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週間情報
両会の動き
◆

平成２８年度全国消防長会役員会の審議結果に基づく「消防関係予算の所要額確保に関する
要望」を実施
全国消防長会
平成２８年１０月２７日（木）に新潟県新潟市にて開催されました役員会の審議結果に基づき、
「消防関係予算の所要額確保に関する要望」を１１月８日（火）に、総務省等において高橋会長
及び菅原財政委員会委員長（神戸市消防局長）が総務大臣、事務次官、消防庁長官、衆議院及び
参議院総務委員会委員長等に対し実施しました。
【消防関係予算の所要額確保に関する要望】
我が国は、今年 4 月に発生した平成 28 年熊本地震をはじめ、その地理的な要因から、大規模地
震災害、噴火災害、大型の台風や局所的な豪雨に伴う水災害及び土砂災害、豪雪による雪氷災害
等、毎年数多くの自然災害が発生している。加えて、南海トラフ地震や首都直下地震等の巨大地
震も、その発生の切迫性が指摘されており、これら潜在的な脅威への対策が急務となっている。
各自治体では、防災・減災対策として、多発する自然災害等に備えるための防災インフラの強
靭化をはじめ、複雑・多様化する災害から国民の生命、身体及び財産を守るための常備消防力の
体制強化や、施設・設備の高度化が進められている。
さらに、これまで多くの大規模災害で効果的な運用がなされてきた緊急消防援助隊も、発災直
後から全国を挙げて、大規模かつ迅速に展開できるよう、平成 30 年度末までの登録目標数の大幅
増隊が、基本計画で定められている。また、熊本地震における課題としても挙げられた、既に登
録している車両資機材の更新及び高度化や後方支援体制の充実強化にも、今後着実に取り組まな
ければならない。
一方で、地方財政は、少子・高齢化社会への対応や地域経済の活性化等、防災・減災分野以外
にも様々な課題を抱え、求められる財政需要は増加の一途をたどっており、依然厳しい財政環境
であると言わざるをえない。しかしながら、国民の期待に応え、各自治体が地域の実情に即した
消防サービスを実現するために、迅速かつ確実に施策に反映させることができるよう、特に次の
事項の実現について、強く要望する。
１

予算概算要求額の満額確保について
⑴ 緊急消防援助隊の充実強化について
熊本地震等の大規模地震災害を踏まえ、緊急消防援助隊の大規模かつ迅速な部隊投入を可
能とする体制を強化するため、緊急消防援助隊設備整備費補助金や、無償使用制度を活用し
た設備の充実強化等のための概算要求額６６．７億円を満額確保すること。
⑵ 様々な災害に対応するための常備消防力等の強化について
住民生活の安全・安心を確保するための施設整備のための消防防災施設整備費補助金や、
消防の広域化及び消防業務の新たな連携・協力を推進するための事業、地方公共団体等の災
害対応能力の強化のための概算要求額１９．２億円を満額確保すること。
⑶ 地域防災力の中核となる消防団・自主防災組織等の充実強化について
消防団員による災害現場の状況を速やかに把握するために必要な装備等の配備や、消防団
への女性・若者等の加入促進や、自主防災組織等の充実強化に必要となる費用の概算要求額
７．６億円を満額確保すること。
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⑷

被災地における消防防災体制の充実強化について
東日本大震災により被害を受けた消防防災施設・設備の早期復旧に必要な消防防災施設災
害復旧費補助金等や、原子力災害避難指示区域における大規模林野火災に対する消防活動等
にかかる費用を含めた概算要求額１２．７億円（復興特別会計）を満額確保すること。
⑸ その他の消防活動に必要な経費について
上記⑴～⑷のみならず、火災予防対策の推進や消防防災分野における女性の活躍促進にか
かる費用のほか、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた大都市
等の安全・安心対策に必要な費用等、消防庁の概算要求額を満額確保すること。
２

緊急防災・減災事業債の延長について
地方公共団体が取り組む大規模災害に対する体制強化に更なる推進力を与えるために、平成
２９年度以降も、緊急防災・減災事業債を継続するとともに、対象事業を拡大するなど柔軟な
運用を行うこと。

３

地方交付税の所要額の確保について
消防機関が、消防活動を行う上で必要な財源となる地方交付税の所要額を確保すること。ま
た、巨大地震等に備えるために必要な施設整備に支障が生じないよう、緊急防災・減災事業債、
防災対策事業債及び施設整備事業債（一般財源化分）の交付税措置を継続すること。

【原田副大臣へ要望書手交の様子】

【原田副大臣との意見交換の様子】

【佐藤事務次官へ要望書手交の様子】

【青木長官へ要望書手交の様子】
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◆

第２４回全国消防長会警防防災委員会を開催

全国消防長会警防防災委員会
平成２８年１１月１０日（木）、広島県尾道市（尾道国際ホテル）において、第２４回全国消防
長会警防防災委員会を開催しました。
会議における議案審議等は次のとおりです。
【議案審議】
緊急消防援助隊の活動拠点について
【情報交換】
１ 破壊活動に関する正当業務行為の具体的な
要件について
２ 警防活動時の身体負担軽減に関する取組み
状況について
【情報提供】
１ 台風１０号における岩手県市町村相互応援
に関する協定に基づく応援隊の活動について
２ 最近の消防情勢について
【委員会の様子】
３ 平成２８年度の消防研究センターの事業について
４ 災害応急活動支援システム「多助」の登録状況等について
５ 消防救急デジタル無線保守委託業務に関する分析評価及び運用に伴う諸課題の検討について
６ 日本防炎協会の事業取組状況について
【その他】
次期開催地について
◆

第７３回全国消防長会救急委員会を開催

全国消防長会救急委員会
平成２８年１１月１０日（木）
、京都府福知山市（ホテルロイヤルヒル福知山＆スパ）において、
第７３回全国消防長会救急委員会を開催しました。
会議における報告事項等は次のとおりです。
【報告事項】
１ 第７４回全国消防長会救急委員会の開催地について
２ 平成２９年度救急車適正利用ＰＲポスターについて
【情報交換】
１ 処置範囲拡大に伴う認定救命士養成の実情について
２ 患者等搬送事業について
３ 患者等搬送事業における乗務員に対する講習について
４ 「転院搬送における救急車の適正利用の推進について」通知後の各地域や各消防本部(局)
の検討状況等について
【情報提供】
１ ファーストレスポンダー出場事案報告
２ 第２５回全国救急隊員シンポジウムの概要
について
３ 救急機動部隊(東京消防庁)の概要について
４ 熊本地震における緊急消防援助隊活動終了
後の救急隊派遣について
５ 平成２８年度の消防研究センターの体制と
事業概要について
６ 救急振興財団の平成２８年度事業概要につ
いて
【委員会の様子】
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◆

平成２８年度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会を開催

全国消防長会技術委員会
平成２８年１１月１０日（木）、埼玉県さいたま市（ラフレさいたま）において、平成２８年
度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会を開催しました。
会議における報告事項等については、次のとおりです。
【報告事項】
１ 救急自動車等に備え付ける再帰性に富んだ反射材について
２ 消防車両における排出ガス浄化装置の弊害について
３ ＩＳＯ／ＴＣ９４／ＳＣ１４国際会議の結果について
４ 消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインの見直しに関する検討会の開催状況について
【議案審議】
１ グループ討議のグループ編成について
２ 第９６回全国消防長会技術委員会の開催地につ
いて
３ 第９７回全国消防長会技術委員会の開催支部に
ついて
【情報交換】
ストレッチャーの軽量化等の取り組みについて
【情報提供】
１ 消防防災情報行政の最近の動向
【委員会の様子】
２ 消防活動用偵察システム（さいたま偵察ヘリ）の運用開始について
◆

全国消防長会消防長研修会（中国支部）を開催

全国消防長会中国支部
全国消防長会中国支部では、平成２８年１１月１日（火）及び２日（水）、山口県下関市（シー
モールパレス）において、平成２８年度全国消防長会事業計画に基づく消防長研修会を開催しま
した。
研修会では、支部内の消防本部から４８名の消防長が参加し、関係機関から次の内容について
講義等していただくとともに、全国消防長会事務局から本会各種事業等についての報告や説明も
併せて実施しました。
【講義内容】
○ 「消防行政の現状と課題について」
消防庁防災課長 荻澤 滋 氏
○ 「陸上交通の大動脈 関門橋・関門トンネル」
西日本高速道路株式会社九州支社北九州高速道路事務所長 下登 新一 氏
【現地視察内容】
○ 「関門トンネルの設備等」
西日本高速道路株式会社九州支社北九州高速道路事務所

【現地視察の様子】

【研修会の様子】
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◆

全国消防長会消防長研修会（関東支部）を開催

全国消防長会関東支部
全国消防長会関東支部では、平成２８年１１月２日（水）
、神奈川県横浜市（新横浜グレイスホ
テル）において、平成２８年度全国消防長会事業計画に基づく消防長研修会を開催しました。
研修会では、支部内の消防本部から１４１名の
消防長が参加し、消防庁長官や全国消防長会顧問
弁護士から講義していただくとともに、全国消防
長会事務局から本会各種事業等についての報告や
説明も併せて実施しました。
【講義内容】
○ 消防庁長官講話
消防庁長官 青木 信之 氏
○ 「法令順守とパワハラについて」
全国消防長会顧問弁護士 木下 健治 氏
【研修会の様子】

行
◆

事

消防本部の動き

「ひらど消防フェスタ２０１６」を開催
平戸市消防本部（長崎）

平戸市消防本部では、平成２８年１０月１５日
（土）
、防火意識の高揚及び防火防災の輪を広げる
ことを目的として、「ひらど消防フェスタ 2016」
を開催しました。
オープニングセレモニーでは、幼年消防クラブ
の和太鼓演奏や蛇踊り、火の用心の防火宣言が行
われました。その後、放水体験や渡過体験、はし
ご車体験搭乗、起震車体験などを行いました。
来場者は５００人を超え、多くの方々に消防を
肌で感じてもらうことができました。
【フェスタの様子】

訓練・演習
◆

里山での山間地救助訓練を実施

長野市消防局（長野）
長野市消防局中央消防署では、平成２８年１０月１１日（火）及び１２日（水）
、管内の救助隊
及び高度救助隊の隊員が参加し、里山で山間地救
助訓練を実施しました。
管内では、年間を通じてトレッキング、登山、
山菜やきのこ採り等での様々な救助事案が発生し
ていることを踏まえ、
「きのこ採りに出かけたまま
行方不明になった」との想定のもと、捜索から発
見、接触、救出、搬送までの一連の訓練を実施し、
手順、注意点等を確認しました。
今後も里山での救助事案に備え、あらゆる災害
現場を想定した実践的な訓練に取り組み、救助隊
員の知識・技術の向上と連携強化を図って参りま
す。
【隊員介添えで降下する様子】
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◆

富士警察署方面機動隊との合同救助訓練を実施

富士市消防本部（静岡）
富士市消防本部では、平成２８年１０月１２日（水）、富士市防災ヘリポート敷地内において、
当市消防本部高度救助隊と富士警察署方面機動隊との合同救助訓練を実施しました。
この訓練は、消防・警察と組織は異なっても、人命救助という共通した任務にあたる両者の協
力体制の強化を目的としたもので、相互の技術・装備等を理解するとともに、救助技術の更なる
向上を目指しました。
訓練内容は交通救助、酸欠救出、狭隘空間活動等の各種救助訓練で、消防・警察合計４５人の
隊員がそれぞれのブースに別れて実施しました。
災害時における救助活動の連携を深め、また、お互いに顔の見える関係を築けたことは、今後
様々な業務において役立つものと考えられます。

【ブース別訓練の様子】

◆

【酸欠救出訓練の様子】

群馬県ドクターヘリ合同訓練・「命の授業」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２８年１０月１３日（木）、渋川市立金島小学校において、群馬県
ドクターヘリランデブーポイント離着陸の訓練と併せて、教職員、児童を対象にした「命の授業」
を実施しました。
教育機関における緊急時の対応として、小学校の校庭にドクターヘリが離着陸する場合の行動
について、消防機関と教職員が連携を確認したほか、前橋赤十字病院高度救命救急センター副部
長の町田浩志医師が「攻めの医療で命を守る！～大切な人の笑顔を守るために～」と題して特別
講演を行いました。
当日は、地域住民も沢山訪れ、教育機関、消防機関、地域住民が一緒になって、連携の強さと
命の大切さを学ぶことができました。

【離着陸訓練の様子】

【特別講演の様子】
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◆

４都市合同消防訓練を実施

鎌倉市消防本部（神奈川）
鎌倉市消防本部では、平成２８年１０月１４日（金）
、旧野村総合研究所跡地において、横浜市、
横須賀市、逗子市の消防本部（局）と合同で消防
訓練を実施しました。
４市の管轄署所は複数のハイキングコースを有
し、転落事故や滑落事故が度々発生していること
から、秋の行楽シーズンを前にハイカーの皆様に
安全に安心してレジャーを楽しんでいただくため、
当日は市境のハイキングコースで滑落事故による
多数の傷病者が発生したとの想定で救助訓練を実
施しました。
今回の訓練では、救助技術の共有・向上が図ら
れました。引き続き各市との連携強化に努めて参
ります。
【ヘリコプターでの救助の様子】
研

修

等

◆

竜巻等の突風災害事案に係る検証会を実施
八女消防本部（福岡）

八女消防本部では、平成２８年１０月１３日
（木）、突風災害に係る検証会を実施しました。
この検証会は、９月２８日夜に八女市及び筑後
市で発生した突風災害により、人的・物的被害が
生じ、このような災害は、当消防本部開設以来初
めてであったことから、この災害に係る消防活動
の検証を行いました。
今回の検証結果を指針、施策に盛り込み、今後
発生しうる類似災害への備えとしていきます。
【検証会の様子】

◆

第２０回火災調査研究発表会を開催

千葉市消防局（千葉）
千葉市消防局では、平成２８年１０月１４日（金）
、当消防局講堂において、火災調査研究発表
会を開催しました。
年に一度開催しているこの発表会も今年で２０
回目を迎え、県内外の消防職員２００名以上の聴
講を頂き、盛大に開催することができました。
発表会では、当市及び県内他都市の消防職員に
よる合計５事例の発表に加え、さいたま市消防局
の調査係長による特別講演も行われました。
この発表会は、自分では経験のない調査事例を
具体的に学び、同じ志を持った職員間で共有でき
るという大きなメリットがあり、大変貴重な機会
と捉えています。
今後も県内外の消防本部との連携を強化し、市
【発表会の様子】
民の安全・安心につなげていきます。
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◆

「東武バスイースト救急・救助研修」を開催
柏市消防局（千葉）

柏市消防局西部消防署では、平成２８年１０月
１９日（水）、東武バスイースト株式会社西柏営
業所の協力のもと、「東武バスイースト救急・救
助研修」を開催しました。
新型路線バスを使用しての車両概要及びジャッ
キアップポイントの把握、救助資機材取扱訓練並
びに大型バスの交通事故を想定したトリアージ訓
練を実施しました。
４年後には東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の開催を控え、新型バスの大量導入も想
定されることから、今後も引き続き関係機関と連
携し対応能力の向上に努めていきたいと考えてい
ます。
◆

【研修の様子】

救急講演会を開催
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１０
月２１日（金）
、刈谷市総合文化センターアイリス
小ホールにおいて、杏林大学の橋本雄太郎教授を
講師にお招きして、病院前救護をめぐる法律問題
に関する救急講演会を開催しました。
当日は、当消防局だけでなく、東西三河地区の
消防本部をはじめ、名古屋市、海部地区、尾張東
部地区、尾張北部地区及び知多地区の消防本部等
から、２５６名の消防職員が参加しました。
日頃、消防職員が不安に感じている法律問題や
紛争に関する内容の講演であったため、参加者は
真剣なまなざしで聞き入っていました。
【講演会の様子】

◆

救急発表会を実施

四日市市消防本部（三重）
四日市市消防本部では、平成２８年１０月２１日（金）
、救急発表会を実施しました。
この発表会では、救急隊員の知識・技術の向上、
プロトコルに基づいた救急活動の再確認を行うこ
とを目的として、４隊の救急隊が活動を行いまし
た。訓練内容は、下血によるショック症例、低血
糖による意識障害症例、脳出血による意識障害症
例、心肺機能停止症例の４症例で、出動指令から
医療機関搬送までの一連の流れを実施し、その活
動について地域メディカルコントロール担当医師
及び指導救命士が検証を行いました。
救急処置の領域が拡大しており、今後も医師と
連携して隊員の知識、技術の向上を図っていきた
いと考えております。
【発表会の様子】
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他

◆

防火ポスター・防火標語コンクール表彰式及び防火ポスター製作
印西地区消防組合消防本部（千葉）
印西地区消防組合消防本部では、
火災予防広報活動の一環とし
て、
児童達の防火意識の育成と火災予防について深く理解をして
もらうことを目的に、毎年、防火ポスター・防火標語コンクール
を実施しています。
平成２８年６月から管内小学校児童たちを対象に防火ポスタ
ー及び防火標語を募集したところ、合計１,２２４点の応募があ
りました。９月２９日（木）に審査会を行い、その結果、５３名
の児童が入選され、
秋の火災予防運動期間中に表彰式を行いまし
た。
このうち最優秀賞作品に選ばれた２名の作品は、
当消防組合の
火災予防普及啓発ポスターとして製作され、
管内の公共施設や事
業所などに掲示し、火災予防の呼び掛けに役立てられます。

【オリジナルポスター】

◆

下関市消防団入団促進ＣＭ放送開始

下関市消防局（山口）
下関市消防局では、総務省消防庁が実施する「女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援
事業」として、消防団入団促進ＣＭを制作し、平成２８年１０月５日（水）から県内の民間放送
局（ＫＲＹ山口放送）で放送が開始されました。
ＣＭは、現役の消防団員とそのご家族が出演したものを５タイプ制作し、平成２９年１月末日
までの４ヶ月間放送されます。
下関市消防団ホームページ（http://www.svfc.jp/）でも公開していますので、是非ご覧くださ
い。

【消防局庁舎での撮影の様子】

【団員所有の畑での撮影の様子】

◆

消防本部のメールアドレス変更について
○ １０３１７ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（北海道）
新メールアドレス takada.junji@yotei-fd.jp
※ 理由 システム改修のため
平成２８年１１月９日より運用開始
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国等の動き
消防庁通知等
◆

危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標について（１１月２日、消防危第
２０３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
とおり通知されましたのでお知らせします。
危険物行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り感謝申し上げます。
さて、消防庁では、学識経験者、危険物関係業界及び消防関係行政機関の関係者で構成される
「危険物等事故防止対策情報連絡会」（以下「連絡会」という。）を開催し、体系的に事故防止に
係る取組を進めています。平成 28 年度からは、
「危険物等に係る事故防止対策の推進について」
（平
成 28 年 3 月 28 日付け消防危第 45 号）により通知したとおり、より効果的な事故防止対策を推進
するため、
「危険物等に係る重大事故の発生を防止すること」を事故防止対策の目標としたところ
です。これに伴い、重大事故や軽微な事故といった深刻度に応じた事故の分類をするための深刻
度評価指標について、消防関係行政機関等の危険物事故担当者から構成される作業チームで検討
を行い、連絡会会員の意見を踏まえ、28 年９月の連絡会で当該指標を下記（省略）のとおり決定
しましたのでお知らせします。
今後、消防庁、消防関係行政機関及び危険物関係業界等は連携して、本深刻度評価指標に基づ
く重大事故に対して、優先的に事故防止対策を推進していきます。また、消防庁では、過去に発
生した事故の深刻度分析を行うとともに、重大事故を含む様々な事故の原因を掘り下げるための
詳細分析や現地調査を行うことにより、重大事故防止対策を推進する方策や重大事故への拡大防
止のための軽微な事故の発生を抑制する方策について、検討していく予定です。
貴職におかれましても、深刻度評価指標を参考に適時適切な指導を行っていただくとともに、
都道府県別の事故の発生状況や危険物施設の態様を踏まえ、事故防止に係る取組を積極的に実施
していただきますようお願いいたします。
また、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てもこの旨
周知され、危険物事故防止の推進についてご配意をお願いいたします。
○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2811/pdf/281102_ki203.pdf）に掲載されていま
す。
【問い合わせ先】
危険物保安室危険物指導調査係
担当：鈴木、山本、神山

◆

平成２８年熊本県熊本地方を震源とする地震における危険物施設の被害及び危険物の仮貯
蔵・仮取扱いの状況について（１１月９日、消防危第２０８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。
危険物行政の推進につきましては、平素よりご尽力を賜り感謝申し上げます。
この度、平成 28 年熊本県熊本地方を震源とする地震における危険物施設の被害及び危険物の仮
貯蔵・仮取扱いの状況について、別添（省略）のとおり取りまとめました。
貴職におかれましては、本調査結果を十分に考慮され、危険物施設の所有者等に対し、危険物
施設の地震対策の充実強化が図られるよう引き続き適切なご指導をお願いいたします。
なお、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。
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○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2811/pdf/281109_ki208.pdf）に掲載されていま
す。
【問い合わせ先】
危険物保安室
担当：鈴木、山本、神山

◆

多数の者が集合する催しにおける照明器具に係る火災予防指導等について（１１月９日、消
防予第３３７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。
平成 28 年 11 月 6 日に東京都新宿区内で開催された催しにおいて、幼稚園児等が死傷する火災
が発生しました。
本火災の出火原因は、屋外に設置された木製展示物内の投光器（白熱灯）にかんなくずが接触
して出火した可能性が考えられますが、管轄する消防本部において調査が行われているところで
す。
多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等については、平成 28 年 9 月 28 日付け「平成
28 年秋季全国火災予防運動の実施について」
（消防予第 295 号及び消防予第 296 号）等により、ガ
ソリン等の貯蔵・取扱いや火気器具を使用する屋台等の指導について通知しているところですが、
催しの関係者等に対する火災予防指導等を実施する際には、下記（省略）事項についても配慮し
ていただくようお願いします。
各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各市町村（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/tuchi2811/pdf/281109_yo337.pdf）に掲載されていま
す。
【問い合わせ先】
予防課予防係
担当：齋藤、鎌倉

◆

住宅用火災警報器の適切な維持管理の周知について（依頼）
（１１月９日、消防予第３３８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。
平成 28 年秋季全国火災予防運動にあたっては、平成 28 年 9 月 28 日付け消防予第 295 号により
定める実施要綱において、
「重点目標の取組に当たって効果的と考えられる具体的な推進項目」と
して、住宅用火災警報器の適切な維持管理の周知を位置付けているところです。
住宅用火災警報器は、平成 16 年の消防法改正により、平成 18 年 6 月 1 日から新築住宅への設
置が義務化され、今年で 10 年が経過しました。
現在普及している住宅用火災警報器の多くは電池式であり、その電池の寿命は 10 年が目安とさ
れています。住宅用火災警報器の電池切れ等が原因となり、万が一の火災発生時に警報音が鳴ら
ないことがないよう、住宅用火災警報器を設置している住宅の居住者等により定期的に作動確認
を実施する必要があります。
そのため、
「電池の寿命は 10 年が目安とされていること」
、「定期的に作動確認が必要であるこ
と」、「作動確認の分かりやすい手順」、「本体又は電池の交換の方法」等の適切な維持管理を行う
ために必要な情報を当該居住者等へ丁寧に伝達することが重要です。
つきましては、春・秋季全国火災予防運動期間に限らず継続的に当該居住者等へ呼びかけを行
うために、別添（省略）資料を参考に各団体で発行・掲載される市民だよりなどの各種広報誌等
を用いて周知を実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。
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○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2811/pdf/281109_yo338.pdf）に掲載されていま
す。
【問い合わせ先】
予防課予防係
担当：齋藤、市川

報道発表
◆

「防災・危機管理セルフチェックシステムにおけるチェック項目策定に関する検討会」の開
催（１１月８日、消防庁）
地方公共団体における災害発生時の初動対応体制など、平時より地方公共団体が自らの防災・
危機管理体制について確認し、一層の強化を図ることを目的として、消防庁が整備を進めてきた
「防災・危機管理セルフチェックシステム」のチェック項目を策定するため、
「防災・危機管理セ
ルフチェックシステムにおけるチェック項目策定に関する検討会」を開催することとしましたの
でお知らせします。

１

背景・目的
近年、我が国においては、大規模な災害が多数発生しており、今後も、様々な災害が発生す
る可能性が考えられる中で、災害による被害を最小限に留めるためには、地方公共団体におけ
る災害発生時の初動対応体制など、平時より地方公共団体が自らの防災・危機管理体制を確認
し、一層の強化を図ることが必要不可欠です。
このような状況を踏まえ、消防庁においては、地方公共団体が自らの防災・危機管理体制に
ついて確認を行うことができる「防災・危機管理セルフチェックシステム」
（以下「本システム」
という。
）の整備を進めてきたところであり、本システムのチェック項目を策定するための検討
会を開催することといたしました。
２ 検討項目
本システムのチェック項目に関する事項
３ スケジュール
平成28年11月15日(火)に第１回検討会を開催する予定です。
４ 検討会委員
別紙（省略）委員名簿のとおり。
○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281108_houdou_2.pdf）に掲載されて
います。
【問い合わせ先】
国民保護・防災部防災課国民保護室
担当：三枝補佐、池町係長、古内事務官、川上事務官

◆ 平成２８年１月～６月の製品火災に関する調査結果（１１月８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２８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。
（詳細は別添１（省略）参照）
（以下省略）
○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281108_houdou_3.pdf）に掲載されて
います。
【問い合わせ先】
予防課
担当：恵﨑、齋藤、土肥
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情報提供
◆

めざせ東京パラリンピック！
内閣官房東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会・東京ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会推進本部事務局／
総務省消防庁／文部科学省ｽﾎﾟｰﾂ庁
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◆
１

第２８次消防審議会（第３回）の開催（１１月１１日、消防庁）
日時
平成28年11月22日（火）10時00分から12時00分まで
２ 場所
主婦会館プラザエフ９階スズラン（東京都千代田区六番町15番地）
３ 議事（予定）
(1) 人口減少等の社会環境の変化に対応し、必要となる消防力を維持していくための消防体制
のあり方等について
(2) その他
出席者
消防審議会委員、消防審議会専門委員、消防庁長官他
（以下省略）
４

○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2016/20161111-1.pdf）に掲載
されています。
【問い合わせ先】
総務課
担当：諏訪課長補佐、野崎事務官、中居事務官

※

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
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