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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 薩摩川内市消防出初式を開催 ～腕用ポンプと木遣り唄を披露～ 

薩摩川内市消防局（鹿児島） 

薩摩川内市消防局では、平成２９年１月６日（金）に上甑
かみこしき

島・下甑
しもこしき

島の２会場で、７日（土）

には本土地域の川内会場において消防出初式を開催しました。 

消防車両によるパレードにはじまり、消防関係者に対する表彰、消防隊による演技を披露しま

した。式典終了後には一年の無火災・無災害を祈念して一斉放水で出初式を締めくくりました。

また、川内会場においては当消防局による交通事故を想定した救急救助訓練や消防団員による「腕

用ポンプ」操法が披露されたほか、昨年１０月に発足した消防職団員で組織する保存会により「木

遣り唄」が初披露されました。 

平成３０年消防出初式では「はしご乗り」の演技を披露しようと訓練を進めています。 

  

 

◆ 消防子ども出初パレードを実施 

                         佐世保市消防局（長崎） 

佐世保市消防局では、平成２９年１月７日（土）、

日本一長いアーケードとして知られる四ケ町商店

街並びに島瀬公園において、佐世保市少年消防ク

ラブ員及び幼年消防クラブ員による新春恒例の

「消防子ども出初パレード」を実施しました。 

当日は、クラブ員など関係者約４５０名が集い、

子ども達の視点で強く火の用心を呼び掛けるとと

もに、無火災を願って「火の用心の歌」を歌い、

まといを振りながらパレードを実施しました。 

子ども達の火災を出さないという決意と声に、

市民の方々も足を止め火災予防のＰＲに耳を傾け

ていました。 

 

 

№２９０４ 

発行日 平成２９年１月３１日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 
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消防本部の動き 

【腕用ポンプ操法の様子】 【木遣り唄披露の様子】 

【パレードの様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 捜索・救助活動連携訓練を実施 

渋川広域消防本部（群馬） 

渋川広域消防本部では、「防災とボランティア週間」の初日である平成２９年１月１５日（日）

に、解体中のショッピングセンターを使用した他機関合同による捜索救助連携訓練を実施しまし

た。 

訓練では、隣接消防本部（前橋市、利根沼田広域）のほか、群馬県警察本部機動隊、渋川警察

署、群馬ＤＭＡＴ（渋川医療センター、利根中央病院、前橋赤十字病院、伊勢崎市民病院）、    

ＮＰＯ法人災害救助犬ネットワーク、群馬ＶＭＡＴ（獣医師会）などから約１６０名が参加し、

捜索・救助活動の連携を図りました。また、訓練のなかに災害弱者の対応として外国人要救助者

の設定も取り入れたことで、コミュニケーション手段の確立についても確認を取ることができま

した。 

当日は降雪の悪天候でしたが、それぞれの組織連携について強化を図ることができました。 

 

 

◆ 文化財防火デーに伴う消防訓練を実施 

茨木市消防本部（大阪） 

 茨木市消防本部では、平成２９年１月２３日（月）、文化財防火デー（１月２６日）を迎えるに

あたり、茨木市の山間部に位置する大門寺において消防訓練を実施しました。 

訓練は、「大門寺本堂において火災が発生した」との想定で消防車両６台、隊員２０名が参加し、

大門寺関係者による重要文化財の搬出訓練、消防隊による中継送水訓練及び放水訓練を実施しま

した。 

この訓練は、市民の文化財愛護に関する意識を高めるため、また文化財の防災体制の整備や防

災対策の強化を再認識するため、市内にある文化財施設を対象に毎年実施しています。 

 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 解体予定の社宅において消防訓練を実施 

春日井市消防本部（愛知） 

 春日井市消防本部春日井市消防署南出張所では、平成

２８年１２月１３日（火）から２２日（木）まで、市内

で解体予定の建物を利用し、消火・救助訓練を実施しま

した。 

 訓練は、経験豊富な職員の大量退職に伴い若手職員へ

の消火戦術、救助技術等の伝承を目的として実施しまし

た。 

火災想定訓練では、経験不足を補うため実際に居室内

建具の一部を燃焼させ、火災室として高熱高温環境下で

の消火・救出活動を体験、検証する訓練としました。ま

た、救助想定訓練では、実際に鉄製玄関扉、ガラス窓等

を破壊し進入救出するなど、さまざまな想定のもと訓練

を実施しました。 

 

 

研 修 等 

 

◆ 消防用設備メーカーから講師を招き研修会を開催 

衣浦東部広域連合消防局（愛知） 

衣浦東部広域連合消防局は、平成２９年１月１７日（火）、予防係員のスキルアップを目的とし

て、株式会社初田製作所から講師を招き研修会を

開催しました。 

研修において、スプリンクラー設備、不活性ガ

ス消火設備及び法改正に伴い小規模福祉施設等

に設置の増加が見込まれるパッケージ型自動消

火設備についての専門的視点から話を伺えたこ

とで、職員は知識の更なる向上を図ることができ

ました。 

外部講師を招いた予防研修会は初の試みでした

が、専門性の高まる予防業務を行う上では非常に

良い経験となり、今後も開催を希望する声が多数

ありました。 

 

 

◆ 平成２９年「予防課（違反是正）講習会」を開催 

直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部（福岡） 

直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部では、

平成２９年１月１７日（火）、配属５年未満の職員

を対象に予防業務における減災対策の観点から

「予防課講習会」を開催しました。 

この講習会では、防火対象物、危険物施設に立

入検査を実施した際の注意点のほか、違反を確認

した際の対処方法、違反処理の流れ等について実

例の資料を基に学びました。 

当消防本部ではこれからも積極的に勉強会や訓

練を実施し、職員一人一人のスキルアップを図っ

て行きたいと思っています。 

 

 

【火災想定訓練の様子】 

【研修会の様子】 

【講習会の様子】 



4 

 

◆ 消防ポンプ研修会を実施 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉） 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部では、平成２９

年１月１８日（水）、消防本部３階会議室において、

消防ポンプ研修会を開催しました。 

この研修会は、若年層職員がポンプ構造に対す

る理解を深めることを目的として、株式会社モリ

タ東京営業部から講師を招き実施しました。 

当日は機関員を中心とした職員６１名が参加し、

ポンプ構造や運用等について詳細な講義により、

知識の向上などを図ることができました。 

 

 

 

 

 

◆ 電気自動車事故対応研修を開催 

羽生市消防本部（埼玉） 

羽生市消防本部では、平成２９年１月２３日（月）、当消防本部において、当市と隣接する埼玉

東部消防組合消防局、行田市消防本部及び群馬県の館林地区消防組合消防本部と合同で「電気自

動車事故対応研修」を開催しました。 

この研修は、高電圧バッテリーを搭載し電気のみで走行する電気自動車による交通・水没等の

事故現場において、職員が二次災害にあわず、安全かつ迅速に活動ができることを目的として、

日産プリンス埼玉販売株式会社に協力をいただき開催しました。 

車両本体及び高電圧等に関する講義の後、実際の車両を使用して実技講習を実施しました。 

今後も次世代自動車の普及に伴い必要となる消防救助技術の習得に努め、常に安全で迅速な現

場活動ができるよう備えていきます。 

 

 

 

【研修会の様子】 

【講義の様子】 【実技講習の様子】 
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そ の 他 

 

◆ ハワイアンコンサートを開催 ～現役消防士が踊る「ファイアーマンズ・フラ」～ 

横浜市消防局(神奈川) 

横浜市消防局横浜市民防災センターでは、平成２９年１月２１日(土)、昨年４月のリニューア

ルオープン後の来場者数が１０万人を達成したことへの感謝と、消防という職業を市民に身近に

感じてもらうことを目的として、ハワイアンコンサートを開催しました。 

当日は、ハワイアンキルトや本物のアカヤシ、ココナッツの香りなどで装飾された会場におい

て、消防音楽隊によるハワイにちなんだ曲の演奏のほか、コンサートの最後には特別高度救助部

隊員やセンター職員による「ファイアーマンズ・フラ」が披露され、観客と会場が一体となって

盛り上がりました。 

「ファイアーマンズ・フラ」には消防士を称える意味が込められており、フラダンス歴２０年

のセンター所長が今回の企画を発案しました。 

今後も当センターでは、自助・共助の普及啓発及び消防行政への理解を深めるために、新たな

チャレンジと多岐にわたる取り組みを推進していきます。 

 

◆ 消防総監感謝状を贈呈 ～９人で救命リレー！テニスクラブでファインプレー～ 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁麻布消防署では、平成２８年１２月２６日（月）、心肺停止状態になった男性を救命

した７名の方々に対し、消防総監感謝状を贈呈しました。 

１２月９日（金）午後２時２０分頃、東京ローンテニスクラブ（港区南麻布）でテニスのプレ

ー中の男性（７８歳）が突然倒れ、心肺停止状態になりました。テニスクラブ事務所で執務中だ

ったスタッフが急病人発生の知らせを受けて現場に急行、また、緊急事態に気付いたテニスクラ

ブ会員も現場に駆けつけ、ＡＥＤによる除細動を

実施するとともに人工呼吸、心臓マッサージを交

代で実施したところ、男性の呼吸と脈拍が回復し

ました。 

受賞者の一人であるテニスクラブの会員は、「東

京ローンテニスクラブでは、スタッフと大勢の会

員が定期的に応急手当訓練に参加しており、今回

の救命も日頃の訓練の賜物と思います。今後も訓

練を重ね、さらに精進して行きたいと思います。」

と話していました。 

なお、当日欠席された２名の方に対しては、後日

感謝状をお渡ししました。 

 

【コンサートの様子】 【「ファイアーマンズ・フラ」の様子】 

【感謝状贈呈の様子】 
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◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

 ○ ９５１１９ 豊見城市
と み ぐ す く し

消防本部（沖縄） 

  新メールアドレス tcfd@city.tomigusuku.lg.jp 

  ※ 理由 アドレス変更のため 

平成２９年１月２６日から運用開始 

 

 ○ ９４６１０ 新上五島町消防本部（長崎） 

  新メールアドレス soumu3@town.shinkamigoto.nagasaki.jp 

  ※ 理由 セキュリティ強化のため 

  平成２９年１月２７日から運用開始 

  

○ １０５０４ 根室市消防本部（北海道） 

 新メールアドレス nfd_soumu@city.nemuro.hokkaido.jp 

 ※ 理由 システム変更のため 

 平成２９年１月３０日から運用開始 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 平成２９年度の消防防災に関する地方債措置の見通しについて（１月１９日、事務連絡） 

消防庁消防・救急課より、各都道府県消防防災主管部局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。 

 

 標記の件について、下記のとおりお知らせいたしますので、各地方公共団体におかれては、こ

れらの地方債を積極的に活用することにより、消防防災体制の充実に一層努めていただきますよ

うお願いいたします。 

貴部局におかれては、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いただくとともに、適切な助言をいただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 緊急防災・減災事業債（「別紙１」（省略）参照） 

・ 地方公共団体が引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、東日

本大震災に係る復興・創生期間である平成32年度まで継続することとし、平成29年度は地方

財政計画に5,000 億円（前年度同額）を計上 

・ 充当率100％、交付税措置率70％ 

・ 以下の３事業を対象拡充 

◈ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の新型受信機の導入・情報伝達手段の多重化 

◈ 消防機関間の連携・協力により複数の消防本部が共同で実施する高機能消防指令センター

の整備・改修 

◈ 指定避難所におけるWi-Fi 等の整備 

・ 「未来への投資を実現する経済対策」（平成28年８月２日閣議決定）を踏まえて対象拡充し

た、以下の３事業を引き続き対象 

◈ 指定避難所における空調設備の整備 

◈ 被災者関連機能等を有する防災情報システムの整備 

◈ 災害時オペレーションシステムの整備 

２ 防災対策事業債 （「別紙１」（参照）参照） 

・ 以下の２事業を対象拡充 

◈ 都道府県の消防学校における実践的訓練設備のうち、模擬消火訓練装置 

（AFT(※)）及び実火災体験型訓練装置（ホットトレーニング）の整備 

国等の動き 

mailto:tcfd@city.tomigusuku.lg.jp
mailto:soumu3@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
mailto:nfd_soumu@city.nemuro.hokkaido.jp
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（充当率75％、交付税措置率30％） 

※ Advanced Fire-fighting Training system 

◈ 消防の連携・協力を行う市町村が、当該連携・協力に係る計画に基づき実施する消防用車

両等の整備 

（充当率90％、交付税措置率50％） 

３ 公共施設等適正管理推進事業債（仮称）（「別紙２」（省略）参照） 

・ 本事業債のうち市町村役場機能緊急保全事業において、昭和56年の新耐震基準導入前に建

設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え事業等を対象 

◈ 充当率90％（交付税措置対象分75％）、交付税措置率30％ 

※ 地方債の充当残については、基金の活用が基本 

◈ 事業要件：公共施設等総合管理計画に基づいて実施される事業であることに加えて、個別

施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）に基づく事業であって、建替え後の庁

舎を業務継続計画に位置づけるもの 等 

◈ 事業年度：平成29年度から平成32年度まで（４年間） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290119_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

 

◆ 移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果及び危険物の移送等における保安確保について 

（１月２３日、消防危第１３号） 

消防庁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。また、「移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について（平

成 28年 10月７日付け消防危第 170号通知）」（以下「第 170号通知」という。）で推進した「道路

上での立入検査」を数多く実施してくださり御礼申し上げます。 

さて、第 170 号通知により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、別添１（省略）のとおり取りまとめましたので通知します。あわせて、危険物の移送等

における保安の確保のための留意事項について、別記（省略）のとおり取りまとめましたので参

考としていただき、積極的に取り組んでくださいますようお願いいたします。 

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

くださいますようお願いします。 

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/tuchi2901/pdf/290123_ki13.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 

担当：山並 

【問い合わせ先】 

危険物保安室危険物指導調査係 

担当：山本、神山 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290119_jimurenraku.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290123_ki13.pdf
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◆ 関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に係る推進状況等の調査について（１月２４

日、消防予第１５号） 

消防庁予防課長より、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。 

 

長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム火災（平成 25 年 2 月）、神奈川県川崎市の簡易宿

泊所火災（平成 27 年 5 月）、広島県広島市の飲食店火災（平成 27 年 10 月）など、近年重大な人

的被害を発生させた火災事例を踏まえ、関係行政機関との間における相互の情報共有や連携を図

るための体制を強化することが求められているところです。 

このような状況に鑑み、防火安全対策の更なる充実を図るため、関係各省と検討を行い、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策定し、「認知症高齢者グルー

プホーム等の火災安全対策の充実のための介護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共

有・連携体制の構築について」（平成 27年 3月 31日付消防予第 136号。「以下「136号通知」とい

う。）及び「建築物への立入り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。以下「480号通知」という。）により、体制構築

を推進いただくよう通知しているところです。 

また、風俗営業及び特定遊興飲食店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

策に関しては、「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

業行政との連携について」（平成 13年 11月 12日付け消防予第 393号。以下「393 号通知」という。）

及び「特定遊興飲食店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関係行

政機関との連携について」（平成 28年 3月 15日付け消防予第 69号。以下「69 号通知」という。）

等により、関係行政機関との連携を図るための仕組みの整備や当該仕組みを活用した合同の立入

検査等の必要な連携を推進いただくよう通知しているところです。 

これらのことを踏まえ、各地域においては情報共有・連携体制の構築に係る取組を推進いただ

いているものと考えますが、当該体制構築に際し、特に、各関係行政部局が同一の自治体に属さ

ないケース（例：介護保険部局は「町」、建築部局は「県」、消防部局は「一部事務組合」）では、

自治体の枠を超えた連携が必要となることから、各都道府県においては、各地域の実情に応じて、

都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡調整を図る等の特段の取組により、体制構築

を推進いただいているものと考えます。 

つきましては、関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に係る推進状況等について、下

記（省略）のとおり調査を行うこととしましたので、ご協力いただきますようお願いします。 

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、この旨周知いただきますようお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290124_yo15.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 電話通訳センターを介した三者間同時による多言語対応 の推進について（１月２５日、消防

消第８号） 

消防庁消防・救急課長より、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。 

 

今後、2019年ラグビーワールドカップ及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

の開催に向けて、訪日外国人数が更に増加することが予想され、外国人からの119番通報への対応

は急務となっています。 

つきましては、下記事項に留意のうえ、119番通報時等における多言語対応の推進を図っていた

だきますようお願いします。 

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及び広域連合を含む。）に

対してもこの旨周知されるようお願いします。 

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

出するものであることを申し添えます。 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290124_yo15.pdf
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記 

 

１ 事業の内容 

外国人からの119番通報時及び外国人のいる救急現場での活動時等において、電話通訳セ

ンターを介して、主要な言語において、365日24時間、迅速かつ的確に対応するため、各都

道府県ごとに都道府県内の消防本部による共同契約を行うことや、既に都道府県等が契約

している電話通訳センターを利用することなどにより、119番通報時等における多言語対応

の推進を図る。 

２ 地方財政措置 

上記１のとおり 119 番通報時等における多言語対応の推進を図るための契約に要する経

費については、平成 29 年度から市町村に対し地方交付税措置を講じることとしています。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290125_syou8.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ ｢糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会｣の開催（１月２５日、

消防庁） 

「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」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 

平成２８年１２月２２日に糸魚川市の木造建物が密集した地域において大規模火災が発生し

ましたが、この際の消防活動等を検証した上で、今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防

体制等の充実強化のあり方について検討します。 

２ 主な検討項目 

今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方 

３ スケジュール 

平成２９年１月２７日（金）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）委員等名簿のとおり。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/01/290125_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 

担当：田中補佐、山下事務官 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 

担当：吉村、伊藤、山田 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2901/pdf/290125_syou8.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/01/290125_houdou_1.pdf
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◆ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）に対する意見公募の結果及び省令の

公布（１月２６日、消防庁） 

消防庁では、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成 28

年 11月 26日から平成 28年 12月 27日までの間、国民の皆様から御意見を公募したところ、提出

された御意見はございませんでした。意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しました。 

 

１ 改正内容 

給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのガス充塡設備（ディスペンサー）及びガス配

管を給油空地に設置し、給油及び圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の

技術上の基準を規定するものです。 

２ 意見公募の結果 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）について、平成 28 年 11月 26日から

同年 12月 27日までの間、御意見を公募したところ、提出された意見はございませんでした。 

３ 省令の公布 

消防庁では、意見公募手続の実施結果も踏まえて、危険物の規制に関する規則の一部を改正

する省令（平成 29年総務省令第３号）を本日付けで公布しました。 

改正省令改め文    別紙１（省略） 

改正省令新旧対照表  別紙２（省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/01/290126_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

情報提供 

 

◆ 平成２８年度当初予算に係る原子力災害避難指示区域消防活動費交付金の（第２次）交付決定 

  （１月２４日、消防庁） 

 消防庁は、本日、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）第６条第１項の規定に基づき、平成２８年度当初予算に係る原子力災害避難指示区域消防活

動費交付金の交付決定を下記（省略）のとおり行いました。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2017/20170124-1.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】 

危険物保安室 

担当：白石課長補佐、谷口事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/01/290126_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/info/2017/20170124-1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

