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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 法制執務研修会を大阪市において開催 

全国消防長会 

 全国消防長会では、平成２９年２月１７日（金）、大阪市（梅田スカイビル）において、大阪府

下消防長会の協力のもと、大阪府内の消防職員に対して法制執務研修会を開催しました。  

 研修会では、本会顧問弁護士木下健治氏により、

「消防関係判例１００」及び「消防行政相談事例

集」（一般財団法人全国消防協会発行）等を用いて、

人事管理、情報公開、警防業務、パワーハラスメ

ント事案等、多岐にわたる判例や事例について講

義していただきました。 

 また、研修会の最後に、全国消防保険サービス

㈱から「業務中の賠償リスクと保険について」の

説明も併せて実施しました。 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 「火災をブロック！」火の用心バレーボール大会を開催 

柳川市消防本部（福岡） 

柳川市消防本部では、平成２９年２月１２日（日）、柳川市民体育館において、「第３０回柳川

消防・火の用心バレーボール大会」を開催しました。 

大会は防火思想の普及と参加者等の親睦を深めることを目的として開催し、総勢４３チーム、

来賓、選手、役員等総勢約２６７名が参加し、熱戦を繰り広げました。 

開会式では防火にちなんだプラカード賞の表彰を行うとともに、消防職員による煙の怖さや住

宅用火災警報器の必要性などの防火講話を行いました。 
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訓練・演習 

 

◆ 冬道走行訓練を実施                          

                          小樽市消防本部（北海道） 

小樽市消防本部小樽市消防署では、平成２９年２月７日（火）から１０日（金）まで、消防車

両の機関員の運転技術の向上と、誘導員の適切な車両誘導要領の習得を目的として、冬道走行訓

練を実施しました。 

この訓練は、狭あい道路や冬季特有の凍結路面等の悪路を再現したコースを設け、機関員と誘

導員が協力し、安全走行に必要な技術の習得及び再確認を行うものです。凍結路面では、急ブレ

ーキとポンピングブレーキによる各車両の特性や制動距離の違いを確認しました。 

このような訓練を季節ごとに内容を変えて実施することにより、職員の交通事故防止に関する

意識の高揚と、運転や誘導技術の向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 遠距離大量送水訓練を実施  

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２９年２月８日（水）、淀川河川公園内において遠距離

大量送水訓練を実施しました。 

当消防組合では、これまで配備されていた大量送水システムが経年劣化やメーカーの生産中止

等により様々な問題が出てきたことから、新たなシステムの導入が必要となり、昨年度から２年

をかけ、管内３消防署すべてに新たな大量送排水システム（ハイドロサブＨＳ60）を配備しまし

た。 

今回の訓練では、震災により消火栓が使用不能となった場合を想定して、河川から約１キロ先

の水槽に送水するとともに放水砲による放水を行うなど、大量送排水システム及び放水砲の取扱

要領を確認しました。この訓練を通して、災害対応能力の向上を図るとともに、大規模災害や浸

水災害に対する危機管理意識の醸成を図りました。 

【ブレーキ操作訓練の様子】 【狭あい道路操縦訓練の様子】 

【ハイドロサブＨＳ60 積載車】 【訓練の様子】 
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◆ 救急救命技術練成会を実施 

八尾市消防本部（大阪） 

八尾市消防本部では、平成２９年２月９日（木）、

当消防本部研修場において救急救命技術練成会を

実施しました。 

練成会では、内因性２症例（低血糖・出血性シ

ョック）を想定し、救急隊がブラインド型訓練を

実施しました。 

 今回の訓練により、救急救命士の特定行為の手

技の習熟、関係者へのインフォームドコンセント

の取り方や病院等への伝達能力を向上させるこ

とができました。 

 

◆ 若手消防職員警防訓練査閲を実施                

西春日井広域事務組合消防本部（愛知） 

 西春日井広域事務組合消防本部では、平成２９年２月１５日（水）、消防士長以下の隊員を対象

に警防技術訓練査閲を実施しました。 

訓練査閲は、ベテラン職員から若手職員への知識・技術の伝承を図ることを目的に、課長級以

上の職員が査閲官となり、指揮隊、消防隊等を若手職員のみで編成して実施しました。 

 この日に向けて、ベテラン職員を含め全職員が一丸となって訓練に参加し、訓練後の検討会で

は、活発な意見が交わされ、その目的である若手職員への知識・技術の伝承を図ることができま

した。さらには全職員が取り組むことにより、組織の活性化も図られました。 

【練成会の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 外国語通報への対応訓練を実施 

羊蹄山ろく消防組合消防本部（北海道） 

羊蹄山ろく消防組合消防本部では、平成２９年２月１４日（火）、外国語通訳サポーターが通報

者役となり三者接続訓練を実施しました。 

当消防組合管内は北海道有数のリゾート地であり、夏季は登山などのアウトドアスポーツ、冬

季はスキーなどのウィンタースポーツにより、近年外国からの観光客が増加しており、それに伴

い外国語１１９番通報も増加傾向にあります。そのため、消防団員、各町村役場職員の協力を得

て、外国語通報時における外国語通訳サポーターを２１名配置し、外国語通報時、指令センター

で対応不能となった場合、地理的に詳しい各町村の外国語通訳サポーターと三者接続することに

よる災害地点の特定や災害概要の聴取を行っています。 

訓練では、外国語通報におけるスムーズな災害地点の特定などを行うことが確認できました。 

 今後も、継続的に訓練を実施し、リゾート地として観光客に安全・安心の提供を行える様に関

係７町村及び羊蹄山ろく消防組合が一丸となり外国語通訳体制の構築に努めて行きたいと考えて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

 

◆ 大分県火災調査研究会を実施 

大分市消防局（大分） 

 大分市消防局では、平成２９年１月２７日（金）、

市内ホテルにおいて大分県火災調査研究会を実

施しました。 

 この研究会は、県下消防本部、大分県消防学校

及び大分県警察本部が火災調査に関することを

研究し、火災調査のレベルアップを図ることを目

的に、大分県では初めて開催したものです。  

当日は関係機関を含め１０６名が参加し、５つ

の事例発表と県警察本部火災専門捜査係長によ

る講義が行われました。 

今後も県下消防本部、関係機関との連携を深め、

火災調査技術を磨き、市民の安全安心を身近に実

感できるまちづくりを推進していきます。 

 

【通報役】 

【指令センター】 【外国語通訳サポーター】 

【研究会の様子】 
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◆ 消防本部・二次医療機関合同救急症例検討会を開催 

夷隅郡
い す み ぐ ん

市
し

広域市町村圏事務組合消防本部（千葉） 

 夷隅郡市広域市町村圏事務組合消防本部では、平成２９年２月８日（水）、管内の二次医療機関

である国保国吉病院組合いすみ医療センター及び医療法人SHIODA塩田病院と合同症例検討会を開

催しました。 

消防本部からは救急隊員及び消防隊員４９名が

参加し、医療機関からは医師、看護師等スタッフ

３０名が参加しました。また、隣接の三次医療機

関である亀田総合病院救命救急センター長もオブ

ザーバーとして出席していただきました。 

 当消防本部管内には三次医療機関がないため、

二次医療機関との連携が不可欠であります。今回

は救急隊員、医師及び病院関係者がそれぞれの分

野から症例を発表し、地域救急医療の構築に向け

活発な意見交換が行われ、有意義な症例検討会と

なりました。 

 

 

◆ 三市合同で「知識・技術伝承の推進」に向けた取り組みを発表 

札幌市消防局（北海道） 

 札幌市消防局では、平成２９年２月１０日（金）、

当市消防局厚別消防署において、近隣市である江

別市消防本部及び北広島市消防本部にも参加を呼

び掛け、「知識・技術伝承の推進」に向けた取り組

み発表会を開催しました。 

この発表会は、消防業務全般に関する課題のな

かから若年職員自らがテーマを決めて課題研究を

進めるとともに、上司や先輩から助言を受け、最

終的にまとめた研究成果を発表するものです。 

当日は、１２０名の職員が出席し若年職員の発

表に真剣に耳を傾けるとともに、質疑応答も行わ

れ、有意義な発表会となりました。 

 

◆ 阪神地区消防長会実務講習会を実施 

阪神地区消防長会（兵庫） 

阪神地区消防長会（構成消防本部：西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田

市、篠山市、丹波市、猪名川町）では、平成２９年２月１３日（月）、西宮市役所東館において、

関西国際空港セキュリティ株式会社の消防部長 徳重教正氏を講師に迎え、「最悪の事態に備える

－指揮と準備－」をテーマに実務講習会を実施し

ました。 

当消防長会では、年１回、消防関係法令の研究

並びに消防技術の向上を目的に実務講習会を開催

しています。今回は約２００名の職員が受講し、

実際の火災現場における映像資料を織り交ぜた講

義をしていただきました。 

 災害現場指揮で必要とされる情報の収集と周知、

また、最先着隊における災害状況を伝達するため

に必要な事前準備の重要性について学ぶことがで

き、今後の消防業務を遂行していくうえで、参考

となる貴重な講習会となりました。 

【検討会の様子】 

【発表会の様子】 

【実務講習会の様子】 
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◆ 「高層住宅に係る火災対策検討委員会・署消防活動検討会」を開催 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２９年１月２４日未明、豊島区東池袋二丁目の高層マンショ

ン火災で死者１名、傷者１０名の被害者が発生したことに伴い、平成２９年２月１６日（木）、豊

島消防署長を委員長とした「高層住宅に係る火災対策検討委員会・署消防活動検討会」を開催し

ました。  

当日は、予防・警防分野から選出された委員と、

実際に現場で活動した消防隊員が参加し、各々の

観点から今後の高層建物の火災に備えた多くの

問題点が横断的に提示され、有意義な検討会とな

りました。 

近年、建物はますます高層化の傾向にあり、早

期に高層建物の防火防災対策を講じておくこと

が必要不可欠であることから、今回の結果を踏ま

え署内共通認識のもと被害を最小限に抑えるた

め積極的に統一的な防火指導を実践し、高層住宅

火災の防火安全対策推進に努めてまいります。 

 

 

そ の 他 

 

◆ 第９回ステアーレース１３８を開催 

一宮市消防本部（愛知） 

 一宮市消防本部では、平成２９年２月８日（水）、国営木曽三川公園１３８タワーパーク内のツ

インアーチ１３８において、第９回ステアーレース１３８を開催しました。 

 この競技は、ツインアーチ１３８を災害現場と見立て、高層建築物災害の活動を疑似体験する

とともに、消防職員として更なる自己研鑽と士気の高揚につなげ、今後の消防活動に反映するこ

とを目的として、平成２０年から開催しています。 

 当日は、当市及び県内近隣１０消防本部の１９歳から５３歳までの消防職員６５名が参加し、

個人単位で防火衣・空気呼吸器を着装後、地上から展望台まで高さ１００ｍ、５１３段の階段を

駆け上がるタイムを競いました。 

結果は６５名全員が完走し、犬山市消防本部の小原聖士

さん（２８歳）が３分３０秒で優勝しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討会の様子】 

【階段駆け上がりの様子】 【ツインアーチ１３８】 
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◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

 ○ ３１６２９ 蓮田市消防本部（埼玉） 

新メールアドレス  shoboka@city.hasuda.lg.jp 

平成２９年２月２０日から運用開始 

 

○ ３１７１９ 八千代市消防本部（千葉） 

新メールアドレス syousoumu1@city.yachiyo.lg.jp 

平成２９年２月２３日から運用開始 

  

○ ７３７１９ 江田島市消防本部（広島） 

   新メールアドレス syoubou@city.etajima.hiroshima.jp 

   平成２９年２月２３日から運用開始 

 

○ １０１０３ 森町消防本部（北海道） 

   １ ＬＧＷＡＮ通信を行っている場合 

新メールアドレス lgwan-shobo@town.hokkaido-mori.lg.jp 

   ２ インターネット通信のみを行っている場合 

     従前メールアドレス shoubou@town.hokkaido-mori.lg.jp 

   平成２９年２月２７日から運用開始 

  

 ○ ９４６０９ 対馬市消防本部（長崎） 

新メールアドレス  syoubou-tsushima@city-tsushima.jp 

平成２９年２月２７日から運用開始 

 

 ○ ２１２３３ 阿賀町消防本部（新潟） 

新メールアドレス syobo@town.aga.lg.jp 

平成２９年２月２８日から運用開始 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 第２１回防災まちづくり大賞受賞団体の決定（２月２２日、消防庁） 

「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、今回で２１回

目を迎えました。地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優れた取組、

工夫・アイデア等、防災・減災に関する幅広い視点からの効果的な取組等を表彰し、広く全国に

紹介することにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目

的として実施しています。 

この度、防災まちづくり大賞選定委員会（委員長：室﨑益輝（公益財団法人ひょうご震災記念

２１世紀研究機構副理事長））において、「第２１回防災まちづくり大賞」の受賞団体を決定しま

した。受賞した１７団体の内訳は次のとおりです。 

総務大臣賞            ３団体 

消防庁長官賞           ４団体 

日本防火・防災協会長賞     １０団体 

計 １７団体 

※受賞団体名等は、別添（省略）の受賞団体一覧を御覧ください。 

（表彰式の概要） 

日時：平成２９年３月１日（水）１６時３０分～１７時２０分 

場所：ホテルルポール麹町（東京都千代田区平河町２－４－３） 

内容：主催者挨拶（総務省）、選定委員会委員紹介、表彰、記念撮影等 

（以下省略） 

国等の動き 

mailto:shoboka@city.hasuda.lg.jp
mailto:syousoumu1@city.yachiyo.lg.jp
mailto:syoubou@city.etajima.hiroshima.jp
mailto:lgwan-shobo@town.hokkaido-mori.lg.jp
mailto:shoubou@town.hokkaido-mori.lg.jp
mailto:syoubou-tsushima@city-tsushima.jp
mailto:syobo@town.aga.lg.jp
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○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290222_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 災害時、緊急に避難する場所をウェブで確認できます ～指定緊急避難場所データを「地理

院地図」から公開～（２月２２日、国土交通省国土地理院、内閣府（防災担当）、消防庁） 

平成 29 年 2 月 22 日より、災害時、危険が切迫した状況における緊急の避難場所である「指定

緊急避難場所」を国土地理院のウェブ地図「地理院地図」でご覧いただけるようになりました。 
 

平成 25年 6月に災害対策基本法が改正され、市町村長による「指定緊急避難場所」と「指定避

難所」の指定制度が平成 26 年 4月に施行されました。国土地理院、内閣府及び消防庁は、都道府

県、市町村等と協力し、ウェブ地図上に表示できる指定緊急避難場所データの整備を進めてきま

した。平成 29 年 2 月 22 日から、整備が完了した指定緊急避難場所データについて、公開を開始

することとなりました。 

指定緊急避難場所データは、パソコンやスマートフォンから利用できる国土地理院のウェブ地

図「地理院地図」においてご覧いただけます。「地理院地図」では、指定緊急避難場所の位置や名

称、対応している災害の種別等について、地図や空中写真、その他様々な情報に重ね合わせてご

確認いただけます。また、ウェブやスマートフォンアプリ、GISソフトウェアなどでご利用可能な

データ形式で公開しますので、防災アプリケーションの開発等にご活用いただけます。 

今後、整備が完了した市町村のデータを順次公開していくとともに、指定内容に変更があった

場合はデータを更新します。 

（以下省略）  

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290222_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年度消防功労者消防庁長官表彰（２月２３日、消防庁） 

消防記念日（３月７日）にちなみ、３月８日（水）に「平成２８年度消防功労者消防庁長官表

彰式」を開催します。本表彰式において表彰する受章者は次のとおりです。なお、詳細は別添（省

略）のとおりです。 

（以下省略） 

 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部地域防災室 住民防災係 

担当：小此木、山野、荒木 

【問い合わせ先】 

○国土交通省国土地理院応用地理部 

担当：環境地理情報企画官 山本 洋一 

防災地理課課長補佐 小島 脩平 
 ※ 指定緊急避難場所の制度に関することについては、以下の担当にお問い

合わせください。 

 ○内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付 

  担当：参事官補佐 駒田 義誌、主査 後藤 祐也 

 ○消防庁国民保護・防災部防災課 

  担当：震災対策専門官 多鹿 雅彦、防災調整係長 吉野 充俊 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290222_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290222_houdou_2.pdf
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○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290223_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２９年春季全国火災予防運動の実施（２月２４日、消防庁） 

 

 

 

１ 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 目 的 

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災

の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐ

ことを目的として、毎年この時期に実施しているものです。 

３ 実施期間 

平成２９年３月１日（水）～３月７日（火） 

４ 実施内容 

５の「重点目標」を踏まえ、全国の消防本部等において、防火・防災に関する広報や展示、

体験型イベントなどのほか、学校、事業所等と協同した防火講習や消防訓練、防火査察など、

火災予防を推進するための様々な取組が重点的に実施されます。 

５ 重点目標（※） 

（１）住宅防火対策の推進（住宅用火災警報器の設置、維持管理の徹底等） 

（２）乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進 

（３）放火火災防止対策の推進 

（４）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 

（５）製品火災の発生防止に向けた取組の推進 

（６）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 

（７）林野火災予防対策の推進 

※各地域の消防本部等において火災発生状況や地域特性等に応じた運動を展開します。 

６ その他 

（１）住宅用火災警報器の設置の徹底や適切な維持管理の必要性、方法等を呼びかけるコンテン

ツとして、広報用映像を制作しました。本映像は、広く国民が自由に視聴及びダウンロード

できるよう消防庁ホームページに掲載（消防庁ホームページのトップにバナーを掲載。）する

ほか、各種メディア、全国の消防機関等に提供し、幅広く活用していただくこととしていま

す。 

（２）春季全国火災予防運動の実施時期に合わせ、（一社）日本たばこ協会においても「たばこ火

災防止キャンペーン」を実施し、寝たばこ火災の防止等の普及啓発を行います。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290224_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。 

【問い合わせ先】 

総務課 

担当：篠宮政策評価広報官･髙橋係長 

平成２９年３月１日（水）から３月７日（火）まで 

『平成２９年春季全国火災予防運動』が実施されます。 
 

【問い合わせ先】 

予防課 

担当：恵﨑・齋藤 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290223_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/02/290224_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html


10 

 

情報提供 

 

◆ キャラクター「とりカエル」のご活用について 

     一般社団法人日本火災報知機工業会 

 一般社団法人日本火災報知機工業会では、平成２６年度よりキャラクター「とりカエル」を住

宅用火災警報器の「１０年たったらとりカエル」の交換促進を啓発としてホームページおよびリ

ーフレットに掲載を行ってきました。 

 今回、従来３ポーズ＋１ロゴだったキャラクターを５ポーズ＋１ロゴへ新たに２ポーズ追加を

行いましたので、広く住宅用火災警報器の交換促進活動にご活用いただければ幸いです。 

 ご使用の際は、当工業会まで事前にご相談をお願い致します。 

 

＊：従来の１ロゴ＋３ポーズ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊：今回２ポーズ追加 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

一般社団法人日本火災報知機工業会 

技術部 佐島 和夫 

TEL：０３－３８３１－４３１８ 

FAX：０３－３８３１－４３６５ 

 

 

mailto:weekly@fcaj.gr.jp

