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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 「九州地区消防音楽隊フェスティバル inくるめ」を開催 

久留米広域消防本部（福岡） 

久留米広域消防本部では、平成２９年２月２５

日（土）、火災予防運動の一環として、九州地区  

１１の消防音楽隊の参加により「九州地区消防音

楽隊フェスティバル inくるめ」を開催しました。 

当日は、久留米市内の商店街を防火パレードし

た後、久留米シティプラザにおいて観衆にステー

ジ演奏とステージドリルを披露し、ほぼ満席の観

客約１,５００人を魅了しました。 

また、会場では消防行政のＰＲや平成２８年熊

本地震被災地復興支援チャリティ募金、避難誘導

訓練などもあわせて行いました。 

 

 

◆ 街頭キャンペーンを実施 

朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部（埼玉） 

朝霞地区一部事務組合和光消防署では、火災予

防運動期間中の平成２９年３月６日（月）、イト

ーヨーカドー和光店の協力のもと、市民の防火防

災意識の向上を目的に「街頭キャンペーン」を実

施しました。 

子ども達は、消防隊のホースや空気呼吸器など

に触れるだけでなく、ミニ防火衣の着装や当消防

本部イメージキャラクター「けんなん君」と楽し

く触れ合いました。 

また、和光市女性防火クラブの協力により火災

予防メッセージ入りのトイレットペーパーなど

を配布するとともに、住宅用火災警報器の交換時

期などについても広報を行いました。 
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◆ 消防団家族感謝祭を開催 

福岡市消防局（福岡）  

福岡市消防局南消防署では、平成２９年３月１２日（日）、福岡市南消防団と協力して「南消防

団家族感謝祭」を開催しました。 

全国的に消防団員が減少するなか、当消防団においても新規加入の促進に努めていますが、例

年、退団する団員も少なくないことから、魅力ある消防団になるための取り組みも行っています。    

この取り組みのなかで実施した団員に対するアンケートの結果では「家族の理解が不可欠」と

の意見が多かったことから、今回、初めて団員の家族を対象に開催しました。 

２００名を超える参加者は終始笑顔で、はしご車の試乗体験や放水体験、ちびっこレスキュー

など様々な消防の仕事を体験しました。 

参加者からは、「消防活動の大変さが分かりました。」、「家族に対するイベントは初めてで楽し

かった。」、「お父さんが消防団員でよかった。」などの感想が寄せられました。 

 

 

広 告 

 

【感謝祭の様子】 
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◆ 消防音楽隊による定期演奏会を開催 

千葉市消防局（千葉） 

千葉市消防局では、平成２９年３月１２日（日）、千葉市民会館において、千葉市消防音楽隊「定

期演奏会」を開催しました。 

演奏会では、本格的な吹奏楽曲だけでなく、千葉を愛するヒーロー“キャプテン☆Ｃ”たちと

コラボした応急手当の必要性を学ぶ“救命劇”を演じたほか、映画音楽「バックドラフト」の演

奏中にはステージ上で本格的な消防活動訓練も披露しました。 

これからも市民の心に響く“千葉市消防音楽隊ならでは”の活動を実施していきます。 

 

 

◆ 若き防災力「Ａ－ｆｉｒｅ ＳｐｒｉｎｇＭｅｅｔ２０１７」を開催 

東京消防庁（東京） 

 東京消防庁足立消防署では、平成２９年３月１２日（日）、足立区内の中学生消火隊（２１中学

校・３２隊）が当消防署に集結し、「第１回 Ａ－ｆｉｒｅ ＳｐｒｉｎｇＭｅｅｔ２０１７（足

立区中学生消火隊春のつどい２０１７）」を開催しました。 

 将来の防災の担い手として期待される足立区中学生消火隊は、平成２１年の発隊から毎年夏休

み期間を中心として強化訓練に取り組んでおり、足立区役所と足立区内３消防署、消防団が共同

で教育訓練等を支援しています。 

 「Ａ－ｆｉｒｅ ＳｐｒｉｎｇＭｅｅｔ２０１７」は、この足立区中学生消火隊の活動を広く

地域の方々に知ってもらいたいという足立区長の思いから開催に至りました。 

 中学生らしく、元気よく、真剣に安全確実な行動を実践する隊員の姿に、区長をはじめ、多く

の方々からたくさんの声援と拍手が送られ、参加した３２隊の隊員たちも大変満足した様子で、

最後には笑顔が溢れていました。同時に開催した当消防署の庁舎開放に訪れた多くの家族連れも、

中学生たちの雄姿に感心し、「中学生の活動すごく良かったですね。」との声が聞かれました。 

 この中学生消火隊の取り組みが将来足立区の防災の力となるよう願いを込めながら、区内全中

学校での発隊を目指し、今後も推進していきます。 

 

 
【中学生消火隊の様子】 

【演奏会の様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 中高層建物消防訓練を実施 

猪名川町消防本部（兵庫） 

猪名川町消防本部では、平成２９年３月４日

（土）、町内にある中高層建物において、消防訓練

を実施しました。 

この訓練は、中高層建物における火災防御と要

救助者の救出を安全かつ迅速・的確に実施すると

ともに、共同住宅における消防活動要領を確認す

ることを目的に実施しました。 

今後も当消防本部では、このような訓練を継続

的に実施し、あらゆる災害に対応していきます。 

 

 

 

 

 

◆ 合同演習を実施 

熱海市消防本部（静岡） 

熱海市消防本部では、平成２９年３月５日（日）、

下多賀の宮川付近において、合同演習を実施しま

した。 

演習は、住宅密集地から出火した火災が強風に

より延焼拡大したことを想定し、熱海消防の総力

を結集し、防御活動を展開したものです。 

当日は、消防団１０分団、女性消防部及び消防

署隊から合計約２５０名が参加し、水利部署から

放水までを実施し、連携の強化と警防技術の向上

を図りました。 

 

 

 

◆ 警防錬成会を実施 

出雲市消防本部（島根） 

出雲市消防本部では、平成２９年３月９日（木）及び１０日（金）、警防錬成会を実施しました。 

錬成会では、現場指揮能力向上及び部隊間の連携強化並びに安全に対する理解と認識を深め「安

全・確実・迅速」な消防活動の習得を図ることを目的に、５消防署２分署の隊員延べ１６０名が

訓練を実施しました。 

訓練は、「耐火造３階建共同住宅３階からの出

火」と、「耐火造７階建高層共同住宅６階からの

出火」の２想定で実施し、指揮隊、消防隊、救助

隊及びはしご隊の情報収集、安全管理、活動内容

等の項目について確認しました。訓練後は、各所

属長より評価が行われ、職員にフィードバックさ

れました。 

今後も、消防吏員として必要不可欠な火災現場

における的確な判断力及び臨機に対応できる活

動能力の向上を目指し、より一層励んでまいりま

す。 

 

【訓練の様子】 

【演習の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 大規模災害対応合同訓練を実施 

山口市消防本部（山口） 

山口市消防本部では、東日本大震災から６年を迎えたことを契機として、平成２９年３月１０

日（金）及び１１日（土）、大規模災害対応合同訓練を実施しました。 

この訓練は、山口市を震源とした地震により、広域的かつ多発的な被害が発生したことを想定

したもので、１日目は災害発生時に現有の消防力や応援部隊などを有効に活用するための図上シ

ミュレーション訓練、２日目は土砂災害現場を想定した救出訓練を実施しました。 

救出訓練では、地域防災の中核的存在である消防団や地域の将来を担う中学生や大学生と連

携・協力した活動を実施し、とても有意義な訓練になりました。 

今後は、今回の訓練を踏まえ、危機管理意識をより高めていくとともに、実際の災害で、それ

ぞれの役割を果たしていけるよう幅広い防災体制の構築を目指していきます。 

 

◆ 多数傷病者対応訓練を実施 

宮津
み や づ

与謝
よ ざ

消防組合消防本部（京都） 

 宮津与謝消防組合消防本部では、平成２９年３月１５日（水）、多数傷病者発生時における基本

的な現場対応の知識を身に付け災害発生に備えることを目的に、多数傷病者対応訓練を実施しま

した。 

訓練は、管内医療機関の医師や看護師、構成市町職員、消防団員、警察署員等が参加し、ＭＣ

ＬＳ（多数傷病者に関する医療対応の標準化トレーニングコース）の内容の一部を机上で実施し

ました。訓練後、関係機関と意見交換を実施したことにより、相互理解を深め共通の認識を持つ

ことができました。 

今後も継続的に訓練を行い、初動対応能力の向上及び関係機関との連携強化を図っていきます。 

 

 

 

 

 

【図上シミュレーション訓練の様子】 【救出訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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研 修 等 

 

◆ 消防救助事例検討会を実施 

四街道市消防本部（千葉） 

 四街道市消防本部では、平成２９年２月２２日

（水）、印旛郡市消防長連絡協議会警防部会の主催

により、平成２８年度消防救助事例検討会を実施

しました。 

 検討会は千葉県の印旛郡市６消防本部における

救助体制の一層の充実を目的に実施し、救助事例

検討だけでなく、「変化する交通救助事案への対

応」をテーマに救助資機材の取扱業者５社を招き、

９９名の参加者が最新の救助資機材の取り扱いを

確認しました。 

 

 

◆ 火災原因調査研修会を実施 

                  佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部（千葉） 

 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部では、

平成２９年２月２４日（金）、千葉県内の火災原因

損害調査に携わる職員を対象に、調査員の知識・

技術の向上を図り、火災原因損害調査活動に反映

させることを目的に、「平成２８年度火災原因調査

研修会」を実施しました。 

 当日は、川崎市消防局の秋田勇紀氏を講師に招

き、平成２７年５月に川崎市で発生した簡易宿泊

所火災の事例をもとに、見分要領及び原因究明に

ついての基調講演をいただきました。 

 

 

 

◆ 電気安全講習会を実施 

石橋地区消防組合消防本部（栃木） 

 石橋地区消防組合消防本部では、平成２９年３月６日（月）及び１３日（月）、当消防本部庁舎

において、一般財団法人関東電気保安協会から講師を迎え、「低圧の危険性・電気火災について」

をテーマに電気安全講習会を実施しました。 

 １５８名の全職員が受講し、講師から見えないものをどのように見るのか、電気火災になりう

る注意点など資料映像と実験を織り交ぜ講義をしていただきました。 

 消防活動時や火災原因調査時における電気に関する注意点や確認事項等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大変参考となる講習会となりました。 

 

 

【救助資機材取り扱いの様子】 

【講習会の様子】 

【研修会の様子】 
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◆ 口頭指導研修会を実施 

熊毛地区消防組合消防本部（鹿児島） 

熊毛地区消防組合消防本部では、平成２９年３月８日(水)、当消防本部庁舎において、熊毛地

域救急業務高度化協議会作業部会の主催により、消防職員を対象にした口頭指導研修会を実施し

ました。 

研修会では、熊毛管内（西之表消防署・中種子

分遣所・南種子分遣所）の通信指令に従事する職

員等３０名が参加し、心肺停止事例の救急通報受

信時における的確な聞き取りと、必要な処置（心

肺蘇生）を指導する方法を学びました。 

研修会において、通信員の口頭指導が通報者側

に正しく伝わっていない場合もあることが判明し

たため、動作の確認も行うような対応力の必要性

が検証され、再認識することができました。 

今後の救命率の向上に役立つ非常に有意義な研

修会となりました。 

 

 

◆ 法制執務研修会を実施 

北はりま消防本部（兵庫） 

 北はりま消防本部では、平成２９年３月１０日

（金）、職員の法制実務に関する知識の向上を目的

に、法制執務研修会を実施しました。 

研修会は、神戸地方検察庁社支部平山茂正副検

事を講師に招き、「消防行政に関する法制実務」を

テーマに講義をしていただきました。 

近隣の各消防本部職員も多数参加し、法制実務

の大切さを再確認することができました。 

 

 

 

 

 

そ の 他 

 

◆ 新高機能消防指令システムの運用を開始 

湖南広域消防局（滋賀） 

 湖南広域消防局では、平成２９年３月１日（水）、２か年事業で整備を進めてきた新高機能消防

指令システムの運用開始に伴い、披露式を挙行し

ました。 

 当事業は、旧システムの老朽化に伴い更新整備

をしたもので、増加する消防ニーズや大規模災害

等に対応するため、指令台の増設と最新鋭のコン

ピュータウェブカメラを導入し、「見える化」を図

りました。また、聴覚障害者等がスマートフォン

や携帯電話を利用して、音声なしで通報できる「Ｎ

ＥＴ１１９」を県内で初めて導入しました。 

当システムを活用し、管内の市民誰もが安心安

全に暮らせるまちづくりに寄与していきます。 

 

 【披露式の様子】 

【研修会の様子】 

【研修会の様子】 
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◆ 赤外線カメラ搭載ドローンの運用を開始 

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３月９日（木）、赤外線カメラ付きドロー

ンを配備しました。 

このドローンは、物体の熱を感知して映像化することが可能であり、夜間や見通しの悪い状況

でも的確に熱源を感知し撮影することができるため、建物火災や林野火災、水難救助、捜索救助

など様々な災害現場での活用が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術

上の基準の特例の適用について（通知）（３月２３日、消防予第７１号） 

 消防庁予防課長より、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。 

 

従来、民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用については「民

宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について」（平成 19 年１

月 19日付け消防予第 17号）に規定されていましたが、平成 28年 12月 21日に開催された「歴史

的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース」において、「古民家を宿泊施設、レストラン等

に活用する場合の消防用設備等の基準の適用について、今後地域から寄せられる相談・要望等を

踏まえ防火安全性を確保した上で特例の考え方等の整理・公表を行う。」とされたことに伴い、上

記タスクフォースに参画している有識者や関連する消防機関等と意見交換を行った結果、下記（省

略）の要件を満たす防火対象物については、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」

という。）第 32条の規定を適用し、その特例を認めて差し支えないこととしたので通知します。 

これに伴い、「民宿等における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用につい

て」（平成 19年 1月 19日付け消防予第 17号）は廃止します。 

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（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ますよう、お願いします。 

なお、この通知は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく技術的助言で

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/tuchi2903/pdf/290323_yo71.pdf）に掲載されています。 

 

 

国等の動き 

 

【導入式の様子】 【訓練飛行の様子】 

【問い合わせ先】 

予防課設備係 

担当：田中、千葉、吉岡 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290323_yo71.pdf
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◆ 古民家等に係る消防法施行令第３２条の適用事例の情報提供について（３月２３日、事務連

絡） 

消防庁予防課より、各都道府県消防防災主管課、東京消防庁・各指定都市消防本部あてに次の

とおり事務連絡されましたのでお知らせします。 

 

古民家等に係る消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号。以下「令」という。）第 32 条の規定の

適用による消防用設備等を免除した事例については、先般、「歴史的建築物に係る消防法施行令第

32条の適用事例の情報提供等について」 (平成 28年 12月 19日付け事務連絡。以下「平成 28年

事務連絡」という。) により依頼したところです。今般、収集した令第 32条の規定の適用事例の

うち、古民家等及び文化財に係る主な事例について別紙（省略）のとおり取りまとめましたので、

執務上の参考としてください。 

また、平成 28年事務連絡において、該当する事例が生じた場合は随時報告するようお願いして

いるところであり、引き続き事例収集に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課におかれましては、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、この旨周知す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/tuchi2903/pdf/290323_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

◆ 危険物等に係る事故防止対策の推進について（３月２４日、消防危第６７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。 

 

危険物行政の推進につきましては、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

さて、危険物施設等における事故防止対策については、平成 28 年３月に｢危険物等事故防止対

策情報連絡会（以下｢連絡会｣という。）で決定した｢危険物等に係る事故防止対策の推進について｣

に基づき、毎年度｢危険物等事故防止対策実施要領｣を策定し、関係機関が一体となった事故防止

等を推進しているところです。 

先般、連絡会において事故の深刻度を評価する指標の決定等を踏まえ、別添１（省略）のとお

り「危険物等に係る事故防止対策の推進について」が改正されました。また、別添２（省略）の

とおり「平成 29年度危険物等事故防止対策実施要領」（以下「実施要領」という。）が示され、連

絡会関係者の個別の実施要領がとりまとめられました。 

当該実施要領は、関係機関が一体となった事故防止対策を自主的、積極的に推進していくもの

であることから、貴職におかれましても、これ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

実施ください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御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/tuchi2903/pdf/290324_ki67.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

予防課設備係 

担当：田中、千葉、吉岡 

【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 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290323_jimurenraku.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290324_ki67.pdf
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◆ 再任用制度の運用等に係る調査結果について（３月２４日、事務連絡） 

 平成 28年 12月 13日付け消防消第 241号で依頼しました「再任用制度の運用等に係る調査につ

いて（依頼）」の結果を別添（省略）のとおり送付いたしますので、活用ください。 

なお、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、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/tuchi2903/pdf/290324_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 「平成２８年の救急出動件数等（速報値）」の公表（３月２１日、消防庁） 

平成 28年の救急出動件数等の速報値を取りまとめましたので公表します。 

 

救急出動件数、搬送人員数とも過去最多 

平成 28年１の救急自動車による救急出動件数は 621万 82件（対前年比 15万 5,267件増、2.6％

増）、搬送人員数は 562万 889人（対前年比 14万 2,519人増、2.6％増）で救急出動件数、搬送

人員数ともに過去最多を記録しました。 

対前年比の増加率は、いずれも過去 10年で 3番目の高さになります。 

 

※ 速報値としての公表であり、精査の結果、変更する可能性があります。 

 
1 平成 28年 1月 1日から平成 28年 12月 31日まで（平成 28年 12月 31日中に覚知した事案を

含む） 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290321_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 「消防機関における等ＮＢＣ大規模テロ災害時における対応能力の高度化に関する検討会報

告書」の公表（３月２２日、消防庁） 

ＮＢＣ等大規模テロ災害時における対応能力の高度化を図ることを目的として、「消防機関に

おけるＮＢＣ等大規模テロ災害時における対応能力の高度化に関する検討会」を開催し、災害現

場において消防機関が安全かつ効率的に活動するための調査・検討を行ってきました。 

この度、検討の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/h29/03/290322_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：小久江、勝森、石坂 

【問い合わせ先】 

 国民保護・防災部参事官付 

 担当：新村補佐、石川係長、平田事務官 

【問い合わせ先】 

消防・救急課 職員第二係 

担当：芥田、島田 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2903/pdf/290324_jimurenraku.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290321_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290322_houdou_1.pdf
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◆ 「避難支援アプリの機能に関する検討会 報告書・ガイドライン」の公表（３月２４日、消防

庁） 

地理に不案内な来訪者等に対し、災害時に適切な避難行動を支援できる「避難支援アプリ」の

全国的な普及・整備に向けて、避難支援アプリに必要な機能と防災情報（データ）について検討

するとともに、アプリ作成時における推奨事項と留意点を整理した「避難支援アプリの作成等に

関するガイドライン」を作成することを目的として、「避難支援アプリの機能に関する検討会」を

開催しました。 

このたび、検討結果を踏まえ、報告書・ガイドラインを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/h29/03/290324_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

◆ 「自衛防災組織等の教育・研修のあり方調査検討会 中間報告書」の公表（３月２４日、消防

庁） 

消防庁では、「自衛防災組織等の教育・研修のあり方調査検討会」を開催し、自衛防災組織等の

防災要員が活用する「標準的な教育テキスト（案）」を作成するとともに、研修体制の充実強化に

ついて検討を行いました。 

この度、中間報告書を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/h29/03/290324_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

◆ エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットシステムの研究開発一次試作機の実演

公開（３月２７日、消防庁） 

消防庁では、石油コンビナート等において特殊な災害が発生し、消防隊員が現場に近づけない

状況において災害の拡大抑制を行う消防ロボットシステムの研究開発を、平成２６年度から５年

計画で進めております。今年度の研究開発の成果として、消防ロボットシステムを構成する４種

類の各単体ロボットの一次試作機が完成しましたので、これら一次試作機の特徴や性能を紹介す

るための実演公開を実施します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290327_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】 

 国民保護・防災部防災課 防災情報室 

 担当：明田課長補佐、五通係長 

【問い合わせ先】 

 特殊災害室 

 担当：菊地課長補佐、大川係長、木内事務官 

【問い合わせ先】 

 消防大学校消防研究センター 

 担当：天野、清田、村上 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290324_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290324_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290327_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

