
1 

 

週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 自治体消防制度７０周年記念シンポジウム「日本消防会議」を開催 

全国消防長会 

 平成３０年３月６日（火）、東京都港区の日本消防会館ニッショーホールにおいて、自治体消防

制度７０周年記念シンポジウム「日本消防会議」を総務省消防庁、公益財団法人日本消防協会、

全国消防長会共催により開催しました。 

 日本消防会議では、消防庁長官の稲山博司氏の開会挨拶後、東京理科大学総合研究院教授の小

林恭一氏の講演があり、「変化への対応―これからの日本消防」をテーマにした２部構成のシン

ポジウムが実施されました。シンポジウム第１部では、コーディネーターを務める公益財団法人

日本消防協会会長の秋本敏文氏と８名のパネリスト（写真参照）間で討議が行われ、第２部で

は、会場の参加者も交えた幅広い意見交換が行われました。 

 シンポジウム終了後には、「日本消防会議」宣言（下記参照）が行われ、自治体消防制度７０

周年にあたり、日本消防の総合力の一層の強化が力強く宣言されました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から 

○ 公益財団法人日本消防協会会長       秋本 敏文 氏（コーディネーター） 

○ 総務省消防庁次長             緒方 俊則 氏 

○ 日本消防協会副会長 滋賀県消防協会会長  植田 和生 氏 

○ 全国消防長会副会長 横浜市消防局長    坂野  満 氏 

○ 全国知事会 徳島県知事          飯泉 嘉門 氏 

○ 全国市長会 東京都立川市長        清水 庄平 氏 

○ 全国町村会 長野県川上村長        藤原 忠彦 氏 

○ 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科長  室﨑 益輝 氏 

○ 東京理科大学総合研究院教授        小林 恭一 氏 
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【日本消防会議（シンポジウム第１部）の様子】 

【小林教授による講演】 

「自治体消防７０年のあゆみと今後の課題」 

【シンポジウム第２部の様子】 

「日本消防会議」宣言 
 

自治体消防制度７０周年に当たり、「変化への対応」を基本テーマとして開催した記念シンポ

ジウム「日本消防会議」において、国民の安全をより確かなものにするため、消防をとりまく状

況の大きな変化を真正面から受け止めつつ、消防関係者は広く総力を結集し、より強い連携の

もと、日本消防の総合力の一層の強化をめざすものとする。 
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【意見発表の様子】 【地域防災活動事例発表会の様子】 

◆ 自治体消防制度７０周年記念式典を開催 

全国消防長会 

 平成３０年３月７日（水）、東京都墨田区の国技館において、自治体消防制度７０周年記念式

典が総務省消防庁主催のもと開催されました。 

 式典には、天皇皇后両陛下がご臨席し、三権の長（内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、

最高裁判所長官）をはじめ、各国務大臣、各国会議員、政府関係者、各表彰受章者等、各地方公

共団体関係者等、各消防長、各消防団長など約４，２００人が参列しました。 

 式典では、三権の長から祝辞を賜り、内閣総理大臣表彰、総務大臣感謝状贈呈、消防庁長官表

彰、公益財団法人日本消防協会会長表彰、一般財団法人日本防火・防災協会会長表彰、全国消防

長会会長表彰などが行われました。 

 また、式典終了後には、内閣総理大臣表彰を受章された元 札幌市消防局長 遠  敏晴氏、元 

東京消防庁消防総監 小林 輝幸氏、元 名古屋市消防長 岩﨑 眞人氏、元 神戸市消防局長 村上 

正彦氏、元 広島市消防局長 髙野 哲司氏に対して、全国消防長会村上会長から表彰状伝達が行

なわれました。（都合により、村上正彦氏はご欠席されています。） 

 

◆  消防・防災活動活性化大会を開催 

全国消防長会 

平成３０年３月７日（水）、東京都墨田区の国技館において、消防・防災活動活性化大会を総

務省消防庁、公益財団法人日本消防協会、全国消防長会共催で開催しました。 

自治体消防制度７０周年記念式典後に開催した本大会は、毎年度行われている「全国消防職員

意見発表会(全国消防長会主催)」及び「全国消防団員意見発表会(消防庁主催)」のそれぞれ直近

数年間の最優秀賞受賞者等が一堂に会し、改めて意見発表を行うとともに、地域防災の一翼を担

う自主防災組織等による先進的な活動事例の発表、消防団活動に協力する事業所を顕彰すること

により、全国における消防・防災活動がより一層活性化することを目指して開催したものです。 

大会では、意見発表のほか、消防団ラッパ隊演奏（長野県内消防団ラッパ隊）、地域防災活動

事例発表（東京都葛飾区 新小岩北地区連合町会・新小岩北地区ゼロメートル市街地協議会・ 東

京消防庁本田消防署及び高知県黒潮町）などが行われました。 

  

 

【全国消防長会会長表彰の様子（消防庁提供資料）】 【内閣総理大臣表彰伝達の記念撮影】 
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◆ 特殊災害対応訓練を実施 

                         沖縄県消防長会 

沖縄県消防長会（訓練事務局：沖縄市消防本部）では、平成３０年２月２３日（金）、沖縄県

総合運動公園において、平成２９年度沖縄県消防長会消防合同訓練を実施しました。 

本訓練は、イベント開催中の運動公園に、飛行中の大型ヘリコプターが墜落、炎上し、運動公

園内の車両や一般市民を巻き込む二次災害が発生した想定で実施しました。 

管轄の消防力では対応が困難となり、沖縄県消防相互応援協定に基づき、県内１８消防（局）

本部、隊員１６０名が参加し、組織的な消防活動に取り組みました。 

訓練では、指揮隊を中心に、特殊災害現場での火災防ぎょ活動、救助活動、除染活動、救急活

動を各隊が安全、確実、迅速に実施することを目的に訓練を行い、特殊災害に対する意識や心構

え、安全管理の重要性を再認識するとともに、県内消防（局）本部の連携活動の向上、強化に繋

がる有意義な訓練となりました。 

今後も複雑多様化する災害現場に対応できるように、様々な訓練を実施していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第１回徳島県消防長会火災調査研究会を開催 

徳島県消防長会 

徳島県消防長会では、平成３０年２月２３日（金）、

「第１回火災調査研究会」を開催しました。 

本研究会は県下１３消防本部を３ブロックに分割

し、各ブロックの代表者が火災事例の発表を行い、火災

調査に関する知識・技術の向上を目的とするもので、四

国初となる取り組みに、県下職員約１１０人が参加し

ました。 

また、火災事例の発表のほか、神戸市消防局 桂 

敏美氏をお招きし、講演いただきました。 

参加者一同、火災調査の重要性を再認識し、決意を新

たにする研究会となりました。 

◆ 職員研修会を開催 

 東播地区消防長会（兵庫） 

兵庫県の東播地区７消防本部（明石市、淡路広域、加古川市、三木市、高砂市、小野市、北は

りま）で構成される東播地区消防長会では、平成３０年３月１日（木）、明石市消防本部におい

て、職員研修会を開催しました。 

研修会は、地区内職員の能力向上と協力体制の強化を

目的に毎年開催しており、今回は、神戸大学都市安全研

究センター長 大石哲教授を講師に迎え、「土砂災害の

メカニズムと救助活動時における注意点」と題して講演

いただき、１００人を超える職員が受講しました。 

土砂災害発生の原理や前兆現象、救助活動時の二次災

害防止に向けた注意点等を詳細に講義いただき、今後の

消防業務を遂行する上で貴重な研修会となりました。 

 
【研修会の様子】 

【研究会の様子】 

【大型ヘリコプター墜落想定訓練の様子】 【液化アンモニア漏洩対応訓練の様子】 
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◆ ＪＲ駅における滋賀県下一斉の街頭啓発を実施 

滋賀県消防長会予防部会 

滋賀県消防長会予防部会では、春の火災予防運動の初日となる平成３０年３月１日（木）７時

３０分から、滋賀県下の７消防本部（局）と滋賀県女性防火クラブ連絡協議会が連携し、ＪＲの２

４駅において県下一斉の合同街頭広報を実施しました。 

春の火災予防運動の始まりを周知するとともに、住宅用火災警報器の設置の徹底や経年劣化し

た住宅用火災警報器の交換の推進を重点的に広報しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事 

 

◆ 緊急消防援助隊活動拠点設置協力に関する協定を締結 

伊丹市消防局（兵庫） 

伊丹市消防局では、平成３０年２月１５日（木）、住友総合グランドの管理会社である住友不動

産株式会社と緊急消防援助隊の受入時における活動拠点とするための設置協力に関する協定を締

結しました。 

本協定の締結により、住友総合グランドの広大な敷地

（８２，７５８㎡)を活用することで、緊急消防援助隊

の車両駐車場や野営場所といったハード面の拡充はも

とより、スポーツ施設として従来備わっている屋外シャ

ワー、トイレも併せて確保できることで、活動隊員の疲

労軽減や衛生管理といったソフト面も充実します。ま

た、同敷地内の野球場を臨時ヘリポートとして使用でき

るほか、本拠点は同市市役所、自衛隊、警察署並びにそ

の他関係機関と近距離に位置しているため、大規模災害

発生時において、より迅速且つ機能的な活動が展開でき

る拠点として期待できます。 

 

◆ 救急協力者感謝状を贈呈 

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３０年２月２３日（金）、株式会社アイシン・コラボ川島寮

と救急協力者４名に対し救急協力者感謝状を贈呈しました。 

本事案は、平成２９年１２月９日（土）、アイシン・エィ・ダ

ブリュ㈱社員寮から会社への送迎バス内で、運転手が運転席で

心肺停止状態であるのを発見した４名は、運転手をバスから降

ろした後、１１９番通報、心肺蘇生法、ＡＥＤによる除細動、

及び救急隊への詳細な情報提供を協力して実施したものです。 

その結果、救急隊到着時に呼吸及び心拍再開が確認され、運

転手の方は１週間後に後遺症もなく無事退院できました。 

４人の協力で「心停止の早期認識と通報」及び「一次救命処

置」が実施され、傷病者を社会復帰へ導いた功績に対し感謝状

を贈呈しました。 

 

 

【感謝状贈呈の様子】 

【街頭広報の様子】 

【締結式の様子】 
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【西宮市消防音楽隊】 【神戸市・姫路市・西宮市消防音楽隊による演奏会】 

◆ 「西宮市消防音楽隊３０周年記念演奏会」を開催 

西宮市消防局（兵庫） 

 西宮市消防局では、平成３０年２月２５日（日）、西宮市民会館アミティホールにおいて、西宮

市消防音楽隊３０周年記念演奏会を開催しました。 

 西宮市消防音楽隊は、昭和６３年４月に発足し、音楽を通じて火災予防の普及啓発に努め、市

民に親しまれる音楽隊を目指して活動を行い、平成３０年４月で３０周年を迎えます。 

演奏会では、神戸市消防音楽隊と姫路市消防音楽隊にも参加していただき、総勢７４名の消防

音楽隊員が、１，０００人を超える観衆を前に全１３曲を演奏し、大迫力の演奏で観衆を魅了し

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防市民音楽隊が出演！避難訓練コンサートを開催 

大東四條畷消防本部（大阪） 

大東四條畷消防本部では、平成３０年２月２５日（日）、大東市立総合文化センター（サーティ

ホール）において、大東市危機管理室と当消防市民音楽隊

「Ｗ’ｉｎｇｓ」が協力し、大東市内で初めてとなる避難

訓練コンサートを開催しました。 

コンサートでは、演奏開始から間もなく、緊急地震速報

が鳴り響き、ホールスタッフの指示により、観客等は身を

守る姿勢を取り、地震発生時の安全行動を体験しました。

さらに、火災発生の知らせを受けて、スタッフの誘導によ

り屋外に避難し、大きな混乱もなく訓練は終了しました。  

今後も、あらゆる機会を通して防火・防災を呼びかけ安

全・安心な街づくりに努めていきます。 

 

 

◆ 消防協力者表彰式を実施 

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３０年２月２７日（火）、東武東上線鶴ヶ島駅構内で

発生した救急事案の協力者と東武鉄道株式会社鶴ヶ島駅を「消防協力者」として表彰しました。 

本事案は、平成３０年１月１９日（金）、鶴ヶ島駅構内で

発生した救急事案において、引地郁香さんと鶴ヶ島駅員の

方々で、迅速かつ適切な救命処置を行い、尊い命を救うこ

とに貢献されたものです。 

看護師の引地さんは、「仕事の訓練でやっていることを

生かすことができた。何より命を救うことができて、看護

師として誇りに思います。」と笑顔を見せ、鶴ヶ島駅駅員の

佐藤さんは、「実際に行動を起こすのは勇気が必要だった

が、引地さんがいてくれたので心強かった。鶴ヶ島駅とし

ても、他の職員が感化されて良い方向に向かっている。

今後も、適切な処置ができるよう訓練をしていきたい。」

と話していました。 

【避難訓練コンサートの様子】 

【表彰式の様子】 
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春季全国火災予防運動 ～各消防本部（局）で行われたイベント・取組を紹介します～ 

 

◆ 防火アピール駅伝を実施         ◆ 総合消防訓練を実施 

東部消防組合消防本部（沖縄）     甲府地区広域行政事務組合消防本部（山梨）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「しかお」と「とりカエル」が火災予防をＰＲ ◆ パンを食べて火の用心！ 

 鹿島地方事務組合消防本部（茨城）         千葉市消防局（千葉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当消防本部では、消防職・団員による第２

７回防火アピール駅伝を実施しました。 

住民の火災予防意識の喚起及び高揚、並び

に防火思想の普及啓発を図ることを目的に毎

年実施しています。管内（与那原町約８㎞、

南風原町約９㎞、西原町約７㎞）を各区間で

タスキを繋ぎました。 
 

当消防本部では、山梨県庁本館において総

合消防訓練を実施しました。 

本訓練は不特定多数の者が利用する施設

における防火安全対策の徹底を図ることを

目的として行い、自衛消防隊による迅速な避

難誘導や１１９番通報等が適正に行われる

など、関係機関相互の連携強化及び自衛消防

体制の充実等につながる訓練となりました。 

 

 当消防本部では、大型商業施設ショッピン

グセンターチェリオにおいて、火災予防と住

宅用火災警報器の設置や点検などの広報を行

いました。 

広報では、Ｊリーグ鹿島アントラーズのマ

スコット「しかお」と（一財）日本火災報知機

工業会の「とりカエル」もＰＲを行い、多くの

市民に火災予防を呼びかけ、より効果的な広

報ができました。 
 

当消防局では、千葉市内外で有名なパン屋

さんを展開している企業とタッグを組み、新

作のコラボパンで“火の用心”を呼びかけま

した。 

炎を模したトマト風味のパンにピザソース

とチーズをトッピングしている「しょうぼう

パン」。包み紙の表に消防車のイラストと“火

の用心”の文字を入れ、裏には救急関係の啓

発文を掲載しています。 

生活に身近なパンを食べる中で、火災予防

や救急について、再認識してもらうことが狙

いです。 
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◆ ご当地アイドルと火災予防イベント開催  ◆ こども消防見学会を開催 

川越地区消防局（埼玉）        中濃消防組合消防本部（岐阜） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆ フクチ映え！？ポスターを展示     ◆ 観梅会で火災予防啓発活動を実施 

   福知山市消防本部（京都）             八女消防本部（福岡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当消防本部では、こども消防見学会を開

催し、はしご車のバスケット搭乗体験をは

じめ、本物の消防車や職員手作りのミニ消

防車・ミニ救急車の乗車体験、署内見学ツア

ーなどを行い、６００人を超える来庁者に

体験してもらいました。 

気軽にスマートフォン等で撮影できる場

を提供しＳＮＳにアップしてもらうこと

で、火災予防啓発を広く発信することがで

きました。 
 

当消防本部では、福知山淑徳高校アートデ

ザイン系列へ防火ポスターの作成を依頼しま

した。 

完成した作品は、防災センター、市役所正

面ロビーにＳＮＳ風の展示を行い市民に防火

のアピールを実施しました。 

今後も若い力を防火防災に役立てるための

広報を展開したいと考えております。 

 

当消防本部では、八女市立花町で開催

された第２９回夢たちばな観梅会におい

て、火災予防啓発活動を実施しました。 

 会場には、子どもからお年寄りまで多

くの人が訪れ、住宅用火災警報器の設置

や点検の促進、火気の取り扱いなどに注

意するよう呼びかけました。 

 

 

当消防局では、川越市のご当地アイドル

「お掃除ユニット 川越クリアーズ」との

コラボによるオープニングイベントを開

催しました。 

初めて「一日消防局長を委嘱」するとと

もに、「お掃除ユニット」にちなみ、繁華街

での「ゴミ拾い de 火災予防」やミニライ

ブ、火災予防トークショーを行いました。 
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訓練・演習 

 

◆ 近隣消防本部・警察との集団救急事故対応訓練を実施 

 有田川町消防本部（和歌山） 

有田川町消防本部では、平成３０年２月１５日

（木）、近隣消防本部（湯浅広川消防組合消防本部、

有田市消防本部）及び湯浅警察署と合同で、集団救急

事故対応訓練を実施しました。 

本訓練は、有田川町内のスーパー駐車場内で高齢

男性が運転する軽自動車が暴走し、多数傷病者が発

生したとの想定で行われ、指揮命令系統の徹底、情報

収集及びトリアージの重要性を再確認するととも

に、関係機関との連携強化を図ることができました。 

 

 

 

◆ 化学自動車の泡放射訓練を実施 

川口市消防局（埼玉） 

 川口市消防局では、平成３０年２月１７日（土）、川口總合ガスセンター株式会社の施設におい

て「化学自動車の泡放射訓練」を実施しました。 

 本訓練は、化学自動車２台と梯子車１台による危険物施設火災を想定した実践的な訓練で、職

員５０名が参加しました。 

 訓練により、機関員のポンプ運用、使用資機材の特性確認及び梯子車への中継送水要領などを

体得することができました。 

今後も、継続的に訓練を実施し、職員のポンプ運用技術及び知識の更なる向上に努め、「安全・安

心な市民生活の確立」に寄与して参ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 防災航空隊と林野火災合同訓練を実施 

恵那市消防本部（岐阜） 

恵那市消防本部では、平成３０年２月２６日（月）、岐

阜県防災航空隊と林野火災対応合同訓練を実施しました。 

市内で大規模な林野火災が発生し、岐阜県防災航空隊と

連携し消火活動を行うとの想定で訓練を行い、防災ヘリコ

プターの離着陸支援、消火バケットへの補水等を実施しま

した。 

今後も訓練を実施し、迅速な消火活動が確立できるよう、

さらなる連携活動の向上を図っていきます。 

 

 
 

【合同訓練の様子】 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 



9 

 

◆ 大規模地震発生時の合同訓練を実施 

今治市消防本部（愛媛） 

今治市消防本部では、平成３０年２月２３日（金）、西消防署菊間分署敷地内において整備を進

めてきた震災対応訓練施設の完成に伴い、愛媛県立今治病院ＤＭＡＴと合同で救出救護訓練を実

施しました。 

本施設は、職員自らが持てる知識や技術を結集し、公助のみならず自助・共助に於ける災害対

応能力の更なる向上を目指し整備したもので、訓練では、要救助者の検索、倒壊危険建物の安定

化や重量物の持ち上げによる救出経路の確保、狭隘空間での救出活動、クラッシュシンドローム

症候群の疑いのある傷病者の観察・処置、ＤＭＡＴや救急救命士による救命処置の連携などを実

施しました。 

今後は、様々な災害形態に応じた訓練バリエーションを充実させるとともに、各関係機関や消

防団、自主防災組織（防災士）などの各団体とも連携強化を図りながら災害に強いまちづくりを

推進してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 警察署との合同雪害対応訓練を実施 

日高西部消防組合消防本部（北海道） 

日高西部消防組合消防本部では、平成３０年２月２８日（水）、富川消防署訓練場において、

札幌方面門別警察署との合同雪害対応訓練を実施しました。 

訓練は、建物屋根からの落雪により埋没者がいるとの想定で行い、ゾンデ棒による要救助者の

検索、スコップによる救出方法や救出後の低体温症に対する管理方法を学びました。 

訓練には、消防署員、警察署員３６名が参加し、保有資機材の確認や災害情報の共有化など、災

害時における関係機関相互の連携強化を図ることができました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【震災対応訓練施設全景】 【ＤＭＡＴ連携訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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研 修 等 

◆ 国際消防救助隊研修会を開催 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部（青森） 

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部では、平成３０年２月２１日（水）及び２２日（木）の

２日間、国際消防救助隊研修会を開催しました。 

本研修会では、昨年９月のメキシコ地震に派遣さ

れた仙台市消防局から２名の講師をお招きし、「メキ

シコ地震における国際消防救助隊の活動について」

と題して、現場の状況を詳しく解説し、ボランティ

アの通訳等を通して救助活動に当たったことなどを

紹介していただきました。 

受講者からは、「実際に派遣された隊員の生の声を

聞くことができ、とても有意義な研修会となりまし

た。」との声が聞かれました。 

今後も、継続的な訓練、研修会を実施し、国際消防

救助隊員の知識、技術の向上に努めていきます。 

 

◆ 「人身安全関連事案の実態と取組み」についての救急隊員研修会を開催 

       富士山南東消防本部（静岡） 

 富士山南東消防本部では、平成３０年２月２８日（水

）、当消防本部において、三島市救急業務連絡協議会主

催による救急隊員研修会を開催しました。 

本研修会は、静岡県警察本部生活安全部人身安全対策

課理事官の警視・仁尾武重氏を講師に迎え、「人身安全

関連事案の実態と取組み」について講義をいただき、近

隣消防本部を含め約８０人が参加しました。 

 児童虐待が疑われる要因として「保護者と視線を合わ

せない」「不自然な部位に傷がある」などと指摘し、「虐

待の疑いがあれば、すぐに児童相談所などに連絡を」と

呼び掛け分かりやすく丁寧に講義していただき今後の

救急現場で生かせる有意義な研修となりました。 

 

◆ 平成２９年度消防記念日講演会を実施 

尼崎市消防局（兵庫） 

尼崎市消防局では、平成３０年３月５日(月)、尼崎市防災センターにおいて、平成２９年度消

防記念日講演会を実施しました。 

本講演会は、３月７日の「消防記念日」にちなみ、消防職員の資質及びモチベーションの向上

並びに消防組織の強化を図ることを目的に毎年開催しています。 

今年度は、元大相撲立行司 第３６代木村庄之助 山﨑敏廣氏を講師に迎え、「努力は実る」

と題し、行司の最高位である第３６代木村庄之助まで上り詰めた経験をもとに、「やる気・根気・

負けん気」を源に努力を継続することの大切さ、仕事に対する志など身近な例を交えながら非常

に分かりやすく、熱のこもったご講演をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修会の様子】 

【講演会の様子】 
 

【研修会の様子】 
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そ の 他 

◆ 堺市消防局イメージキャラクター「タッシー」がＬＩＮＥアニメーションスタンプに！ 

                堺市消防局（大阪） 
 堺市消防局では、平成３０年３月１日（木）、新たな広報手法の一つとして作成した、当局イメ

ージキャラクター「タッシー」のＬＩＮＥアニメーションスタンプの販売を開始しました。 

 本取組は、幅広い世代に利用されているＬＩＮＥを活用することで、消防局が発信する各種情

報を知っていただくきっかけを作るとともに、アニメーションとすることでタッシーの動きの中

に啓発要素を取り入れることが可能となり、スタンプを多くの人に日常的に使用いただくことで、

副次的に消防広報につながることを目的としています。また、販売収益は市の歳入となり、消防

サービスの向上に資する経費として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➣ 詳細は、右記ＱＲコード・下記ＵＲＬからアクセス、またはラインスタン

プショップ内で「堺市消防局」もしくは「タッシー」で検索してください。 

 

         

 

 

◆ 「にじいろ救命女子」を発足～消防サービスの更なる向上を目指して～ 

柏市消防局（千葉） 

 柏市消防局では、平成３０年３月３日（土）、女性消防士の更なる活躍と魅力を伝え、「消防サ

ービスの向上」と女性消防士の「やりがい」をＰＲするチーム『にじいろ救命女子』をひな祭り

に合わせ発足しました。 

 『にじいろ救命女子』は、災害現場で活動する女性隊員１３人（消防隊員３人、救急隊員１０

人）で構成し、子育て講座などのイベントや防火・救急指導での普及・啓発活動のほか、新たに

ホームページを開設、業務の紹介や女性消防士を目指す方へのメッセージなどの情報発信を行っ

ていきます。 

に にこにこ笑顔で 

じ 情熱と 

い 癒しの心で 

ろ 老若男女に安心を 

 

 

 

 

 

➣ 詳細は、柏市消防局ホームページ「にじいろ救命女子」専用サイトへ

（http://www.city.kashiwa.lg.jp/fdk/3501/rainbow_girls/index.html） 

 

 

 

  

【全２４種類の“動く”スタンプ  ２４０円（１００コイン）で販売中です】 

 （https://line.me/S/sticker/3013978） 

 

http://www.city.kashiwa.lg.jp/fdk/3501/rainbow_girls/index.html
https://line.me/S/sticker/3013978


12 

 

 

 

 

◆ 警防科においてＢＣ災害対策・他機関連携訓練を実施 

群馬県消防学校 

 群馬県消防学校では、第４５期警防科を平成３０年２月１９日（月）から３月２日（金）まで

の期間、入校生３１名により実施しました。 

 ２月２６日には、前橋市消防局との共催により、高崎市等広域消防局、館林地区消防本部、渋

川広域消防本部、群馬県警察本部、災害拠点病院、前橋市危機管理室、群馬県危機管理室、同消

防保安課にご参加いただき、学校施設を使用した「第２回ＮＢＣ等災害対応関係機関連携訓練」

を実施しました。 

 午前中は、「ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロ対処現地関係機関連携マニュアル」の改正につ

いて群馬県危機管理室からご講義いただいた後、初動から連携が予想される消防機関と警察機関

によるシミュレーションをフェーズごとに実施。午後は、ショッピングモール内で何者かが液体

を撒き散らし多数の負傷者が発生しているとの想定で、ピクトグラムや任務付与カードを使用し

て各機関による実動連携訓練を実施し、警防科の学生は要救助者役として参加しました。 

 訓練を通して、各機関の実働について相互理解が深められ、指揮統制や他機関との連携の重要

性を再確認することができました。今後も、他機関との更なる連携が図られるよう、継続した教

育訓練に努めてまいります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シミュレーションの様子】            【訓練の様子】 

 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

 

◆ 「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）」を踏まえた大

規模・広域避難に関連する取組について 

（平成３０年３月５日、府政防第２６４号・消防災第３６号） 

 

 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）及び消防庁国民保護・防災部防災

課長から各都道府県防災担当主管部局長あてに通知が発出されましたので、お知らせします。 
 

  平素より、防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。  

政府では、気候変動の影響等により大規模水害発生のおそれが高まっていることから、避難時の

大混雑や多数の孤立者の発生が懸念される三大都市圏等における、洪水や高潮氾濫からの大規模

かつ広域的な避難の在り方等を検討するため、中央防災会議の防災対策実行会議の下に「洪水・

高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」（主査：田中 淳 東京大学大学院情

報学環総合防災情報研究センター長・教授）」を設置し、議論を重ねてまいりました。  

今般、本ワーキンググループの報告書を公表しましたので、関連資料一式を送付します。  

本報告では、避難対象者全体を考えた大規模・広域避難の全体像や広域避難計画を策定するため

 

【講義の様子】 【実動連携訓練の様子】 
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の具体的な検討手順を示すとともに、広域避難計画の実効性を確保するために検討すべき項目等

を取りまとめています。また、三大都市圏以外の地域における洪水・高潮氾濫からの広域避難の

検討にも資する内容となっています。  

貴職におかれましては、本報告の内容を貴都道府県関係部局及び管内市町村へ周知していただ

くとともに、本報告の内容を参考に、大規模・広域避難に関する取組みを推進してくださいます

ようお願いします。  

なお、本報告及びその検討状況等につきましては、内閣府防災情報のホームページ内の「洪

水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」のページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300305_fuseibou264_sai36.pdf）に掲

載されています。 

 

◆ 融雪出水期における防災態勢の強化について   （平成３０年３月６日、中防消第３号） 
 

 中央防災会議会長（内閣総理大臣） から関係都道府県防災会議会長あてに通知が発出されまし

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いただいているとこ

ろである。 

今冬の雪害に対する防災態勢の強化については、既に「降積雪期における防災態勢の強化等に

ついて」（平成２９年１１月２１日付け中央防災会議会長（内閣総理大臣）通知）をもって除雪

中の事故防止対策の徹底等についてお願いしたところであるが、今冬は、福井県や新潟県を中心

に記録的な大雪となっている地域があり、今後も降雪時期が続くことから、引き続き、警戒体制

を確保し、人命の保護を第一として、その徹底に一層努められたい。  

さらに、今後、融雪出水期を迎え、気温上昇に伴う雪崩及び落雪の発生や、大雪後の融雪に伴

う出水による河川の氾濫及び土砂災害が発生することが懸念される。融雪による河川の氾濫及び

土砂災害によって被害が発生するおそれがあること等を踏まえ、関係機関と緊密な連携の下、特

に下記の点に留意して防災態勢の一層の強化を図られたい。  

なお、関係機関及び市町村防災会議に対し、周知徹底をお願いする。 
 （以下省略） 

 

○ 全文は消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300306_chuboushou3.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件担当＞  

内閣府 政策統括官(防災担当)付 参事官(調査・企画担当)付  

参事官補佐   磯部  良太  

主      査   吉松  直貴  

TEL：03-3501-5693（直通）  

消防庁 国民保護・防災部 防災課  

災害対策官   光永  祐子  

防災調整係長 岡戸  浩二  

TEL：03-5253-7525（直通） 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300305_fuseibou264_sai36.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300306_chuboushou3.pdf
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報道発表 

 

◆ 消防法施行規則等の一部を改正する省令（案）等に対する意見公募 

（平成３０年３月５日、消防庁） 

 

消防庁は、消防法施行規則等の一部を改正する省令（案）等の内容について、平成３０年３月

６日から平成３０年４月４日までの間、意見を公募します。 

 

１ 主な改正内容 

住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）の施行等に伴い、及び関係法令の規定に基づ 

き、所要の改正を行うものである。 

 

２ 意見公募対象及び意見公募要領 

○ 意見公募対象 

・消防法施行規則等の一部を改正する省令（案） 

・非常警報設備の基準の一部を改正する件（案） 

・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一 

部を改正する件（案） 

・消防法施行令第三十六条の二第一項各号及び第二項各号に掲げる消防用設備等に類するも 

のの一部を改正する件（案） 

○  意見公募要領の詳細については、別紙（※省略）を御覧ください。 

 

３ 意見公募の期限 

平成３０年４月４日（水）（必着）（郵送についても、公募期間内の必着とします。） 

 

４ 今後の予定 

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令等を公布する予定です。 

 

 

 

 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300305_houdou_1.pdf）に掲載され

ています。 

 

 

◆ 平成２９年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ） 

（平成３０年３月７日、消防庁） 

  

少年消防クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、少年消防クラブの育成発

展に寄与することを目的に、総務大臣賞及び消防庁長官賞の表彰を行います。 

 表彰の内訳は次のとおりです。 

  

    特に優秀な少年消防クラブ（総務大臣賞）   ２４団体 

    優良な少年消防クラブ指導者（総務大臣賞）  １３名 

    優良な少年消防クラブ（消防庁長官賞）    ４７団体 

 

   ※ 受賞クラブ・指導者については、別紙（※省略）のとおりです。 

   ※ なお、今年度は、自治体消防制度７０周年記念行事の一環として行っているものです。 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 山中課長補佐、谷口 

TEL 03-5253-7523（直通） 

FAX 03-5253-7533 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300305_houdou_1.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/h30/03/300305_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

◆ 平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（平成３０年

３月１日現在）                    （平成３０年３月７日、消防庁） 

  

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況につきま

て、平成３０年３月１日現在の状況を第１５７報にとりまとめましたのでお知らせします。 

 とりまとめ報全文については、消防庁ホームページに掲載しています。 

 

【平成２９年３月１日時点（第１５５報）との比較】 

● 死者が９７名増加 

（主な要因）震災関連死の死者（※）として新たに認められた方が増加したため。 

※ 「震災関連死の死者」とは、「東日本大震災による避難生活等の身体的な負担による疾病等

により亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対

象となった方」と定義（実際には支給されていない方も含む。）。 

 

● 行方不明者が１６名減少 

（主な要因）ご遺体が発見され、身元が判明したため。 

 

● 住家被害の棟数の変動 

（主な要因）市町村による精査の結果、被害の棟数が修正されたため。 

 

 

（以下省略） 

 

 

 

 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300307_houdou_1.pdf）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 

【連絡先】消防庁応急対策室 

浅見、安西、高木、岩崎 

TEL：03-5253-7527 

FAX：03-5253-7537 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300305_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300307_houdou_1.pdf
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

