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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 法制執務研修会を富山市において開催 

全国消防長会 

 全国消防長会は、平成２９年７月２５日（火）、富山市惣在寺の富山県広域消防防災センターに

おいて、富山県消防長会の協力のもと、同県下において渉外を担当している職員等に対し、消防

本部内のリスク管理やコンプライアンスの充実を図るため、全国消防長会顧問弁護士である木下

健治氏を講師に迎え、法制執務研修会を開催しました。 

 研修会では、「消防関係判例１００」及び「消防

行政相談事例集」（一般財団法人全国消防協会発

行）を用いて、災害活動業務、指令業務、予防業

務、さらにはパワーハラスメントに関する判例等

について講義していただきました。 

 当日は８消防本部８４名の消防職員が参加しま

した。また、研修会の後には、全国消防保険サー

ビス株式会社から消防職員賠償責任保険等の保険

についての説明も併せて実施しました。 

今後も本研修会を実施したい支部や都道府県消

防長会がありましたら、各支部を通じて事務局あ

てに申請してください。 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 親子消防体験教室を開催  

千曲坂城消防本部 （長野） 

千曲坂城消防本部戸倉上山田消防署では、平成２９年７月２２日（土）、花火やプールなどの

事故を予防するため、児童とその保護者を対象とした「親子消防体験教室」を開催しました。 

教室では、消防庁舎の見学やＡＥＤをはじめと

する救急法、気軽に消防の体験をしてもらおうと、

各ブースをスタンプラリー方式で回る防火衣等の

着装体験、煙体験、放水体験、救助訓練体験など

を実施しました。 

当日は天候にも恵まれ、児童たちは元気に、そ

して時には真剣に様々な消防を体験し、最後に「火

遊びはしません」と私たちに約束してくれました。 

今後も、このような機会を捉え、幅広い世代に

対し積極的に「消防」をＰＲし、「火災予防」「予

防救急」につなげていきたいと思います。 

 

 

№２９３０ 

発行日 平成２９年８月８日 

発行所 全国消防長会 
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【体験教室の様子】 

【研修会の様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 救急シミュレーション訓練を実施 

日立市消防本部（茨城） 

日立市消防本部では、平成２９年７月２６日（水）及び２７日（木）、今年度で３回目となる救

急シミュレーション訓練を実施しました。 

救急シミュレーション訓練は、若手の救急救命士、救急隊員の教育と本部全体の救急に関する

知識、技術のレベル向上を目的に実施しており、今年度も日立市消防本部管内４署から８チーム

を選出し、合計２４名の隊員が訓練を行いました。 

訓練では、より実際の現場に近づけるため、事前情報はなく、想定付与から始まり、現場到着

時の活動、救急車内での活動と一連の活動を行い、訓練終了後には、５名の指導救命士と訓練を

行った隊員が、検証と意見交換を行うことで、良かった点や課題などを確認しました。 

 

 

研 修 等 

 

◆ 交通安全特別研修会を実施 

廿日市市
は つ か い ち し

消防本部（広島） 

廿日市市消防本部では、平成２９年７月１３日（木）及び１４日（金）、広島中央自動車学校か

ら講師を招き、消防職員を対象に交通安全運転特別研修を実施しました。 

研修会では、広島県夏の交通安全運動にあわせて行ったもので、前半は交通事故の責任と影響、

予測運転と防御運転の重要性、緊急車両運転時の心理状態と事故防止策についての講義を受けま

した。後半は屋外で車両を使って基本的な運転操作の技術指導を受けました。また、車両感覚を

身に付けるため、コース上に敷かれた鉄板を左右のタイヤで踏んだり、後退時にミラーで確認し

ながら障害物を回避する訓練を実施しました。 

研修を通して安全運転意識と運転技術の向上を図り、交通事故ゼロを目指していきます。 

 【研修会の様子】 

【救急車内収容後の活動の様子】 【検証会の様子】 
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◆ 「高圧ガスの法令と事故事例研修会」を実施 

松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、平成２９年７月１４日（金）、松山市防災センターにおいて、愛媛県内の消

防職員を対象にした高圧ガスの研修会を実施しました。 

松山市では、平成２９年４月から、愛媛県より権限移譲を受けて高圧ガスとＬＰガスに係る事

務を行っていることから、これらに関する消防職員向けの研修会を初めて実施したものです。 

 研修会では、愛媛県高圧ガス保安協会事務局長の新次美氏を講師に招き、高圧ガス保安法の成

り立ちや規制の概要、高圧ガス容器の事故事例、作業従事者のヒューマンエラー対策など、多岐

に渡る内容について講義していただきました。 

 今回は、県内の１２消防本部から計７０名の消防職員が参加し、高圧ガスに関する知識を深め

ようと熱心に聴講していました。 

 

 

 

◆ 少年消防クラブ員が水難訓練を実施 ～う・い・て・ま・て・！～ 

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７月２２日（土）、枚方東消防署のプールにおい

て、枚方消防署及び枚方東消防署の少年消防クラブ員（小学４・５・６年生）４２名に対し、水

の事故を防ぐことを目的に「命を守る着衣泳（浮いて待て）」の指導を実施しました。 

この事業は、小学生が海や川で水に接する季節を前に、毎年、少年消防クラブ員を対象に、水

の事故の怖さ、服を着たまま水に落ちた際の対処方法や、溺れている人に対しての救助方法等を、

職員が指導しているものです。 

クラブ員は衣服を身に着けてプールに入ることで、水の抵抗を実感し、着衣のままで泳ぐ困難

さを体験しました。水面で仰向けになって浮く姿勢で、救助が来るまで「浮いて待つこと」の重

要性を学ぶとともに、ペットボトルが浮き輪代わりになることを学びました。 

 

 

【研修会の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 特別講演会「ＣＢＲＮＥ災害について考える」を開催 

群馬県消防長会（群馬） 

群馬県消防長会では、平成２９年７月２５日（火）渋川市民会館大ホールにおいて、県消防長

会警防担当課長会議警防救助部会・救急部会共催による特別講演会「ＣＢＲＮＥ災害について考

える」を開催しました。 

 この講演会には、県内消防職員のほか、警察機関、自衛隊、行政機関などから約４００名が参

加し、（株）シゲマツ社長付研究員の濱田昌彦氏及び沼田脳神経外科循環器科内科病院救急部長の

高橋栄治氏による講演のほか、各部会代表者によるパネルディスカッションを行いました。 

 国内での事例をはじめ、世界各地で発生している脅威に備えるため、他機関他業種による『連

携』を密にし、それぞれの組織能力や運用を理解することの大切さを学ぶことができました。 

今後も継続して他機関連携を進めるとともに、部会活動を通じ県内消防職員の資質の向上につ

なげていきます。 

 

 

 

◆ 熊本地震被災地視察報告会（職員教養研修）を開催 

可茂消防事務組合消防本部（岐阜） 

可茂消防事務組合消防本部では、平成２９年７

月２７日（木）及び２８日（金）、平成２８年４月

に発生した熊本地震の被災地を視察した職員によ

る視察報告会を開催しました。 

報告会は、今年度の組合重点業務指針である南

海トラフ巨大地震をはじめとする災害発生時にお

ける受援計画の検証と、更なる消防活動体制の充

実を図ることを目的に開催されました。 

聴講には組合管理者をはじめ１６４名が出席し、

緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制の

難しさや活動拠点の選定方法など、今後の当消防

組合における大規模災害発生時の課題について報

告を受けました。 

 

【講演の様子】 【パネルディスカッションの様子】 

【報告会の様子】 
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◆ 指導救命士研修報告会を実施 

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７月３１日（月）、指導救命士研修報告会を実

施しました。 

今回は当消防本部で２人目となる指導救命士が、救急業務に携わる職員約５０人を対象に、指

導救命士制度の解説や患者観察の仕方、心肺停止時の胸骨圧迫時間を短縮する方法などについて、

研修で得た知識を具体的に紹介しました。 

救急活動件数が毎年増加し、高齢化の伸展が見

られるなか、救急救命士による現場での処置は格

段に増加し、現場では常に考えながら迅速かつ的

確な活動が求められます。指導救命士の役割は、

地域医療と連携し救急救命士をはじめ所属職員の

教育、指導やメディカルコントロール協議会との

調整など、その役割は多岐にわたります。 

今後も指導救命士を養成し、基幹消防署や警防

課に配置して、高度化する救急救命処置と救急に

対する市民ニーズに確実に対応していくため継続

して研修会を開催し、スキルアップにつなげてい

きます。 

 

 

 

◆ 九州北部豪雨災害ボランティア活動を実施 

～九州はひとつ！ がんばろう 大分！ がんばろう 福岡！～ 

宮崎県消防学校（宮崎） 

宮崎県消防学校では、平成２９年７月２６日(水)、７月上旬の九州北部豪雨災害により甚大な

被害が発生した大分県日田市大鶴地区において、第６２期初任科４０名によるボランティア活動

を実施しました。 

発生から約 3 週間が経過しましたが、現地の復旧・復興までにはまだまだ時間を要することを

目の当たりにしました。被災地の方々へお見舞いを申し上げると共に、１日も早い復旧と復興を

お祈り申し上げます。 

初任科生は、大鶴地区の農業用水路や被災宅周囲の側溝に堆積した土砂を取り除く作業に従事

しました。当日の気温は３６.１度まで上昇し、少しでも現地の方々の力になれるようにと、全員

で黙々と大粒の汗をかきながら活動しました。大鶴地区の自治会長からの差し入れや、帰路の高

速道路別府湾サービスエリアの関係者からジュースのプレゼントを頂くなど有り難い貴重な体験

をすることができました。また、消防士に拝命され、改めて業務の崇高さ、重みを感じ、感謝さ

れることの有難さ、自然災害の脅威等々、学校の中では教育することができない現場の臨場感を

感じ取れたようです。 

今後も息の長い支援が必要です。皆さんで支援・応援していきましょう。 

消防学校からの便り 

【報告会の様子】 

【活動の様子】 
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消防庁通知等 

 

◆ 糸魚川市大規模火災を踏まえた消防広域応援体制の強化について（７月３１日、消防広第２

６６号） 

消防庁広域応援室長より、各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各政令指定都市消防長

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、平成 28年 12 月 22日に発生した糸魚川市大規模火災を受け「糸魚川市大規模火災

を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会の検討結果について」（平成 29 年 5 月 19 日付け

消防消第 117 号）により、本火災を踏まえた基本的な考え方、各消防本部において早急に取り組

むべき事項、今後取り組むべき主な事項等を示したところです。 

その中で、応援体制の見直しについては、引き続き消防庁において検討し、別途通知すること

としておりました。 

今般、下記（省略）のとおり、都道府県及び消防本部における応援協定等の見直しの方針や取

組例について取りまとめました。 

糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報告書において示されてい

るとおり、木造建物が密集した地域での火災では、多くの消防力を迅速に投入することが重要で

あり、特に小規模消防本部においては他の消防本部から速やかに応援を受けることが必要です。 

ついては、地域の実情を踏まえ、下記（省略）内容に留意し、応援体制の強化に向けて取り組 

んでいただきますとともに、調査への回答をお願いします。 

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等（消防の事務を処理

する一部事務組合等を含む。）に対して周知するとともに、適切に助言いただきますようお願い

いたします。 

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/tuchi2907/pdf/290731_kou266.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

◆ 糸魚川市大規模火災を踏まえた「木造の建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危

険性の高い地域」の指定要領等について（通知）（７月３１日、消防消第１９３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、平成 28年 12 月 22日に発生した糸魚川市大規模火災を受け「糸魚川市大規模火災

を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会の検討結果について」（平成 29年 5月 19日付け消

防消第 117 号）により、本火災を踏まえた基本的な考え方、各消防本部において早急に取り組む

べき事項、今後取り組むべき主な事項等を示したところです。 

それらのうち、木造の建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の高い地域の確

認・指定及び当該地域の火災防ぎょ計画の策定について、既に実施している消防本部においては

再確認・見直しを、また、実施していない消防本部においては、地域の確認・指定及び計画の策

定を、今年度中に実施していただきますようお願いいたします。 

各消防本部におかれましては、地域の実情を十分踏まえて行っていただくことが重要です。本

通知は、その作業の参考としていただくため、下記（省略）のとおり要領をお示しするものです。 

国等の動き 

【問い合わせ先】 

広域応援室 

担当：明田、望月、兼田 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2907/pdf/290731_kou266.pdf
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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。）に対して周知するとともに、適切に助言していただきますようお願いい

たします。 

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/tuchi2907/pdf/290731_syo193.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

◆ 大規模火災時における的確な住民行動等の確保について（８月２日、消防災第１１３号） 

消防庁防災課長より、各都道府県消防防災主管部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、平成 28 年 12 月 22 日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、「糸魚川市大規模

火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会」を開催し、報告書を取りまとめるとともに、

「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会の検討結果について」（平成

29年５月 19日消防消第 117 号）において、消防機関と連携した延焼防止、飛び火警戒、避難誘導

など、的確な住民行動の確保について引き続き検討することとしておりました。 

今般、木造の建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の高い地域において、延

焼防止・飛び火警戒行動など住民が取るべき行動等について下記（省略）のとおり取りまとめま

した。 

首都直下地震などの大規模地震では、同時多発火災に加え、飛び火による火災がより広範に発

生すると想定される中、今後も進展する高齢化を踏まえた避難体制の確保など、住民の自助・共

助による初動対応がますます重要となります。こうした地震火災や大規模火災に備えて、市町村

は、木造の建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の高い地域を平時から住民に

周知しておくとともに、当該地域の住民や自主防災組織は、延焼防止、飛び火警戒、早期通報、

避難行動要支援者への対応を含めた避難等の実践的な訓練を行っておく必要があります。 

ついては貴管内市町村に周知し、取組を促していただくとともに、貴都道府県におかれまして

も適切な指導・助言をしていただきますようお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項に基づく技術的助

言として発出す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/tuchi2908/pdf/290802_sai113.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】 

消防・救急課 警防係 

担当：守谷、伊藤、馬場 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部防災課 

担当：田中、和田、森田 
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