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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２９年度第１回全国消防救助技術大会研究会を開催 

一般財団法人全国消防協会 

平成２９年６月２日（金）、主婦会館プラザエフ（東京都）において、平成２９年度第１回全国

消防救助技術大会研究会を開催しました。 
全国消防救助技術大会は、昭和４７年の第１回大会以来、４５回の大会を通して消防救助技術の向

上に大きく寄与し、現在、国内外で活躍する救助活

動の基礎になっています。平成１８年には、全国消

防救助技術大会が災害状況の変化、消防需要等に即

応するよう全国消防救助技術大会の内容を研究、検

討する全国消防救助技術大会研究会を設置し、４年

間を基本単位に定期的な検証を行う体制を整えまし

た。 

今回の集合会議では、過去の大会の検証や大会全

般にわたっての課題の抽出等を行いました。 

今後は、さらに検討を重ね全国消防救助技術大会

のあり方を提言することとしております。 

 

 

 

行   事 

 

◆ 消防市民音楽隊「スプリングコンサート」を開催 

大東四條畷消防本部（大阪） 

大東四條畷消防本部では、平成２９年５月１４日（日）、ポップタウン住道オペラパークにおい

て、火災予防ＰＲイベントとして、消防市民音楽隊によるスプリングコンサートを開催しました。 

コンサートでは、マーチやジャズといったスタンダードな楽曲からＪ－ＰＯＰを含め全９曲を

披露するとともに、音楽隊楽長による住宅用火災警報器の点検方法の実演を行いました。また、

電気火災を予防する安全プラグカバーの配布などを通して、火災予防を呼び掛けました。 

今後も音楽隊の演奏活動を通して市民１８万人の火災予防思想の普及啓発に努めてまいります。  
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◆ 消防フェア２０１７を開催 

河内長野市消防本部（大阪） 

 河内長野市消防本部では、平成２９年５月１４日（日）、隣接するグランドで開催された市民ま

つりにあわせて、当本部において消防フェア２０１７を開催しました。 

 フェアでは、消防車、救急車及び救助工作車の展示やはしご車の試乗体験、煙体験、放水体験、

ロープ渡過体験、訓練用ＡＥＤを使用した応急手当体験、救助隊員による訓練披露などを実施し

ました。また、大塚製薬株式会社の協力を受け、市民向けに熱中症対策講座も行いました。 

 来場者には、住宅用火災警報器のアンケートを対面式で実施するなど、広く市民に対して消防

業務の啓発に努めました。 

 

 

 

◆ ほどがや花フェスタ２０１７で消防団員募集活動を実施 

             横浜市消防局（神奈川） 

横浜市消防局保土ケ谷消防署では、平成２９年５月２０日（土）、「ほどがや花フェスタ２０１

７」において、横浜市保土ケ谷消防団と連携して消防団員募集を実施しました。 

消防団と共同で考えた消防団に関するアンケートを実施し、アンケートに協力して頂いた方に

カプセルトイに使用できるコインをプレゼントするなど、子どもから大人まで楽しめる消防団員

募集活動を実施しました。 

カプセルトイの景品には、子どもに人気の消防車や救急車など消防をテーマとした消しゴムと

シールを採用しました。 

当消防署・消防団では、昨年から各種イベント開催時にカプセルトイを活用した団員募集を実

施しており、主に子どもを持つ若手層に消防団をＰＲして３０代、４０代の入団者増加により、

平成２９年２月１日付で「充足率１００％」を達成しました。 

今後、消防団員の高齢化により退団する消防団員も多いため、さらに創意工夫して消防団員募

集に取り組んでまいります。 

【フェアの様子】 

【団員募集の様子】 【カプセルトイ活用の様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 高速道路交通管理隊との連携訓練を実施 

篠山市消防本部（兵庫） 

篠山市消防本部では、平成２９年５月２２日（月）、高速道路上での消防活動をより安全で確

実なものにするため、西日本高速道路パトロール関西株式会社福知山基地の交通管理隊と連携訓

練を実施しました。 

訓練では、高速道路上での交通事故を想定し、交通管理隊から後続車へ旗を使用して注意喚起

する方法や発炎筒の取り扱い、通行規制要領の手順や行動について学びました。また、消防側も

高速道路上の活動要領について展示し、消防と交通管理隊の相互理解を深めることができました。 

 

 

 

◆ 発災対応型防災訓練を実施 

熊本市消防局（熊本） 

 熊本市消防局益城西原消防署では、平成２９年５月２８日（日）、西原村全域において、大規模

な発災対応型防災訓練を実施しました。 

当日は住民約２４００名が参加し、村内の指定避難所では消火器取扱訓練や救急救護訓練等を

実施しました。また、仮設団地内の消火栓を使用し消防団による放水訓練も実施しました。 

西原村では、今年度からタブレット端末（ｉＰａｄ）による災害発生時の情報共有を実施して

おり、西原村役場や管轄の消防署、消防団の各分団にそれぞれ配備された端末を使用し、各関係

機関と災害対応の連携強化を図っています。 

今回の訓練により、防災意識の更なる向上につなげることができました。 

 

 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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研 修 等 

 

◆ ドラゴンハイパー・コマンドユニットの視察研修を実施 

市原市消防局（千葉） 

市原市消防局では、平成２９年５月１６日（火）、市原市総合防災センターにおいて、消防大学

校緊急消防援助隊教育科指揮隊長コース４８名の受講生に対し、ドラゴンハイパー・コマンドユ

ニットの視察研修を実施しました。 

視察研修では、大型放水砲搭載ホース延長車、大容量送水ポンプ車及びドラゴンハイパー・コ

マンドユニットを指揮する指揮統制車の概要説明を実施しました。その後の放水訓練では、毎分

９,０００リットルの放水を実施しました。 

 

 

 

◆ 子育てママへの救命講習を開催 

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５月２３日（火）、管内保育園の子育て支援

センター「エンジェルルーム」において、子育てママを対象に救急講習会を開催しました。 

この講習会は、子育て中の職員を含む女性消防職員が企画した取り組みで、誤飲や鼻血、けい

れん発作などの応急手当の方法や心臓マッサージのやり方を学んでいただくとともに、救急車の

適正利用を呼びかけました。 

当消防本部では、女性活躍推進会議を開催し、女性の意見を職場のなかに積極的に取り入れ、

女性ならではの視点で訓練や研修を企画しています。これからも、女性が働きやすい職場環境を

整備するとともに、消防分野における女性職員の占める割合を増やすため、引き続き女性活躍の

取り組みを推進していきます。 

 

 

【視察研修の様子】 

【講習の様子】 
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◆ 危険物安全管理講習会を開催 

豊橋市消防本部（愛知） 

豊橋市消防本部では、平成２９年５月２３日（火）、ライフポートとよはしにおいて、危険物安

全管理講習会を開催しました。 

この講習会は、危険物安全週間にあわせて毎年開催しているもので、本年度は「震災時等にお

ける危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて」の説明会を併せて開催しました。 

 講習会では、危険物保安技術協会から危険物のスペシャリストを講師に招き「危険物施設の事

故事例と安全対策」と題して、実際に発生した危険物施設の事故概要、要因等について動画を交

えながら説明いただくとともに、危険物事故防止対策として何をすべきなのか、問題点はどこに

あるのかなどについて、講義していただきました。 

 講習に引き続き当消防本部から、今後発生が危

惧される南海トラフ地震に備えた「震災時等にお

ける危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び

手続き方法等について」をテーマに、東日本大震

災の被災地での取扱状況などを交えて説明を行い

ました。 

 当日は、危険物施設関係者１７０名の参加があ

り、熱心に聴講していたことから、危険物の事故

対策や地震対策について関心の高さを知ることが

でき、とても有意義な講習会となりました。 

 

 

◆ 自動火災報知設備の基礎研修会を実施 

宮津与謝消防組合消防本部（京都） 

宮津与謝消防組合消防本部では、平成２９年５月２５日（木）、ホーチキ株式会社関西支店から

講師を招き、予防担当者で経験の少ない職員を対象に、自動火災報知設備の機能や検査要領につ

いての研修会を実施しました。 

研修は、自動火災報知設備の基礎的な仕組みを学び、Ｐ型及びＲ型受信機の模擬操作盤を実際

に操作することで、機器に対する理解を深めることができ、経験の少ない職員にとって大変有意

義な研修会となりました。 

 

 

【講習会の様子】 

【研修会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ ブラックボードを活用した広報 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁尾久消防署では、イベントの告知や会場での案内に「ブラックボード」を活用して

います。 

平成２９年４月には外部講師を招き、ブラックボードＰＯＰ（Point of purchase advertising）

作成要領の教養を実施しました。さらには各署所の代表者が、９月に開催予定の庁舎公開イベン

ト「尾久消防署ふれあいデー」を題材にブラックボードを作成し、審査会を開催しました。５月

２１日には消防団消防操法審査会会場、５月２７日には荒川区立原中学校運動会会場で合計約３

００名もの多くの方々に投票していただきました。 

中学校運動会会場では、応援の合間に多くのご家族が投票し、「消防署員の方が描いたなんてび

っくり！」「力作が多くて、どれを選んでいいか悩みますね。」という声が聞かれました。 

 本審査会で、出張所員、警防隊員の広報力を発掘することができました。人材の厚さに当署の

広報活動は万全です。 

 

 

 

◆ 消防本部の名称変更について 

 〇 １０２０７ 西胆振行政事務組合消防本部（北海道）（旧名称：西胆振消防組合消防本部） 

   平成２９年６月１日から変更 

 

◆ 消防本部の住所変更について 

 〇 ２０６１１ 鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部（青森） 

   新住所 〒０３８－２７６１ 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３８５－２ 

   平成２９年６月１日から変更 

 

【教養の様子】 【審査会の様子】 
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◆ 初任教育において実火災体験型訓練(ホットトレーニング)を実施 

静岡県消防学校（静岡） 

静岡県消防学校では、平成２９年５月２２日（月）から２４日（水）までの３日間、初任科第

８７期において、実火災体験型訓練(ホットトレーニング)を実施しました。 

この訓練は、消防庁の「消防学校における教育訓練に関する検討会報告書」において、近年、

火災件数の減少や建物の変様、大量退職期による新規採用者の大幅な増加などに伴い、消防職員

に対する教育として、より実践的かつ効果的な訓練を実施するよう求められていることを踏まえ、

初任教育の一環として実施しました。 

初任科学生１０９人は、基本的な注水要領や攻撃的冷却注水などの注水技術を学び、約４２㎡

のコンテナ内で、その注水効果、熱環境下における完全防火装備の性能や受熱状況の変化、身体

の生理的負担などを体感しました。 

今後はこの経験を生かし、各種訓練に励んで日々精進し、修了を目指します。 

 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 平成２８年中の危険物に係る事故に関する執務資料の送付について（通知）（５月３０日、

消防危第１１４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。 

 

今般、「平成 28年中の危険物に係る事故の概要」及び「都道府県別の危険物に係る事故の発生

状況」をそれぞれ別添１（省略）及び別添２（省略）のとおり取りまとめました。また、平成 28

年中の危険物に係る事故の主なポイント、指導上の留意事項等を下記（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下さい。 

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くださいますようお願いします。 

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。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2905/pdf/290530_ki114.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

国等の動き 

消防学校からの便り 

【問い合わせ先】 

危険物保安室 

担当：山本、髙野 

【訓練の様子】 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2905/pdf/290530_ki114.pdf
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◆ 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（５月３１日、中防消第３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します。 

 

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をいただいていると

ころであるが、例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、

河川の急な増水・氾濫、内水氾濫、崖崩れ、土石流、地滑り、高潮、竜巻等により、多数の人的

被害及び住家被害が発生している。特に昨年は、統計開始以降２番目に多い数の台風が日本に上

陸したこと等により、全国各地で災害が発生したところである。 

ついては、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命の保護を第一義とし、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。 

その際には、近年の集中豪雨の頻発及び竜巻等突風の相次ぐ発生並びに被害状況の多様化や、

風水害の危険性に加え早期避難の重要性及び災害時にとるべき避難行動について周知徹底を図ら

れたい。また、極めて突発的に災害が発生する場合もあることから、避難勧告等が発令されてい

ない状況であっても、住民自身が危険であると判断した際には、躊躇せず避難するよう周知徹底

を図られたい。さらに、早期避難のための避難態勢の構築の徹底等、住民が適時的確な避難行動

を判断できるようにきめ細かな取組の充実を図られたい。 

水害、土砂災害から人的被害や孤立者を減らすためには、適時的確な避難勧告等の発令・伝達

が重要であることから、「避難勧告等に関するガイドライン」に記載されているとおり、市町村は

空振りをおそれずに躊躇なく避難勧告等を発令することを基本とし、発令する際には、対象者ご

とにとるべき避難行動がわかるように繰り返し伝達することを徹底されたい。 

特に平成 28 年台風第 10 号による水害では、要配慮者利用施設が被災し、深刻な人的被害が発

生した。要配慮者利用施設は、施設毎の規定（介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）等）や、災

害に対応するための災害毎の規定（水防法（昭和 24年法律第 193号）等）により、災害に関する

計画（以下「災害計画」という。）を作成することとなっていることから、自然災害からの避難を

含む計画とすることを徹底するとともに、地方公共団体がその具体的な内容について確認するこ

とを徹底されたい。また、「避難準備情報」の名称について、要配慮者が避難を開始する段階であ

ることを明確にするなどの理由から、「避難準備・高齢者等避難開始」に変更したので改めて周知

徹底を図られたい。 

貴殿におかれても、市町村に対しその趣旨を徹底し、市町村が行う避難勧告等の発令に関する

各種取組への積極的な協力及び市町村防災会議に対する周知方を改めて依頼する。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2905/pdf/290531_chuboushou3.pdf）に掲載され

ています。 

 

◆ 消防職団員の安全管理等（熱中症対策）の再徹底について（６月１日、消防消第１４３号、

消防地第１８４号） 

消防庁消防・救急課長、消防庁国民保護・防災部地域防災室長より、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。 

 

消防職団員の安全管理等については、「消防職団員の教育訓練時における安全管理等の再徹底に

ついて」（平成２１年７月８日付け消防消第１９７号）等により徹底をお願いしていますが、夏季

期間中を中心に毎年のように熱中症に起因する事故が発生している状況にあります。また、気象

庁の発表によれば、今年の夏（６～８月）の平均気温は、全国的に平年より高い見込みとの予報

があることから、より一層の対策が求められるところです。 

このことから、貴職におかれましては、各消防本部、各消防学校及び各消防団に対し、熱中症

対策を含めた安全管理体制及び健康管理体制について、改めて点検いただくとともに、「警防活動

時等における安全管理マニュアル及び訓練時における安全管理マニュアルの一部改正について」

（平成２８年３月３１日付け消防消第６３号）のほか、労働環境や運動環境の目安として、環境

省が発表する｢暑さ指数（WBGT）｣等も参考にしながら、熱中症対策に万全を期すよう御指導願い

ます。 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2905/pdf/290531_chuboushou3.pdf
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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。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290601_sho143_ti184.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 「消防防災科学技術研究推進制度」における平成２９年度新規研究課題の採択（５月３０日、

消防庁） 

「消防防災科学技術研究推進制度」は、消防防災行政に係る課題解決や重要施策推進のための研

究開発を委託する競争的資金制度です。 

平成２９年度新規研究課題について３２件の応募があり、外部有識者による評価会において、

「科学技術イノベーション総合戦略２０１６」（平成２８年５月２４日閣議決定）等の政府方針や

消防防災行政における重要施策等を踏まえて審議された結果に基づき、９件を採択しました。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 「平成２９年度危険物安全週間」の実施（５月３０日、消防庁） 

平成 29 年６月４日（日）から６月 10 日（土）まで、「平成 29 年度危険物安全週間」が実施さ

れます。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 「平成２８年中の危険物に係る事故の概要」の公表（５月３０日、消防庁） 

平成 28 年中の危険物施設（41 万 6,234 施設）における事故の発生状況は、事故発生件数 571

件（火災事故 215件、流出事故 356件）、死者２名となっており、件数は前年に比べ 11件増加し、

依然高い水準で推移しています。 また、火災事故の発生原因は人的要因が多く、流出事故の発生

原因は物的要因が多くなっています。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_3.pdf）に掲載されて

【問い合わせ先】 

総務課（消防技術政策担当） 

担当：守谷、小林 

【問い合わせ先】 

危険物保安室 

担当：菊地係長、篠﨑事務官 

【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 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290601_sho143_ti184.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_3.pdf
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います。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年中の石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所において発生した事故の概

要の公表（５月３０日、消防庁） 

消防庁では、毎年、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における事故の概要を取

りまとめています。今般、平成２８年中の事故概要を取りまとめたので公表します。（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_4.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」の実施（５月３０日、消防

庁） 

石油コンビナート等における特定事業所においては、爆発や火災等の事故や災害に対応するた

め、防災要員や消防車両等を備えた自衛防災組織が置かれています。 

この技能コンテストは、防災要員の技能及び士気の向上を図ることを目的として、平成 26年度

から実施されており、消防本部や自衛防災組織等の関心も高まっていることから、４年目となる

本年度も、技能コンテストを実施します。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_5.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 市長を対象とした「全国防災・危機管理トップセミナー」の開催（６月２日、消防庁） 

昨年は、熊本地震や台風第 10号による水害、糸魚川市大規模火災など全国各地で大規模な災害

が発生しました。このような災害等において、市町村が初動対応を適切に行うためには、トップ

である市町村長の判断や行動が極めて重要です。 

このため、市町村長の危機管理意識の一層の向上を図り、市町村の災害対応力の向上等につな

がるよう、全国の市長を対象とした「全国防災・危機管理トップセミナー」を開催します。 

なお、町村長を対象としたセミナーについては、別途７月５日（水）に開催予定です。 

【概要】 

１ 日 時 平成２９年６月７日（水） １４時～１５時３０分 

２ 場 所 全国都市会館 大ホール（千代田区平河町２－４－２） 

３ 参加者 全国の市長 

４ 内 容 ① 総務大臣等あいさつ 

② 災害を経験した市長による講演 熊本県熊本市長 大西 一史 氏 

③ 市町村長の初動対応について 東京大学大学院教授 田中 淳 氏 

④ 先進事例紹介等 

（以下省略） 

 

【問い合わせ先】 

危険物保安室 

担当：竹本、山本、髙野 

【問い合わせ先】 

特殊災害室 

担当：菊地課長補佐、藤原係長、大井 

【問い合わせ先】 

特殊災害室 

担当：菊地課長補佐、藤原係長、清水事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_4.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/05/290530_houdou_5.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/h29/06/290602_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 国民保護室 

担当：野口補佐、川上事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/06/290602_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

