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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 消防ふれあい体験フェアを開催 

越谷市消防本部（埼玉） 

越谷市消防本部では、平成２９年５月２７日（土）及び２８日（日）、越谷レイクタウンにある

大型ショッピングモールの駐車場で、防災関連機関、企業などと合同で行われた「防災フェス  

２０１７」において「消防ふれあい体験フェア」を開催しました。 

市民の防災意識の高揚を図ることを目的に開催されたこのフェスでは、各団体が様々な趣向を

凝らし防災を呼び掛けるなかで、当市消防本部は、草加八潮消防局の協力を得て消防車両の乗車

体験、はしご車の搭乗体験、子ども向けのロープ渡過体験、防火衣の試着など各種体験をはじめ、

火災予防、救急活動及び消防団活動のＰＲブースの開設、消防音楽隊の演奏などを行い、市民と

のふれあいを重点に防災を呼び掛けました。 

フェアには延べ１９，０００人が来場し、消防職員と楽しくふれあうことで、消防や防災に対

する関心を深めていただきました。 

 

№２９２３ 

発行日 平成２９年６月２０日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

担 当 企画部企画課 電話 03（3234）1321 

消防本部の動き 

【救急活動デモンストレーションの様子】 【初期消火体験の様子】 
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◆ 消防フェスティバルを開催 

 知多南部消防組合消防本部（愛知） 

知多南部消防組合消防本部では、平成２９年６月４日（日）、庁舎敷地内において管轄内の住民

を招き、消防フェスティバルを開催しました。 

 住民に広く消防の仕事を知ってもらい、消防署を身近に感じてもらうことを目的に、消防車等

の展示、はしご車の試乗、放水体験、ロープ渡過の体験及び煙体験を行い、最後に救助隊員によ

る救助技術訓練の展示を実施しました。 

 終了後のアンケートでは「子どもが将来消防士になりたいと言っていました。」などの数多くの

意見があり、住民に対して広く消防の仕事の啓発を図ることができました。 

 

◆ 地域と一体となった各種防火対策を実施 ～松寿園火災から３０年～ 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁東村山消防署では、昭和６２年６月６日に死者１７名、負傷者２５名が発生した特

別養護老人ホーム松寿園の火災から３０年が経ち、その大惨事を風化させないために「ノーモア

松寿園」を掲げ、職員教養として消防署内に資料展示室を開設するとともに、実際に松寿園火災

に出場した隊員による講演会を実施しました。 

また、平成２９年６月６日（火）には、本教養を

踏まえ多数の逃げ遅れを救出する大規模な消防演習、

社会福祉施設・病院等防火安全対策連絡会など様々

な取り組みを行いました。 

消防演習では、消防隊、特別養護老人ホーム自衛

消防隊及び応援協定締結事業所等が連携した実践的

な演習が行われ、自衛消防訓練参加者からは「貴重

な体験ができ、今後に生かします。絶対に惨事を繰

り返しません。」との感想が聞かれました。 

【フェスティバルの様子】 

【資料展示室の様子】 

【防火安全連絡会の様子】 

【演習の様子】 【連絡会の様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 水防工法訓練を実施 

猪名川町消防本部（兵庫） 

猪名川町消防本部では、平成２９年５月２３日（火）及び２６日（金）、水防工法（木流し）訓

練を実施しました。 

梅雨時期を迎えるにあたり、集中豪雨等が予想され、町内の河川等の氾濫による家屋の流出や

浸水等の被害を未然に防止し被害を最小限に食い止めることを目的に訓練を実施しました。 

今後もこのような訓練を継続的に実施し、連携強化及び技術の向上を図り、あらゆる災害に対

応していきます。 

 

 

 

◆ 危険物安全週間に伴い事業所と合同訓練を実施 

春日井市消防本部（愛知） 

春日井市消防本部では、平成２９年６月８日（木）、発生が危惧されている南海トラフ地震と今

年２月に埼玉県三芳町で発生した大規模物流倉庫での火災を受け、危険物施設を有する大規模物

流倉庫において、事業所と合同訓練を実施しました。 

訓練は、事業所職員約１００名が参加し「地震により大規模物流倉庫で火災が発生し、逃げ遅

れ者もいる。」という想定で、事業所自衛消防隊による１１９番通報、初期消火、避難誘導などの

初動対応を確認しました。 

また、本年６月に発足した、高度な知識・技術を有する「特別消火隊」による消火・救助活動

が展開され、消防機関と事業所相互の連携を図りました。 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 危険物施設火災を想定した合同訓練を実施 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉） 

 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部では、平成２９

年６月９日（金）、危険物安全週間に伴い、危険物

の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進するこ

とから、危険物施設を維持管理しているサンエー

精工株式会社坂戸事業所自衛消防隊と合同訓練を

実施しました。 

 訓練では、消防車両等３台及び自衛消防隊員を

含む社員約３０名が参加し、１１９番通報、初期

消火訓練等、お互いに協力し初動対応などを確認

しました。 

 訓練を終えて、事業所の社員からは「危険物等

の事故防止への取り組みとして保安教育、防火管

理及び訓練が大切」との感想があり、大変有意義

な訓練となりました。 

 

 

◆ 危険物施設において合同訓練を実施 

富士宮市消防本部（静岡） 

富士宮市消防本部では、平成２９年６月９日（金）、富士フイルム(株)富士宮工場敷地内におい

て、危険物施設合同訓練を実施しました。 

訓練では、「事業所敷地内にある準特定屋外タンク貯蔵所の配管変更工事中に危険物漏えい事故

が発生、漏えいした重油が溶接火花に引火し延焼の恐れあり、要救助者１人」という想定のもと、

同工場の予防規定に基づく自衛消防隊による活動及び到着した消防隊への情報提供並びに消防隊

による消火活動、要救助者の救出搬送活動を実施しました。 

 

 
【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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研 修 等 

 

◆ 女性消防吏員活躍推進を目指し普通救命講習を実施 
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部（宮城） 

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部で

は、平成２９年６月２日（金）、救急救命士有資格

者２名を含む女性消防吏員３名で救急隊を編成し、

南三陸町の中学生８４名を対象に普通救命講習を

実施しました。 

当消防本部は気仙沼市と南三陸町の２市町で構

成されていますが、施設の関係上、南三陸町内の

署所には女性消防吏員が配属されていません。南

三陸町の住民から女性消防吏員の活躍している姿

を見たいという要望を受け、今回の女性消防吏員

を中心とした救命講習を実施しました。 

今後も多くの女性から消防職員（消防吏員）を

志望していただけるよう、様々な取り組みを実施

していきます。 

 

そ の 他 

 

◆ 危険物安全週間に伴い危険物施設の保安体制を確認 

川越地区消防局（埼玉） 

川越地区消防局では、平成２９年６月６日（火）、

危険物安全週間に伴う事業の一環として、東洋イ

ンキ(株)埼玉製造所の危険物施設に対し、消防局

長による立入検査を実施し、適切な保安体制を確

認しました。 

当消防局管内においては、２０２０年東京オリ

ンピックのゴルフ種目が開催される予定もあるこ

とから、引き続き危険物施設に対する安全性の向

上を目指していきたいと思います。 

 

 

 

◆ 「おもちゃ花火」の安全指導を実施 

池田市消防本部（大阪） 

池田市消防本部では、平成２９年６月から７月まで、市内の保育所・幼稚園において、子ども

たちの健全な防火思想の育成を図り、夏の楽しみの一つである花火を安全に楽しんでもらうため、

「おもちゃ花火」の安全指導を主とした防火教室を実施しています。 

子ども達は火の怖さを学ぶとともに、楽しみながら安全な花火の使い方を学びました。 

【講習の様子】 

【立入検査の様子】 

【防火教室の様子】 
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◆ １３８タワー階段駆け上がり訓練を実施 

岐阜県消防学校（岐阜） 

 岐阜県消防学校では、平成２９年４月６日（木）から１０月３日（火）までの間、初任教育を

実施し第６６期生１０３名が県内２１消防本部から入校しています。その教育訓練の一環として、

６月６日（火）に１３８タワー階段駆け上がり訓練を実施しました。 

 １３８タワーは、愛知県一宮市の国営木曽三川公園にある高さ１３８ｍの展望タワーで、その

屋外階段５１３段（地上高１００ｍ）を防火衣完全着装で駆け上がりました。午前中は個人の駆

け上がり訓練を実施し、午後は４人又は３人１班を編成し、空気呼吸器、結合金具、ホース、筒

先約３５ｋｇの資機材搬送訓練を実施しました。 

 中高層建物火災時を想定した消防活動訓練のみではなく、任務遂行に必要な体力の錬成、班で

協力して行動することによる、協同精神のかん養を図ることを目的としています。 

 個人の部最速タイムは３分３１秒で、団体の部は５分１秒でした。 

 今後一層の体力向上を図るとともに、消防活動に必要な知識、技術の習得を目指していきます。 

 

 

◆ 緊急消防援助隊関係車両等の展示研修会を実施 

青森県消防学校（青森） 

青森県消防学校では、平成２９年６月１２日（月）、第６８回初任教育学生と今年度新設した消

防職員「災害対応力向上コース」（緊急消防援助隊運用研修）参加者を対象に、緊急消防援助隊関

係車両等の展示研修会を実施しました。 

 青森消防本部からは、後方支援車（消防庁無償貸与）、救助工作車（Ⅲ型）、大型高所放水車・

大型化学車・泡原液搬送車、弘前消防本部からは、昨年８月の台風１０号の際、岩手県に派遣さ

れ活動した重機及び重機搬送車（消防庁無償貸与）の派遣について全面的協力をいただきました。 

 この研修会を通じて、青森県内の特殊車両の能力や積載資機材の内容を確認し共有することが

でき、参加者からは、「今後の連携した訓練や災害対応の場面でも生かされる。」とコメントがあ

りました。 

消防学校からの便り 

【訓練の様子】 

【研修の様子】 【車両展示の様子】 



7 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 「首都直下地震における緊急消防援助隊運用方針等の全部改正等について（通知）」（平成

２９年３月２９日付け消防広第 90号）の差し替えについて（依頼）（６月１２日、事務連絡） 

消防庁広域応援室より、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

次のとおり通知されましたのでお知らせします。 

 

「首都直下地震における緊急消防援助隊運用方針等の全部改正等について（通知）」について、

平成 29年３月 29日付け消防広第 90号にて通知したところですが、通知本文の一部を下記のとお

り訂正し、別添（省略）に差し替えますのでお知らせします。 

なお、「首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン」及び「南海トラフ地震にお

ける緊急消防援助隊アクションプラン」の内容に変更はありません。 

各都道府県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

事務組合を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

 

                     記 

 

通知本文中「（平成 15年 12月 16日付け消防震第 63号）」を「（平成 17年２月４日付け消防

震第２号）」に改める。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290612_jimurenraku.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

 

 

 

◆ 内面の腐食を防止するためのコーティングを施工した地下貯蔵タンクの開放点検等に係る連

絡について（依頼）（６月１４日、消防危第１３３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。 

 

日頃より、危険物施設における保安確保に御尽力を賜り感謝申し上げます。 

さて、地盤面下に直接埋設された既設の地下貯蔵タンクのうち、「腐食のおそれが特に高いもの」

等に区分されるものについて、内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずること

を規定した消防法令の改正から、６年が経過したところです。 

内面の腐食を防止するためのコーティング（以下「コーティング」という。）については、「既

設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」（平成 22 年７月８日付け消防

危第 144 号。以下「144号通知」という。）別添１（省略）に基づき運用をお願いしているところ

ですが、当該別添１第２、コーティングの維持管理に関する事項において、コーティングを施工

した日から 10年を越えないまでの間に地下貯蔵タンクを開放し、点検を行うことが望ましいこと

とされています。 

消防庁では、コーティングを施工した地下貯蔵タンク（以下「施工タンク」という。）の経年劣

化等の詳細な実態を把握する必要性が生じていることや、平成 28年 10月に開催された第 65回全

国消防長会危険物委員会において、施工タンクの適切な開放点検周期について審議されたこと等

を踏まえ、施工タンクの開放点検等の情報収集を行い、職員による実地調査を行うこととしまし

た。 

つきましては、下記（省略）のとおり、施工後、長期間経過した施工タンクの開放点検の実施

国等の動き 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部 広域応援室 

担当：明田、望月、塚田、大野 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290612_jimurenraku.pdf
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や撤去の情報を把握した際は、その都度、消防庁危険物保安室まで御連絡いただき、迅速かつ円

滑な情報収集に御協力くださいますようお願いしますとともに、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、この旨の周知をお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290614_ki133.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 平成２９年５月の熱中症による救急搬送状況（６月１９日、消防庁） 

熱中症による救急搬送人員数について、平成 29年５月の確定値を取りまとめましたので、その

概要を公表します。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/06/290619_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】 

危険物保安室 危険物施設係 

担当：池町係長、大津事務官 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：森川、小川、中西 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2906/pdf/290614_ki133.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/06/290619_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

