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週間情報
両 会 の 動 き
◆

第２５回全国消防長会総務委員会を開催

全国消防長会総務委員会
平成２９年４月１９日（水）
、福岡県福岡市（グランドハイアット福岡）において、第２５回全
国消防長会総務委員会を開催しました。
会議における議題等は次のとおりです。
【議題審議】
１ 総務委員会副委員長及び常任委員の選任に
ついて
２ 総務委員会の開催時期等について
３ ハラスメント防止宣言の採択について
４ 次期開催地について
【情報交換】
変化する消防・救急需要に的確に対応するた
めの人員の確保、配置等に係る取組について
【委員会の様子】

消防本部の動き
訓練・演習
◆

特殊災害対応訓練を実施
恵那市消防本部（岐阜）

恵那市消防本部では、平成２９年３月２８日
（火）、当消防本部ＮＢＣ災害対応マニュアルの改
正に伴い、内容検証を兼ねた化学災害対応訓練を
実施しました。
当日は、８隊２３名の隊員が参加し、
「化学工場
内で何らかのガスが漏洩し、複数名の傷病者が発
生している。」という想定で訓練を実施しました。
訓練終了後には検討会が行われ、訓練の反省や
活動に関する改善点について活発な意見交換が行
われました。

【訓練の様子】
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◆

発電用風車で救助訓練を実施

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４月１２日（水）、
株式会社広川明神山風力発電所において、同発電所の協力を得て、
地上７０ｍにある風車の機械室から作業員の救出を目的とした、
救助訓練を実施しました。
訓練では、施設作業員から風車タワー内部の構造や機械室へ上
がるための昇降機等の機材の説明を受けた後、梯子を自力で登梯
し、機械室内に居る要救助者の搬送準備を行い、あらゆる天候等
に対応するため、風車の外部及び内部からの２種類の救出搬送を
実施しました。
今回の訓練を通じて得た知識や救出方法及び検討課題は、後日、
訓練に参加できなかった隊員にもフィードバックしました。

研

【訓練の様子】

修 等

◆

新入生に防火防災講話を実施 ～楽しいスクールライフ・快適なひとり暮らしを送るために～
東京消防庁（東京）
東京消防庁葛西消防署では、平成２９年４月６日（木）及び７日（金）、タワーホール船堀大ホ
ール及び専門学校教室において、４月から専門学
校（計５校）に入学する新入生（計７８０名）を
対象に、防火防災講話を実施しました。
当日は、火災予防、救急車の適正利用、家具の
転倒防止対策及び特別区学生消防団活動認証制度
の説明のほか、一人暮らしの必需品である電子レ
ンジや簡易ガスこんろの正しい使用方法について、
誤った使用による火災の実験映像を交えながら説
明を行いました。
新入生だけでなく、一緒に講話を聞いていた先
生達から「私も知らなかった内容が多かったです。
在校生にも調理器具の使用について注意喚起しま
す。」との声がありました。
【防火防災講話の様子】
◆

消防団員合同講習会を実施
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部（大阪）

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部では、平成
２９年４月１６日（日）
、柏羽藤組合消防団協議会
主催により｢平成２９年度消防団員合同講習会｣を
実施しました。
当日は、新任団員講習、機関員講習及び普通救
命講習において、柏原市消防団、羽曳野市消防団
及び藤井寺市消防団の団員１５１名が、消防団員
としての意識向上及び技術習得のため熱心に取り
組みました。
講習終了後、受講した団員には修了証が交付さ
れ、大変有意義な講習となりました。
【講習会の様子】
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そ

の 他

◆

指令システムを更新

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２９年３月１５日（水）、指令システムの更新を行いました。
当消防局は碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市の５市で構成されており、平成１５年４
月に設立しています。これまで指令システムの一部更新はありましたが、全面更新は初めてとな
ります。
新指令システムでは、大規模災害に備え機能強化がされ、指令装置は自動出動・地図検索・多
目的・受付補助の４画面フルタッチパネルディスプレイで構成されています。１１９番通報の受
付をはじめ、指令管制業務全般をキーボード入力やマウス操作をせずに、迅速・確実に行うこと
ができます。また、表示盤は車両動態・気象情報・注意報といった様々な重要情報がリアルタイ
ムに表示され、災害の状況にあわせて、表示内容を切り替えて運用を行います。さらに、新しく
導入された機能として現場映像情報伝達装置があり、スマートデバイスや車載カメラで撮影した
災害現場の映像や音声を通信指令室に送信し、災害状況を共有しながら迅速な対応を図ることが
できます。

【指令システムの様子】

◆

住宅用火災警報器の設置促進活動を実施

富士山南東消防本部（静岡）
富士山南東消防本部では、平成２９年３月２３日（木）、三島市民文化会館において、民生委員・
児童委員を対象に住宅用火災警報器設置促進活動への協力を依頼しました。
当消防本部では住宅用火災警報器の設置促進広報活動を実施していますが、設置率が８０％程
度であり、未だ未設置世帯があります。更なる設置率向上を図り独居老人等の火災時における逃
げ遅れを防ぐため、地域に密着している民生委員・児童委員１９０名に住宅用火災警報器設置促
進のための説明を行いました。
また、別の日にも介護等の必要な世帯に訪問する機会のあるケアマネジャー等１２０名に対し
て、同様の説明を行いました。

【ケアマネジャーへの説明の様子】

【民生委員・児童委員への説明の様子】
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◆

ドクターカーの運用を開始

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４月３日（月）から関西医科大学附属病院高度
救命救急センター（以下「関西医大病院高度救命センター」という。）と連携してドクターカーの
運用を開始しました。また、運用開始に先立ち、関係機関の方々にご出席していただき「ドクタ
ーカー運用開始式」を挙行いたしました。
この事業は、当消防組合の救急隊を輪番で関西
医大病院高度救命センターのワークステーション
に配置し、対象事案が発生した場合には、医師を
乗せて出動し、現場や救急車内で救命処置を行い
ます。出動がないときは、関西医大病院高度救命
センターで実習等を行い救急隊員の知識技術の向
上を図ります。
今後、この事業により、地域住民の救命率及び
社会復帰率の向上並びに処置後の良好な改善が期
待されます。
【運用開始式の様子】
◆

「新・豊田市消防本部オリジナルエコバッグ」を販売

豊田市消防本部（愛知）
豊田市消防本部では、住宅用火災警報器の普及啓発と設置促進を目的に身近に使えるオリジナ
ルエコバッグを作製し、平成２９年４月６日（木）から豊田市防災学習センターで販売を開始し
ました。
住警器に関するエコバッグシリーズ３回目となる今回のデザインは、
「火は正しく取り扱おう！
(ENSURE FIRE SAFETY) ～住警器はあなたのくらしを守ります～」をコンセプトとし、日頃の火の
取り扱いを確認できるよう、住宅火災の主な出火原因となる「こんろ」や「電気機器」などの火
気のイラストを掲載しました。中心部には当市住警器マスコットキャラクターの「モクモクピー
トくん」を配置し、市民の暮らしを守るため、設置義務化から１０年を迎える機器の交換を呼び
掛けています。
また、色ごとに豊田消防のテーマを設定し、無
火災を願う７種類のカラーと２サイズのバリエー
ションを用意しています。市民ひとり一人の“火
の用心”の心がけが、安全安心な豊田市への架け
橋となるよう願を込めています。

【エコバッグのデザイン】
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国等の動き
消防庁通知等
◆

緊急時メンタルサポートチームに関する参考資料の送付について（４月１７日、事務連絡）
消防庁消防・救急課、消防庁国民保護・防災部地域防災室より、各都道府県消防防災主管課あ
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。
消防庁では、惨事ストレスが危惧される大規模災害や特殊災害等が発生した場合に、現地の消
防本部等の惨事ストレス対策を支援するため、精神科医や臨床心理士などの専門家等からなる緊
急時メンタルサポートチーム（以下「サポートチーム」という。）を平成１５年に創設し、運用
しているところです。
サポートチームの創設以降、これまでに 60 回の派遣により、延べ 2,776 名の消防職団員のケア
を行ってきました。また、消防庁では、サポートチームによる迅速な支援が行えるよう登録者の
増員を図るなど、制度の充実強化に努めており、平成 28 年度に２名を増員し、登録者は 49 名と
なっています。
つきましては、新年度にあたりサポートチームに関する参考資料（１～３）（省略）を送付い
たしますので、各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の消防本部の事務及
び消防団の事務を所管する市町村（一部事務組合及び広域連合を含む。）に対して、改めて本制
度を周知していただきますようお願いいたします。
また、消防庁緊急時メンタルサポートに関する相談・要請等がある場合には、下記まで御連絡
ください。（以下省略）
○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2904/pdf/290417_jimurenraku.pdf）に掲載され
ています。
【問い合わせ先】
消防・救急課 職員第一係
担当：芥田、桑原
国民保護・防災部地域防災室 消防団係
担当：佐久間、吉田

報道発表
◆

「救急ボイストラ」の全国の消防本部への提供開始（４月１８日、消防庁、情報通信国際戦
略局）
消防研究センター及び総務省所管の国立研究開発法人 情報通信研究機構（以下「NICT」という。）
では、外国人来訪者の増加を踏まえ、
「情報難民ゼロプロジェクト」の一環として、救急隊用の多
言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」を開発し、全国の消防本部に対して提供を開始すること
としましたので、お知らせします。
１ 救急ボイストラの概要
NICT が開発した多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra(ボイストラ)」をベースとして、救急現場で
使用頻度が高い会話内容を「定型文」として登録し、外国語による音声と画面の文字により円滑
なコミュニケーションを図ることが可能なものです（資料１参照（省略））。また、定型文以外の
会話でも、音声翻訳が可能となっています。さらに、話した言葉が、日本語文字としても表記さ
れることから、聴覚障害者などとのコミュニケーションにも活用が可能です。
・対応言語は 15 言語
(1)英語(2)中国語(3)韓国語(4)スペイン語(5)フランス語(6)タイ語(7)インドネシア語
(8)ベトナム語(9)ミャンマー語(10)台湾華語(11)マレー語(12)ロシア語(13)ドイツ語
(14)ネパール語(15)ブラジルポルトガル語
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２

今後の予定
本日、消防庁より、都道府県を通じて全国の消防本部に対して活用促進を通知し、要望に基づ
き順次提供を開始します。
（Android 版を先行的に提供し、iOS 版は 29 年度中に対応する予定）
○

全文は、消防庁ホームページ
（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/04/290418_houdou_1.pdf）に掲載されて
います。
【問い合わせ先】
・
「救急ボイストラ」
消防庁消防研究センター
担当：特殊災害研究室長 久保田 勝明
救急企画室
担当：理事官 大嶋 文彦、係長 小川 智也
・
「多言語翻訳全般」
情報通信国際戦略局 技術政策課研究推進室
担当：課長補佐 中川 拓哉
係長 福川 優治
国立研究開発法人情報通信研究機構
先進的音声翻訳研究開発推進センター
担当：企画室長 内元 清貴

※

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

【お知らせ】
次回の週間情報は、平成２９年５月９日（火）の発行となりますのでご了承ください。
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