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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 女性消防団員サバ・メシ（非常食）研修会を実施 

仙台市消防局（宮城） 

仙台市消防局泉消防署では、平成２９年２月１９日（日）、消防団活性化事業の一環として、婦

人防火クラブ員を講師に招き、「女性消防団員サバ・メシ（非常食）研修会」を実施しました。 

女性消防団員と婦人防火クラブが連携したサバ・メシ研修会は、仙台市としては初めての試み

でしたが、参加した女性消防団員からは、「簡単なのにおいしい！」、「みんなに教えてあげたい」、

「普段の食事にも取り入れたい」などの声があり大好評でした。 

※ サバ・メシとは、「サバイバル・メシ、非常食【survival foods】」のことで、条件は「４５

分以内にカセットコンロ１台でつくれるもの」としています。 

※ レシピ http://www.city.sendai.jp/yobo/kurashi/anzen/shobo/kasai/jishubo/club.html 

 

 

◆ 女子学生等向け消防職場体験を実施 

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、総務省消防庁の方針に基づき、平成３８年度までに女性消

防士の割合を５％に引き上げる目標を定め、平成２９年２月２５日（土）、当消防本部において女

子学生等向け消防職場体験を実施しました。 

当日は１１名の女子学生が参加し、本消防組合の概要説明や仕事紹介、被服・装備品の説明、

消防指令センターの見学、女性消防士との座談会などを通して、消防の仕事の魅力を知っていた

だくことができました。 

参加された方々からは「消防士になりたい思いが強くなった」という声もたくさんいただき、

とても有意義な職場体験となりました。 
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◆ 「１１９ｋｍ防火駅伝」で市民へ防火ＰＲを実施 

                 田原市消防本部（愛知） 

 田原市消防本部では、春の全国火災予防運動前日の平成２９年２月２８日（火）午前６時から、

田原市内全域において「１１９ｋｍ防火駅伝」を行い、４４名のランナーが２本のタスキを繋ぎ

ながら市民へ防火ＰＲを実施しました。 

沿道には走る職員へ向け声援を送る市民の姿もあり、防火ＰＲとともに消防の心意気を感じて

いただけたのではないでしょうか。ゴールした職員は、繋ぎきった達成感と一体感であふれてい

ました。 

 

 

 

  

広 告 

【防火駅伝の様子】 
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◆ 県と合同の火災予防運動ＰＲイベントを開催 

鹿島地方事務組合消防本部（茨城） 

 鹿島地方事務組合消防本部では、平成２９年３月１日（水）、管内の大型店舗が集合する商業施

設（ライフガーデン神栖）において、春季全国火災予防運動にあわせたイベントを茨城県と合同

で開催しました。 

当消防本部管内は住宅用火災警報器の設置率が県内２４消防本部のなかで２１番目と非常に低

い地域であるため、当日は茨城県の職員にも参加していただき、住宅用火災警報器設置・維持管

理についてのＰＲ活動を実施しました。夕方の買い物客で賑わう商業施設に消防車２台を配置し、

消防本部・消防署員がのぼり旗を掲げリーフレットやＰＲ用品を配布しました。 

今後も火災予防思想の普及、啓発を積極的に進め、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。 

   
 
広 告 

【イベントの様子】 【県職員によるＰＲの様子】 
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◆ ＪＲの駅前において県下一斉街頭広報を実施 

滋賀県消防長会（滋賀） 

滋賀県消防長会予防部会では、春の火災予防運動の初日となる平成２９年３月１日（水）、滋

賀県下７つの全ての消防本部（局）と滋賀県女性防火クラブ連絡協議会が連携し、ＪＲの２１駅

において県下一斉の街頭広報を実施しました。 

当日は、春の火災予防運動の始まりを周知するとともに、住宅用火災警報器の設置の徹底や経

年劣化した住宅用火災警報器の交換の推進を重点的に広報しました。 

 

 

訓練・演習 

 

◆ 警防技能技術競技会を実施 

筑西広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

筑西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）及び１７日（金）、当消防

本部屋外訓練場において、経験に基づく知識技術

の向上、職場の活性化等を目的に、警防技能技術

競技会を実施しました。 

競技会では、各署代表の２０隊が着装から放水

までの基本活動を迅速・確実・安全な動作で競い

合うなかで、工夫を凝らした活動が見られました。

競技会後の検証会では、いろいろな視点からの改

善点など多くの建設的な意見があり、災害活動の

質の向上と現場活動に対する意識の高揚が図られ

ました。 

 

◆ 安全運転基本訓練を実施 

八尾市消防本部（大阪） 

 八尾市消防本部では、平成２９年２月１１日

（土）、１２日（日）、１８日（土）及び１９日（日）

の４日間、市関係施設内において、運転技能や事

故防止につながる同乗者間の連携強化を目的に、

安全運転基本訓練を実施しました。 

訓練では、職員手づくりの模擬コースにおいて

車両特性の把握や運行時に必要なコミュニケー

ションの方法、緊急走行時の注意点などを学びま

した。 

今回は、機関員の運転技術向上に加え、「乗車

員全員で事故防止に努めること」を重点的に実施

したことで、安全運行に対する意識の向上が図れ

ました。 

【街頭広報の様子】 

【訓練の様子】 

【競技会の様子】 
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◆ 高速道路災害図上訓練（ＤＩＧ）を実施 

有田川町消防本部（和歌山） 

 有田川町消防本部では、平成２９年２月２１日

（火）、NEXCO西日本グループ各社、和歌山県警察

本部交通部高速道路警察隊及び海南市消防本部と

合同で、ブラインド型図上訓練を実施しました。 

訓練は、阪和道路下り線長峰トンネル内におい

て横転した大型車両に後続の大型車両及び大型観

光バスが追突し車両火災が発生したとの想定で、

４グループに分かれて実施しました。 

訓練後の検証会では活発な意見が交わされ、各

機関の連携強化を図ることができました。 

 

 

 

 

◆ 高低差のある遠距離送水訓練を実施 

秩父消防本部（埼玉） 

 秩父消防本部では、平成２９年２月２２日（水）

及び２３日（木）、みどりの村（秩父郡小鹿野町）

において機関員を対象に、高低差のある遠距離送

水と中継送水に対する基本技術の向上を目的と

した遠距離送水訓練を実施しました。 

 当日は、消防ポンプ自動車及び小型ポンプを使

用し、高低差約３５ｍ、送水距離約４００ｍの中

継送水を実施しました。若手職員から「『知って

いること』と『できること』の差を痛感した。」

との声も聞かれ、大変有意義な訓練となりました。 

 

 

 

◆ ドローンを活用した大規模消防対象物消防合同訓練を実施 

宝塚市消防本部（兵庫） 

宝塚市消防本部では、平成２９年２月２２日（水）、介護老人保健施設西谷憩いの家において、

大規模消防対象物消防合同訓練を実施しました。 

宝塚市では、大規模災害発生時に被害を軽減さ

せるため、消防サポート隊・消防サポート隊協力

事業所を発足させ災害対応力の向上を図ってお

ります。 

今回は消防サポート隊に加え、地域の自治会や

ＤＭＡＴ隊も参加し、ドローンによる情報収集訓

練や多数傷病者を一時的に収容する応急救護所

開設訓練を実施し、各機関と連携を密にした非常

に有意義な訓練を実施することができました。 

今後も、大規模災害発生に備え、各機関と協力

体制の強化を図り、訓練を重ねてまいります。 

 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 

【訓練の様子（ドローンにより撮影）】 
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◆ 全面結氷した湖での氷下潜水訓練を実施 

長野市消防局（長野） 

長野市消防局では、平成２９年２月２４日（金）、県内の結氷した湖において中央消防署高度救

助隊による氷下潜水訓練を実施しました。 

 管内は一級河川や湖等が点在しており、年間を通じて様々な水難救助事案が発生していること

を踏まえ、最も過酷な厳冬期での潜水技術の習得等を目的に、氷面の切断やコンパス潜水など一

連の訓練を実施し、手順、注意点等を確認しました。 

今後も水難救助事案に備え、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

化を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 救助技術発表会を実施 

大垣消防組合消防本部（岐阜） 

大垣消防組合消防本部では、平成２９年２月２４日（金）、当消防本部屋外訓練場において、救助隊

員の日ごろの訓練成果を発揮するとともに、救助活動における安全性、確実性、迅速性の向上及び救

助隊員の士気の高揚を図ることを目的に救助技術発表会を実施しました。 

当日は２署１４名の救助隊員が参加し、「山登りを

していた男性１人が草木に足をとられ７ｍ下に滑落

した」と「大規模地震おいて倒壊したＲＣ造２階部

分に要救助者が２人いる模様」の２想定について救

助技術を発表しました。発表会後には救助隊長の

経験者である署長等から、要救助者はもちろん隊

員の安全管理を徹底するよう指導がありました。 

今後も、指導・助言を生かし管内住民の安全安

心を守るために知識・技術の向上に努めてまいり

ます。 

 

◆ 警防特別訓練を実施 

東近江行政組合消防本部（滋賀） 

 東近江行政組合消防本部では、平成２９年２月 

２８日（火）、「局所豪雨により集落の裏山で崖崩

れが発生し、民家数軒を巻き込み多数の住民が巻

き込まれた。」との想定で警防特別訓練を実施しま

した。 

 訓練は、昨年１０月に発隊した「高度救助隊」

をはじめ１０隊４９名の隊員と、消防活動支援協

定を締結している市内建設会社の大型重機オペレ

ーター等が参加し、救出手法等を確認し合い災害

発生時の活動について情報共有を図りました。ま

た、後方支援エリアを設定し給食訓練等もあわせ

て実施しました。 

【氷に進入口を設定し潜降する様子】 【氷下の様子】 

【訓練の様子】 

【発表会の様子】 
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◆ 相互応援協定に基づく連携救助訓練を実施  

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は、平成２９年３月１日（水）、

名古屋市消防局西消防署大野木出張所において、消防相互応援

協定に基づき名古屋市消防局と合同連携訓練を行いました。 

 当日は、大野木出張所及び西春日井広域消防署から救助隊員

計２０名が参加し、双方の積載資機材等の説明や無線交信要領

について情報交換を行った後、低所・高所救助訓練を実施しま

した。 

 訓練後の検討会では活発な意見が交わされ、連携の難しさを

痛感しました。今後も継続的に連携訓練を実施し、双方の知識・

技術の向上、近隣消防としての役割の再確認、さらには地域特

性及び活動方法等の情報共有を図っていきます。 

 

 

 

 

研 修 等 

 

◆ セクシャルハラスメント等についての勉強会を実施 

湯浅広川消防組合消防本部（和歌山） 

湯浅広川消防組合消防本部では、平成２９年２月２０日（月）、湯浅広川消防組合消防本部地域

防災センターにおいて、セクシャルハラスメント等

についての勉強会を実施しました。 

当消防本部職員３８名全員が男性職員であるなか、

今後女性職員の採用を想定した研修会として、和歌

山県消防学校の女性教官 松田由香里氏（和歌山市消

防局より派遣）を講師に招き、全職員が受講しまし

た。 

 勉強会では、女性の立場からの事例などのほか、

セクハラ、パワハラ、マタハラなど幅広い内容の講

義に職員一同、女性職員に対する人事管理の重要性

ついて再認識しました。 

 

◆ 「煙火の基礎知識と事故対策」研修会を開催 

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２９年２月２４日（金）、公益社団法人日本煙火協会

検査所の畑中修二氏を講師に迎え、近隣消防本部職員や地元煙火協会員も参加し、「煙火の基礎知

識と事故対策」研修会を実施しました。 

研修では、昨年１２月に管内で発生した煙火製造

事業所の爆発火災を受けて、煙火の製造、貯蔵、消

費に関する基礎知識を学ぶとともに、過去の火薬事

故事例を基に具体的な再発防止対策の検討などを紹

介していただきました。また、災害現場における効

果的な消防活動や二次災害の防止対策などについて

意見交換を行うことができ、大変有意義な研修とな

りました。 

管内には複数の煙火製造業者が存在することから

関係機関との連携を密にし、合同立入検査の実施な

どの対策を講じて、再発防止に努めてまいります。 

【訓練の様子】 

【勉強会の様子】 

【研修の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 消防協力者へ感謝状を贈呈 

稲敷広域消防本部（茨城） 

 稲敷広域消防本部では、平成２９年２月２２日（水）、ＭＣフードスペシャリティーズ株式会社

土浦工場に対し、救急現場における消防協力につい

ての感謝状を贈呈しました。 

 平成２８年１２月、同工場で勤務中に男性従業員

が急に倒れ心肺停止状態になりました。この場に居

合わせた同僚が直ちに１１９番通報、ＡＥＤを使用

しての応急処置を迅速かつ適切に行い、救急隊へ引

き継ぎました。男性は間もなく心拍が再開し、病院

で療養後には社会復帰され、救命の連鎖により尊い

命が救われました。 

 同工場では、毎年、従業員が救命講習を受講し、

安全衛生には社を挙げて積極的に取り組まれており、

その取り組みと勇気ある行動に深く感謝いたします。  

 

 

◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

○ ６３３２２ 松原市消防本部（大阪）  

１ ＬＧＷＡＮ通信を行っている場合 

新メールアドレス syoubou-soumu@city.matsubara.lg.jp 

   ２ インターネット通信を行っている場合 

     従前メールアドレス syoubou-soumu@city.matsubara.osaka.jp 

 平成２９年３月９日から運用開始 

 

 ○ ８４３０８ 幡多西部消防組合消防本部（高知） 

   新メールアドレス syoubou@city.sukumo.lg.jp 

   平成２９年３月１０日から運用開始 

 

○ ３１９２０ 大磯町消防本部（神奈川） 

新メールアドレス s-soumu@town.oiso.lg.jp 

平成２９年３月１３日から運用開始 

 

○ ８４３０５ 安芸市消防本部（高知） 

   新メールアドレス syobo@city.aki.lg.jp 

   平成２９年３月１３日から運用開始 

 

○ ９４４０６ 大牟田市消防本部（福岡） 

１ ＬＧＷＡＮ通信を行っている場合 

新メールアドレス syoubousoumu@city.omuta.lg.jp 

   ２ インターネット通信を行っている場合 

     新メールアドレス e-syoubousoumu@city.omuta.fukuoka.jp 

 平成２９年３月１４日から運用開始 

 

 

 

【贈呈式の様子】 

mailto:syoubou-soumu@city.matsubara.lg.jp
mailto:syoubou-soumu@city.matsubara.osaka.jp
mailto:syoubou@city.sukumo.lg.jp
mailto:s-soumu@town.oiso.lg.jp
mailto:syobo@city.aki.lg.jp
mailto:syoubousoumu@city.omuta.lg.jp
mailto:e-syoubousoumu@city.omuta.fukuoka.jp
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◆ 「教育技法におけるコミュニケーションスキル」研修会を開催 

青森県消防学校（青森） 

青森県消防学校では、平成２９年１月３１日（火）、第２５回消防職員専科教育救急科において

「教育技法におけるコミュニケーションスキル」研修会を開催しました。 

 研修会では救急科学生及び青森県内聴講希望者

約１２０名が受講し、病院前外傷プロトコールとし

て重要な役割を担う JPTEC(病院前外傷初期診療)協

議会の委員でありファーストレスポンダーコース

ワーキンググループ長の海上自衛隊大湊病院長 清

住哲郎氏を招き、コミュニケーションスキルを中心

とした特別講義が実施されました。 

成人教育におけるフィードバックの重要性をは

じめ、人前での話し方、説明の仕方など具体的に身

振り手振りを交えて表現していただき、非常に有意

義な研修となりました。 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(改定版)について（通知）（３月７日、消防消第

４４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、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。 

 

消防庁では、建物火災へ屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うための個人防火

装備に求められる機能及び性能を示すことを目的として、ISO規格等の基準を基礎とし「消防隊員

用個人防火装備に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を平成 23年 5月に策定し

ました。 

今回、ISO規格の改定（防火帽の衝撃吸収性試験内容の見直し等）及び対象項目の追加（防火フ

ード）が行われたことから、ガイドラインの見直しのあり方を検討するための検討会を行い、報

告書が取りまとめられました。また、報告書を踏まえ、ガイドラインを別添（詳細）のとおり改

定しましたので通知します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290307_syou44.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

◆ 大規模災害時等における緊急参集に関する子育て中等の職員に対する支援策について（３月

７日、消防消第４６号） 

消防庁消防・救急課長より、各都道府県消防防災主管部（局）長あてに次のとおり通知されま

したのでお知らせします。 

 

国等の動き 

消防学校からの便り 

【研修会の様子】 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 警防係 

担当：吉村補佐、伊藤係長、港事務官 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290307_syou44.pdf
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消防庁では、「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について」（平

成２７年７月２９日消防消第１４９号）において、ライフステージに応じた配慮の一環として、「各

消防本部は、市町村長部局とも連携しつつ大規模災害時等に緊急に対応できる子供の預け先の確

保などの子育て支援策の創設、拡充を進めるとともに、緊急参集要員の免除を含めた柔軟な対応

を実施すること」を要請しています。 

大規模災害時等における緊急参集に関する子育て中等の職員に対する支援策（以下「緊急参集

支援策」という。）については、現状においては、緊急参集の免除について一部の消防本部におい

て規程等を設けて対応している状況であり、その他の積極的な支援策については、ほとんどの消

防本部において実施されていません。 

緊急参集支援策の実施については、初動の体制を整えるとともに、災害対応が長期化した際の

体制の強化にも資するものであって、極めて重要なものです。 

そのため、各消防本部においては、下記（省略）の緊急参集支援策の実施について、早急に検

討していただきますよう、お願いします。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290307_syou46.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

◆ 融雪出水期における防災態勢の強化について（３月８日、中防消第１号） 

中央防災会議会長 （内閣総理大臣）より、関係都道府県防災会議会長あてに次のとおり通知さ

れましたのでお知らせいます。 

 

貴殿におかれては、日頃から各般の施策を通じて災害対策の推進に御尽力いただいているとこ

ろである。 

今冬の雪害に対する防災態勢の強化については、既に「降積雪期における防災態勢の強化等に

ついて」（平成 28 年 12 月 16 日付け中央防災会議会長（内閣総理大臣）通知）をもって除雪中の

事故防止対策の徹底等についてお願いしたところであるが、引き続き、人命の保護を第一として、

その徹底に一層努められたい。 

さらに、今後、融雪出水期を迎え、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生や、融雪に伴う出水に

よる河川の氾濫及び土砂災害が発生することが懸念される。今冬は、積雪が平年を上回っている

地域もあり、融雪による地すべりによって被害が発生するおそれがあること等を踏まえ、関係機

関と緊密な連携の下、特に下記（省略）の点に留意して防災態勢の一層の強化を図られたい。 

なお、関係機関及び市町村防災会議に対し、周知徹底をお願いする。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290308_chuboushou1.pdf）に掲載され

ています。 

 

◆ 消防防災ヘリコプターの安全確保の再徹底について（３月８日、消防広第６７号） 

消防庁国民保護・防災部広域応援室長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・関係

政令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29年３月５日、長野県において、消防防災ヘリコプターが救助訓練中に墜落し、９名の乗

組員が死亡する事故が発生しました。事故原因については、国土交通省運輸安全委員会において

調査中です。  

貴職におかれましては、日頃から運航管理要綱等に基づき安全運航に努めていただいていると

ころではありますが、今後の事故防止のため、下記（省略）事項に留意して消防防災ヘリコプタ

ーの訓練時を含めた安全確保について一層の徹底を図られるようお願いします。 （以下省略） 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 職員第一係 

担当：芥田、島田 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290307_syou46.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290308_chuboushou1.pdf
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○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290308_kou67.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 防災行政無線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会の開催（３月７日、総務省） 

総務省は、各市町村において、防災行政無線等の戸別受信機を適切に配備・活用し、高齢者等

の地域住民にきめ細かく防災情報を行き渡らせることができるよう、戸別受信機の低廉化など、

自治体による戸別受信機の配布を促進するための方策を検討することを目的として「防災行政無

線等の戸別受信機の普及促進に関する研究会」を開催します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290307_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 
 

 

◆ 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン（改定版）（３月７日、消防庁） 

 消防庁では、建物火災へ屋内進入する消防隊員が、より安全に消火活動を行うための個人防火

装備に求められる機能及び性能を示すことを目的として、ISO規格等の基準を基礎とし「消防隊員

用個人防火装備に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を平成23年5月に策定し

ました。 

今回、ISO規格の改定（防火帽の衝撃吸収性試験内容の見直し等）及び対象項目の追加（防火フ

ード）が行われたことから、ガイドラインの見直しのあり方を検討するための検討会を行い、報

告書が取りまとめられましたので公表します。また、報告書を踏まえ、ガイドラインを改定しま

したので、併せて公表します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290307_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（平成２９年

３月１日現在）（３月８日、消防庁） 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況につきま

して、平成２９年３月１日現在の状況を第１５５報にとりまとめましたのでお知らせします。 

  被害報全文については、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_new.html） 

に掲載しています。 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290308_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

【問い合わせ先】 

総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室 

担当：瀬田、戸部、加納 

消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室 

担当：明田、塚狹、三浦 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 

担当：吉村補佐、伊藤係長、港事務官 

【問い合わせ先】 

広域応援室 航空係 

担当：前田、仙田 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290308_kou67.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290307_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290307_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290308_houdou_1.pdf
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◆ 平成２８年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）（３月１０日、消防庁） 

少年消防クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、少年消防クラブの育成発

展に寄与することを目的に、総務大臣賞及び消防庁長官賞の表彰を行います。表彰の内訳は次の

とおりです。 

特に優良な少年消防クラブ（総務大臣賞）  １８団体 

優良な少年消防クラブ指導者（総務大臣賞） １４名 

優良な少年消防クラブ（消防庁長官賞）   ４７団体 

※受賞クラブ・指導者については、別紙（省略）のとおりです。 
  

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290310_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 
 

 

◆ 「平成２８年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書」の公表（３月１０日、消防庁） 

近年、救急出動件数は年々増加し、平成27年中の救急出動件数は約605万件となり、過去最高を

更新しました。今後も高齢化を背景として救急需要が増大する一方、救急隊の増隊には限界があ

るため、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供するか、救命率の向上を図るかが近年の

救急業務に係る課題となっています。こうした課題に対応するため、｢救急車の適正利用の推進｣ 、

｢救急業務の円滑な活動及び質の向上」などを目的として、｢救急業務のあり方に関する検討会｣を

開催しました。 

このたび、検討結果を報告書として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/h29/03/290310_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 
 

 

 

◆ 「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会」の開催 

 （３月１０日、消防庁） 

「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動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。（以下省略） 

 
○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290310_houdou_3.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 
 

【問い合わせ先】 

応急対策室 

担当：川原、安西、高木、岩崎 

【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】 

救急企画室 

担当：大嶋理事官、小久江課長補佐、森川救急専門官 

【問い合わせ先】 

予防課 

担当：千葉補佐、片山補佐、桐原係長 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290310_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290310_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290310_houdou_3.pdf
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情報提供 

 

◆ 平成２９年度調査技術会議開催日程のお知らせ及び事例発表者の募集について 

消防庁消防研究センター 

 消防研究センターでは、各消防本部における様々な火災調査及び危険物流出等事故調査の事例

を発表することにより、火災や事故の原因のみならず、火災調査や危険物流出等事故調査の進め

方や行政反映方策などを共有し、全国消防本部の実務能力の向上を図ることを目的として、下記

のとおり、平成２９年度調査技術会議を実施いたします。 

 つきましては、火災調査及び危険物流出等事故調査の発表事例を随時募集しておりますので、

ご発表いただける方は、消防研究センター原因調査室までご連絡ください。 

 

【平成２９年度調査技術会議 開催日程等】 

開催地 会    場 開催日 

東京会場 
三鷹市公会堂 光のホール 

（東京都三鷹市野崎１－１－１） 
平成２９年５月１９日（金） 

名古屋会場 
名古屋市中区役所ホール 

（愛知県名古屋市中区栄四丁目１番８号）  
平成２９年６月１６日（金） 

富山会場 
北日本新聞ホール 

（富山県富山市安住町２－１４） 
平成２９年７月１４日（金） 

仙台会場 
フォレスト仙台 

（宮城県仙台市青葉区柏木１－２－４５） 
平成２９年９月１５日（金） 

札幌会場 
かでる２．７道立道民活動センター 

（北海道札幌市中央区北２条西７丁目） 
平成２９年１０月２６日（木） 

大阪会場 

大阪府立男女共同参画・青少年センター 

（ドーンセンター） 

（大阪府大阪市中央区大手前１－３－４９） 

平成３０年１月１９日（金） 

北九州会場 
北九州市消防訓練研修センター 

（福岡県北九州市小倉北港一丁目２番５号） 
平成３０年２月１５日（木） 

※ 開催日程等については、変更になる場合があります。 

※ 参加者募集等の詳細については、別途通知いたします。（平成２９年４月頃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第２８次消防審議会答申の手交（３月１０日、消防庁） 

第 28次消防審議会においては、消防庁長官から消防審議会へ平成 28年５月 23 日に「人口減少

や災害の多様化等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」の諮問を行い、平成 29年２月まで４回の審議が行われ、この度、消防の広域

化及び連携・協力に関する答申がとりまとめられたところです。 

つきましては、下記のとおり田中淳消防審議会会長より消防庁長官に対する答申の手交を行い

ますのでご案内申し上げます。 

 

記 
 

１ 日 時 平成 29年３月 15 日（水） 15時 00分から 

２ 場 所 消防庁長官室（中央合同庁舎２号館３階） 

（以下省略） 

【問い合わせ・連絡先】 

消防研究センター 

火災災害調査部 原因調査室 草薙・髙垣 

電話 0422-44-8331 ／fax：0422-49-3763 

メール：chousa2@fri.go.jp 

mailto:chousa2@fri.go.jp
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○ 全文は、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/info/2017/20170310-1.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】 

総務課 

担当：諏訪課長補佐、野崎事務官 中居事務官 

http://www.fdma.go.jp/info/2017/20170310-1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

