の方法をもって公表でき

るものとする。 

  ③ 本事業は調査研究を助成するものであり、費用は助成金として支払う。したがって、そ

の助成金を当財団からの寄付として支払うことはできない。 

 

３ 申請方法 

   申請者は、当財団のホームページから申請書類をダウンロードし、下記あて先まで電子メ

ール、又は郵送する。    

申請書類送付先 
〒１９２－０３６４ 東京都八王子市南大沢４－６ 

一般財団法人救急振興財団 企画調査課 

応募締切日 平成２８年１１月２４日（木）必着 

問い合わせ先 

企画調査課 松江・森・石井  

TEL ０４２－６７５－９９３１ 

メール kikaku-info@fasd.or.jp 

救急振興財団 

ホームページ 
http://fasd.jp/ 

 

 

 

※ 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 

mailto:kikaku-info@fasd.or.jp
http://fasd.jp/
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

