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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 夏休み親子施設見学を開催 

丸亀市消防本部（香川） 

 丸亀市消防本部では、平成２８年８月１９日（金）、当市消防本部北消防署において、小学生と

その保護者を対象に、毎年恒例となっている夏休み親子施設見学を開催しました。 

 当日は、はじめに消防職員の一日の業務などを説明し消防署内の見学、次に消防訓練として建

物２階部分を煙で包み、実際の火災現場を想定して出動準備の様子から活動終了までを見学して

もらいました。 

 参加者からは、見学や体験を通じて防災の重要性や消防の業務について良くわかったとの意見

をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№２８３５ 

発行日 平成２８年９月１３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 

消防本部の動き 

【防火服体験の様子】 【消防訓練見学の様子】 
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◆ 備えあれば憂いなし！を短時間でＰＲ「防災５ミニッツｉｎサンシャインシティ」を開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２８年８月３０日（火）、防災週間の初日にサンシャインシテ

ィ噴水広場において、防災５ミニッツｉｎサンシャインシティを開催しました。 

５分で分かる地震対策講話「５ミニッツアテンション」では、家具類の転倒・落下・移動防止

対策や防災訓練への参加を呼び掛け、多くの来場者が楽しみながら学びました。また、ステージ

上ではＡＥＤを使用した心肺蘇生法の実演、観客の自主参加による初期消火訓練など様々な防災

アトラクションが繰り広げられました。 

また、会場にはキュータと池袋のヒーロー、イケセイアウルも助っ人として登場し、子ども達

の注目を浴びていました。国内最大級の大型デジタルサイネージを駆使したＰＲは効果絶大とな

り、来場者からは「今日から家の中を見直し、震災対策をしていきます。」との声が多く聞かれま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 救急医療週間に伴う救急イベントを開催 

枚方寝屋川消防組合消防本部（大阪） 

枚方寝屋川消防組合消防本部では、平成２８年９月３日（土）、枚方市楠葉花園町くずはモール

１階グランドアトリウムにおいて、救急イベントを開催しました。 

このイベントは、救急医療週間を前に、救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識を市

民の皆さんに深めていただくことを目的として、「救急安心センターおおさか」の普及啓発並びに

胸骨圧迫を中心とした蘇生手技の実演及び希望する方々への体験指導を実施しました。 

買い物客でにぎわう商業施設で、興味を持った多くの方々が積極的に心肺蘇生法とＡＥＤの使

用方法を学びました。 

 

 

 

 

【会場の様子】 

【イベントの様子】 
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訓練実績 
(1)国家公務員東町南住宅（使用期間 ６月２８日～８月３１日） 

ア 大隊訓練        ５回 ２５小隊 １５０名 

イ 火災防御訓練     ５３回 ５５小隊 ３２４名 

ウ 破壊訓練（窓・ドア等）１９回 １９小隊 １１４名 

エ 救助訓練（ﾛｰﾌﾟﾚｽｷｭｰ） １１回 １１小隊  ６６名 

オ 建物閉じ込め対応訓練  ３回  ３小隊  １８名 

カ 梯子車塔操作訓練    ５回  ５小隊  ３０名 

キ 加圧排煙検証訓練    ４回  ４小隊  ２６名 

 合計          １００回１２２小隊 ７２８名 

 

(2)国家公務員東町北住宅（使用期間 ７月２２日～８月３１日） 

ア 大隊訓練        ２回 １０小隊  ６０名 

イ 火災防御訓練     １７回 １７小隊 １０２名 

ウ 破壊訓練（窓・ドア等） ７回  ７小隊  ４２名 

エ 破壊訓練（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） ３２回 ３２小隊 １９２名 

オ 救助訓練（ﾛｰﾌﾟﾚｽｷｭｰ） １２回 １２小隊  ７２名 

カ 梯子車塔操作訓練    ３回  ３小隊  １８名 

キ 木材切断訓練      ４回  ４小隊  ２４名 

合計           ７７回 ８５小隊 ５１０名 

 

訓練・演習 

 

◆ 解体予定の建物で消防隊の実践的な消防訓練を実施 

熊本市消防局（熊本） 

熊本市消防局では、解体予定の建物を

使用し、実践的な消防訓練を実施しまし

た。これは、今年４月に発生した熊本地

震により消防局の訓練施設が使用できな

い状態となっていたところ、同じく熊本

地震により被災し、解体予定となった国

家公務員住宅を九州財務局より訓練施設

の代替施設として無償で借り受けること

ができ、実現したものです。 

この建物の活用は、消防局の訓練施設

が不足するなかでも、より実災害に近い

環境で火災・高所・低所救助・震災・特

殊災害などあらゆる災害の場面を想定し

た実践的な消防訓練を実施することがで

きます。 

当局では、被災したなかでも各機関の

協力のもと、災害対応能力・組織力の向

上を目指しています。 

  

 

【訓練の様子】 
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◆ 解体校舎の瓦礫等を活用した都市型捜索救助連携訓練を実施 

前橋市消防局（群馬） 

 前橋市消防局では、平成２８年８月２１日（日）、都市型捜索救助連携訓練を実施しました。 

本訓練は、隣接する渋川広域消防本部の協力により実施し、参加団体として、伊勢崎市消防本

部、群馬県警機動隊、群馬県済生会前橋病院のＤＭＡＴ隊、ＮＰＯ法人災害救助犬ネットワーク

など総勢８３名が参加し、解体校舎の瓦礫等を活用して、生存者等の捜索に特化した訓練を実施

しました。 

訓練は２会場で実施し、午前中は前橋市内の解体小学校校舎の瓦礫を活用した捜索救助連携訓

練、午後は群馬県消防学校の瓦礫施設を活用したＣＳＲＭ（Confined Space Rescue and Medicine）

訓練を実施しました。 

訓練では、瓦礫が広がる敷地内をレッキ（現場踏査）し、ワークサイトトリアージを実施した

後に、救助隊員や機動隊員によるベーシックサーチ、資機材を活用したテクニカルサーチのほか、

災害救助犬によるドックサーチを併せて実施し、トリアージレベルの高いワークサイトの特定や

捜索範囲の絞り込みを行い、生存者や要救助者等の捜索及び救出に漏れの無いよう、各機関が相

互に連携しながら、訓練を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

 

◆ 広報教育「記者の目から見た消防」を実施 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局では、平成２８年８月１８日（木）、テレビ記者、新聞記者、消防機関誌編集者を

講師に招き広報教育を実施し、局内所属及び県内消防局（本部）から１５３名が受講しました。 

記者の方から見た消防のイメージ、記者から聞きたい災害「火災・救急」のこと、記者が聞き

たい情報とは何か、記者が目につく発表（記者宛資料）とはどのようなものかなど、記者からの

視点を学び報道対応強化を主目的に今回の教育を開催しました。 

 各メディア講師からは、「消防と報道は『同志』、時には厳しい事も記事になり、放映すること

もあるが、消防の取り組みを応援もする」、「活動情報開示やメディア露出に努めよう」、「広報に

尽力しているか」、「報道発表資料をさらに工夫して欲しい事」などのアドバイスを受け、大変有

意義な会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道担当記者からの講義の様子】 【各メディア記者への質問の様子】 

【訓練の様子】 



5 

 

◆ 子育て中のお母さん達に応急手当講習を実施 

志太広域事務組合志太消防本部（静岡） 

志太広域事務組合志太消防本部では、平成２８年８月３０日（火）、藤枝市高洲地区交流センタ

ー内たかすこども広場において、女性消防職員による女性ならではの目線で、子育て中のお母さ

ん達を対象に応急手当講習を実施しました。 

緊急時、救急車が到着するまでに家族が行う救命処置の大切さを伝えた上で心肺蘇生法・ＡＥ

Ｄの使用方法、異物除去の方法を実際に行いました。参加したお母さん達の関心も高く、大切な

お子さんを守るために、熱心に講習を受けていました。お母さん達からは多くの質問や今後の講

習に対する要望も聞かれ、「同じ女性なので安心して受講でき相談しやすかった」などの言葉も頂

くなど、大変有意義な講習となりました。 

今後も応急手当に限らず、お母さん達のためになるような講習会を実施していきたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

◆ 露店等の防火指導を実施～新たな防火指導の試み～ 

 鹿角
か づ の

広域行政組合消防本部（秋田） 

鹿角広域行政組合消防本部では、管内で開催さ

れた日本三大ばやしの「花輪ばやし（８月１９日

～２０日）」に出店した露店等を対象に防火指導

を実施しました。 

今回の防火指導では新たな試みとして、主催者

と協力し、消火器に主催者が作成した点検済シー

ルを貼付しました。露店出店者からも点検済みの

消火器であることで「他にはない試みで大変良か

った。継続して欲しい。」と好評でした。 

今後もより一層、安全・安心な祭典となるよう

防火指導に努めていきます。 

 【防火指導の様子】 

【講習の様子】 
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通 知 等 

 

◆ 都道府県別の危険物に係る事故の発生状況について（８月３１日、消防危第１６１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。 

 

危険物に係る事故防止対策の推進につきまして、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

さて、危険物等事故防止対策情報連絡会において取りまとめられた「危険物に係る事故防止対

策の推進について」（平成 28年３月 18日危険物等事故防止対策情報連絡会）に基づき、都道府県

別の危険物に係る事故の発生状況を別添（省略）のとおり取りまとめましたので、本資料を踏ま

えた、事故防止に係る取組を積極的に実施してくださいますようお願いいたします。 

また、過去５年分の危険物施設に係る火災・流出事故の詳細について、「危険物事故オンライン

処理システム」で閲覧することができますので、事業所への個別具体的な指導等に活用してくだ

さい。 

なお、来年から、例年５月末に公表している危険物に係る事故の概要に、都道府県別の危険物

に係る事故の発生状況も含める予定ですので、ご承知おきください。 

貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知くださいますようお願

いいたします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280831_ki161.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

◆ 光警報装置の設置に係るガイドラインの策定について（通知）（９月６日、消防予第２６４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。 

 

聴覚障がい者等に対して火災時に情報を有効に伝達する手段として、避難設備については消防

法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）では点滅機能を有する誘導灯を規定し、その設置が望ま

しい部分等を「誘導灯及び誘導標識に係る設置・維持ガイドライン」（平成 11年９月 21日付け消

防予第 245 号）の中で示しているほか、光点滅走行式避難誘導システム（一定の間隔で設置した

光源列を火災時に避難方向に流れるように点滅させることで避難方向を示すシステム）の活用な

どが検討され、一部の施設において既に導入されているところです。一方で、警報設備のうち音

により火災の発生を報知する自動火災報知設備については、法令上その設置及び維持に関する技

術上の基準が定められていますが、音以外の方法により火災の発生を報知する警報については統

一的な基準は定められていません。 

光により火災の発生を伝える警報装置（以下「光警報装置」という。）は、音以外の方法により

聴覚障がい者等に対し火災の情報を伝達する手段として一定の効果が期待できることから、学識

経験者、障がい者団体の関係者などから構成される「高齢者や障がい者に適した火災警報装置に

関する検討部会」を設置し、空港や社会福祉施設等での光警報装置を用いた実証実験を行い当該

装置の有効性を確認したほか、実験結果等を踏まえ、より効率的な設置方法について検討し、光

警報装置の設置に係るガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を別添（省略）のとおり取

りまとめたので通知します。 

貴職におかれましては、下記（省略）事項に留意の上、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に対し、この旨周知して

国等の動き 

【問い合わせ先】 

危険物保安室 

担当：鈴木、山本、神山 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2808/pdf/280831_ki161.pdf
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いただき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

出するものであるとともに、国土交通省に対して空港関係事業者及び鉄道関係事業者へのガイド

ラインの周知を依頼してい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/tuchi2809/pdf/280906_yo264.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 平成２８年度「救急の日」及び「救急医療週間」（８月３１日、消防庁） 

・ 消防庁及び厚生労働省では、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、

かつ、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的として、９月９日を「救急の日」、この日を

含む一週間（日曜日から土曜日まで）を「救急医療週間」と位置付け、各種行事を毎年実施し

ています。また、全国の消防機関及び医療機関においても、その趣旨に合せた行事が開催され

ます。 

・ 消防庁では「救急の日 2016」及び「救急功労者表彰式」を開催します。 

・ 「救急の日 2016」では、「救急車の適正利用ショートムービーコンテスト」を開催します。国

民の皆さまから募集した地域の限りある救急車を有効に利用する方法を考えていただくきっか

けとなるような動画をイベント内で最終審査し、優秀作品を発表します。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280831_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 住宅用火災警報器の設置率等の調査結果（平成２８年６月１日時点）（８月３１日、消防庁） 

消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、平成 28年 6月

1日時点での調査結果をまとめました。（都道府県別等の結果は、別添（省略）参照） 

消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理に関す

る広報を行ってまいります。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280831_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

【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】 

予防課設備係 

担当：四維、千葉 

予防課企画調整係 

担当：桐原、伊﨑 

【問い合わせ先】 

予防課 

担当：小冨士、齋藤 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2809/pdf/280906_yo264.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280831_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/08/280831_houdou_2.pdf
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◆ 「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」の開催（９月６日、消防庁） 

屋外貯蔵タンクの検査水準を確保したうえで新しい技術を用いて検査方法の高度化・合理化を

図るため、「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」（以下「検討会」という。）を

開催することとしたのでお知らせします。 

 

１ 背景・目的 

危険物を大量に貯蔵する屋外タンク貯蔵所は、過去の甚大な流出事故等の教訓を踏まえ、補

修工事や保安検査等の際には各種検査を行い、その健全性を確認することとされていますが、

現在の検査方法の中には多くの時間や費用がかかるものもあります。 

これを踏まえ、タンク底部の腐食防止用のコーティングを一度剥離して溶接箇所の欠陥の有

無を確認する溶接部検査や、大量の工業用水を使用して変形や漏えいの有無を確認する水張検

査について、検査水準を確保したうえで新しい技術を用いて検査方法の高度化・合理化を図る

ため、新しい検査方法に必要な性能、運用方法等について検討を行うことを目的に開催するも

のです。 

２ 検討項目 

・屋外貯蔵タンクのコーティング上からの底部溶接部検査に関する事項 

・屋外貯蔵タンクの水張検査の合理化に関する事項 

・その他必要な事項 

３ スケジュール等（第１回開催予定） 

日時：平成 28年９月 12日(月) 14:00～16:00 

場所：経済産業省別館 ３階 302室 共用会議室 

４ 委員 

別紙（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/h28/09/280906_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防災体制の再点検の実施（９月７日、消防庁） 

今般の台風第 10号災害をはじめ、従来安全と考えられていた地域で大きな被害が発生している

事態となっていることから、地域の防災体制の再点検を行うこととし、本日、各都道府県に対し、

別添（省略）のとおり通知しましたのでお知らせいたします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280907_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

危険物保安室 

担当：七條補佐、松坂係長、佐々木事務官 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部防災課 

担当：和田係長、森田事務官、渡部事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280906_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280907_houdou_1.pdf
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◆ 平成２８年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施（９月９日、消防庁） 

緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に平成７年６月に創設され、これまで東日本大震

災や本年度発生した熊本地震など、32 の災害に出動し、国民の安全・安心に貢献してきたところ

です。 

消防庁では、緊急消防援助隊の消火・救助技術や指揮・連携活動能力等の向上を図ることを目

的として、平成８年度以降、毎年、全国を６ブロックに分けてブロック単位で地域ブロック合同

訓練を実施しています。 

平成 28年度は、９月～11月の間に、全国６箇所で地域ブロック合同訓練を開催します。 

１ 実施日・実施場所 

ブロック 実施日 実施場所（メイン会場） 

北海道東北 10月 12日（水）～13日（木） 秋田県能代市 

関 東 10月 17日（月）～18日（火） 栃木県小山市 

中 部 ９月 23日（金）～24日（土） 富山県滑川市 

近 畿 10月 22日（土）～23日（日） 奈良県五條市 

中国四国 10月 29日（土）～30日（日） 鳥取県倉吉市 

九 州 11 月５日（土）～６日（日） 長崎県雲仙市 

２ 地域ブロック合同訓練の概要 

  （以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280909_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）の決定（９月１０日、消防庁） 

平成２８年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）は、次のとおり決定しました。 
 

 防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者２１団体 

（受賞者名等は、別添（省略）の受賞者名簿に記載されています。） 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280910_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】 

広域応援室 

担当：佐藤、望月、菅原 

【問い合わせ先】 

総務課 

担当：篠宮政策評価広報官、髙橋係長 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280909_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/09/280910_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

