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◆ 第１０７回全国消防長会予防委員会を開催 

全国消防長会予防委員会 

平成３０年５月２４日（木）、北海道札幌市（ホテルライフォート札幌）において、第１０７回

全国消防長会予防委員会を開催しました。 

会議における報告事項、議案審議等については、次のとおりです。 

 

【議案審議】 

１ 予防技術検定の実施日程の変更について 

２ 外国人来訪者や障害者等の安全確保の推進について 

３ 次期開催地について 

【情報交換】 

１ 火災原因調査における鑑定依頼について 

２ 連動型住宅用火災警報器を活用した防火対策について 

３ 違反是正支援アドバイザー登録職員の更新時の選定条件及び育成方法等について 

４ 防火管理者等の関係者が常駐しない宿泊施設に対する指導について 

【情報提供】 

１ 純水素形燃料電池発電設備の火災危険等に係る報告書の概要について 

２ 住宅用火災警報器の設置率向上及び維持管理に向けた取り組みについて 

３ 平成２９年度の消防研究センターの事業について 

４ 日本消防検定協会業務紹介について 

５ 住宅用火災警報器の維持管理、交換促進について 

６ 公益財団法人日本防炎協会の事業取組状況について 

７ 一般財団法人日本消防設備安全センターからのお知らせについて 

８ 石油燃焼機器技術管理講習等の開催予定について 

９ 平成３０年度住宅防火対策推進協議会の事業概要について 

10 消防防災科学センターの事業について 

11 予防技術検定の手数料額改定等について 

12 札幌市東区の下宿火災 

13 査察員教養シミュレーション動画の作成 

14 「東京国際消防防災展２０１８」の広報について 

【総務省消防庁からの情報提供】 

 予防行政（課題と対応） 
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【横断幕が掲げられた札幌駅の状況】  

 

【予防委員会の様子】  
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◆ 「人命救助活動に伴う市民表彰」を実施 

西宮市消防局（兵庫） 

西宮市消防局では、平成３０年５月１５日（火）、

救急事案で人命救助活動に貢献した市民２名に対

し、「人命救助活動に伴う市民表彰」を実施しました。 

この表彰は、平成３０年４月２０日（金）、走行中

の路線バス車内で心肺停止となった傷病者に対し、

バス車内に乗り合わせた市民２名が、救急隊が到着

するまでの間、胸骨圧迫や気道確保等の応急処置を

適切に行ったことにより、傷病者が一命を取りとめ、

その後、社会復帰となった人命救助活動を表彰した

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 初期消火の功労に対し感謝状を贈呈 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁麹町消防署では、平成３０年５月

１８日（金）、千代田区永田町で発生した車両火

災において、燃えている車へ初期消火を実施し

た２名の方に対し、東京消防庁麹町消防署長よ

り、感謝状の贈呈を行いました。 

初期消火実施者の２名は、業務を終えて退社す

る際、会社のエレベーターを降りたところ、炎上

している車を発見しました。建物１階に設置され

ていた屋内消火栓のホースを延長、屋内消火栓の

起動及び放水を協力して初期消火を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表彰後の記念写真撮影】  

 

【贈呈式後の記念写真撮影】  
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◆ 入間市女性防火クラブ発足２０周年記念式典を開催 

埼玉西部消防局（埼玉） 

埼玉西部消防局では、平成３０年５月１８日（金）、入間市女性防火クラブ発足２０周年記念式

典を開催しました。 

当日は、入間市長を始め、埼玉県婦人防火クラブ連絡協議会会長など、大勢の関係者出席のも

と、盛大に２０年の節目を祝いました。 

式典では、女性防火クラブ会長の式辞に続き、多くの来賓の方々から祝辞をいただくとともに、

女性防火クラブに対する市長感謝状の贈呈や自治体消防制度７０周年記念式典における優良女性

防火クラブ表彰の伝達が行われ、式典の記念公演として、埼玉西部消防音楽隊による防火演奏が

披露されました。 

式典開催後の祝賀会では、発足に携われた方々からの祝辞や、「女性防火クラブ２０周年の軌跡」

と題した映像が上映され、これまでの様々な活動を振り返るとともに、２０周年を機に今後も、

地域の安全・安心なまちづくりに貢献できるよう、決意を新たにしました。 

 
 

 

 

◆ 越谷市消防団「学生機能別団員」発足式を実施 

越谷市消防本部（埼玉） 

越谷市消防本部では、平成３０年５月２０日（日）、越谷市消防本庁舎において、「学生機能別団

員」発足式を開催しました。 

本市では、消防団の更なる充実強化を図るた

め、平成３０年４月に越谷市消防団条例を改正

し、市内大学などに在学する学生１７人による

「学生機能別団員」を、越谷市消防団に設置しま

した。 

本市に設置した学生の機能別団員は、定員を３

０人と定め、大規模災害時における指定緊急避難

所の運営サポートなどの活動を行います。また、

平常時には、火災予防のＰＲ活動及び消防団の訓

練や防災訓練などに参加し、自主防災組織と連携

した活動を展開してまいります。 

   

 

 

 

 

  

【記念式典の様子】  

 

【式典後の記念写真撮影】  

 

【発足式の様子】  
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◆ 八女市星野少年消防クラブ大会を開催 

八女消防本部（福岡） 

 八女消防本部では、平成３０年５月２０日（日）、八女市星野地域活性化施設において、平成３

０年度八女市星野少年消防クラブ大会を開催しました。 

 大会式典では、新クラブ員に対し、クラブ員証の交付を行い、クラブ員全員が緊張しながらも、

大きな声で誓いのことばを宣誓しました。 

 大会式典終了後には、放水体験や消火器取り扱い訓練、煙体験、炊き出し訓練を行いました。 

 煙体験では、建物内で煙発生装置を使用し、火災時に煙がどのような動きをするのか、煙が充

満した部屋の中で避難する際の移動方法について学び、炊き出し訓練では、災害発生時に炊飯器

が無くても、ポリ袋に米と水を入れ、ご飯を炊くことができる方法を体験しました。 

新クラブ員は、クラブの仲間と協力し、これから２年間のいろいろな活動を通して、楽しい思

い出づくりとともに、防火・防災に関する知識を身に付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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刈谷消防署では、平成３０年５月２２日（火）、救急協力者感謝状贈呈

式を行いました。 

平成３０年３月１８日（日）、午前９時１８分ごろ、刈谷市の港町グラウンド内で、親子サッカ

ーの練習に参加している男性が、突然倒れました。 

その場に居合わせた３名は連携し、１１９番通

報、心肺蘇生法及び現場から少し離れた会社の寮

に設置してあるＡＥＤを取りに行き、ＡＥＤを用

いた一次救命処置を実施しました。 

その結果、搬送中の救急車内で、傷病者の呼吸

及び心拍は再開し、１０日後には搬送先の病院を

後遺症を残すことなく退院することができまし

た。 

バイスタンダーとなった３名の協力により、「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。 

 

 
 

【煙体験の様子】  

 

【ポリ袋を使用した炊飯体験】  

 

【感謝状贈呈後の記念写真撮影】  
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◆ 早期発見と適切な救命活動が命を救う！ 

宝塚市消防本部（兵庫） 

宝塚市消防本部では、平成３０年５月２９日（火）、人命救助に貢献していただいた２名に対し、

消防協力章（感謝状）を贈呈しました。 

消防協力章を贈呈された２名は、平成３０年３月２６日（月）の朝、ＪＲ中山寺駅構内で突然倒

れた男性に、胸骨圧迫及びＡＥＤを使用した適切な一次救命処置を行ったことにより、病院に搬

送された男性は早期に退院し、社会復帰できるまでに快復されました。 

このことに対し、２名の初期対応による功績は誠に顕著であるとし、消防協力章を贈り、深く

感謝の意を表したものです。 

 

 

 

 

◆ 建物火災で人命を救助した一般市民に感謝状を贈呈 

中濃消防組合消防本部（岐阜） 

中濃消防組合消防本部では、平成３０年５月２９日（火）、消防本部消防長室において、建物火

災で人命救助を行った一般市民５名に対し、感謝状を贈呈しました。 

 当事案は、平成３０年５月６日（日）、午後９時ごろ、関市内の木造２階建て一般住宅で発生し

た火災で、逃げ遅れた住人２名が２階のベランダで助けを求めていたところ、近所の住民５名が

協力し、ベランダにはしごを架梯して人命救助活動にあたり、要救助者２名を無事に救出したも

のです。 

 炎が迫る緊迫した状況の中でしたが、「とにかく助けたいという思いだけで、状況もよく覚えて

いないほど無我夢中に活動した。」と語る５名の勇敢な行動と、災害時に助け合う地域の強いつな

がりによって、２名の尊い命が救われた事案でした。 

 

 

 

 

【消防協力章贈呈式の様子】  

 

【贈呈式後の記念写真撮影】  

 

【感謝状の贈呈】  

 

【感謝状贈呈式後の記念写真撮影】  

 

【感謝状の贈呈】  
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訓練・演習 

◆ 消防団と小学生の体験型放水訓練等を実施 

                                  松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、平成３０年５月２０日（日）、地域に密着した消防団の活動を知ってもらい、

地元愛を育むことを目的に、正岡分団の消防団員が、地元小学生を対象とした体験型の放水訓練

を実施しました。 

 参加した児童は、ホース延長や消火器による消火訓練、心肺蘇生法等をリレー形式で学習し、

その後、消防団と連携した訓練を行いました。 

今後も、このような体験をもとに、消防活動の普及啓発及び幼少期からの防災意識高揚に努め

ます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 交通救助対応訓練を実施 

養老町消防本部（岐阜） 

 養老町消防本部では、平成３０年５月２１日（月）、２２日（火）の２日間にわたり、管内の車

両解体業者ＫＭＩ株式会社の協力を得て、交通救助対応訓練を実施しました。 

当訓練は、若手職員を対象に、交通救助活動の流れ及び車両からの救出方法について基礎的な

訓練を実施後、交通救助想定訓練を併せて行いました。訓練終了後には、意見交換会を開催し、各

担当の任務分担について確認することができました。 

今後も、さまざまな災害に対応できるよう、救助技術の向上を図ります。 

 

  

  

  

【放水体験の様子】  

 

【心肺蘇生法研修の様子】  

 

【車両破壊訓練の様子】  

 

【交通救助想定訓練の様子】  
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◆ 消防防災協力事業所に対し消火・救助救出資機材取扱訓練を実施 

豊中市消防局（大阪） 

豊中市消防局は、平成３０年５月２２日（火）、消防防災協力事業所として登録されている敷

島製パン株式会社パスコウエストカンパニー大阪豊中工場の従業員８０名を対象に、大規模災害

発生時に備え貸与している消火・救助救出資機材取扱訓練を工場敷地内で実施しました。 

消防防災協力事業所とは、大規模災害発生時、地域貢献活動として自主的に消火や人命救助等

の活動を行うことを目的に登録された民間の事業所です。 

参加した職員は、資機材の取り扱いを通し、大規模災害時における自助・共助の必要性を再確

認する等、真剣に取り組みました。 

 
 

 

 

◆ 恵那生コンクリート協同組合と消防用水確保に伴う連携訓練を実施 

                                 恵那市消防本部（岐阜） 

恵那市消防本部では、平成３０年５月２３日（水）、恵那生コンクリート協同組合と合同訓練

を実施しました。 

当訓練は、「災害時における消防水等の供給支援協力に関する協定」に基づき、山林火災等の

大規模火災が発生した際の、消防用水確保を目的に実施しました。 

訓練には丸河興業株式会社と宇部生コン株式会社から、コンクリートミキサー車各１台が参加

し、ミキサー車の概要説明、簡易水槽への給水訓練及びコンクリートミキサー車への積水訓練を

併せて実施したことにより、ミキサー車の特性や給水要領について理解を深めることが出来まし

た。 

今後も、関係機関との連携訓練を継続的に実施し、顔の見える関係を構築していくことで、災

害対応能力の向上を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【簡易水槽への給水訓練】  

 

【コンクリートミキサー車への積水訓練】  

 

【消火訓練の様子】  

 

【救出訓練の様子】  
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◆ 事業所と合同で消防訓練を実施   

桑名市消防本部（三重） 

桑名市消防本部では、平成３０年５月２４日（木）、株式会社ＡＤＥＫＡ三重工場において、合

同消防訓練を実施しました。 

当訓練は、平成３０年度危険物安全週間に先立ち、事業所における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による自主保安体制の確立を目的として実施されました。 

事業所との連携強化を図ることで、火災予防における防火安全対策等をより一層向上させるこ

とが期待でき、安全・安心なまちづくりへとつなげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

◆ 通信指令員の口頭指導研修を実施 

西宮市消防局（兵庫） 

西宮市消防局では、平成３０年５月１６日（水）、２３日（水）の両日、指令課の通信指令員を

対象に、通信指令教育の研究に携わっている京都橘大学健康科学部救急救命学科の北小屋裕（き

たごや ゆたか）助教を講師に迎え、口頭指導研修を実施しました。  

研修では、１１９番通報受信時の適切な聴取要領等の講義を受けた後、口頭指導を必要とする

救急事案を想定した訓練を行い、口頭指導内容が的確に伝達できたかを検証するとともに、適切

な口頭指導手順や方法について学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消防訓練の様子】 

 

【口頭指導研修の様子】  
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そ の 他 

◆ 進みはじめた「他機関連携の標準化」への取り組み 

                                神戸市消防局（兵庫） 

神戸市消防局では、平成３０年５月１１日（金）、神戸市が応援協定を結んでいる防災関係機関

を現場に応援要請し、連携活動を実施した事案が同じ日に２件ありましたので紹介します。 

１件目は、神戸港のコンテナバースにおいて、危険物を輸送するタンクが横転し、液体が漏洩

しているとの事案で、当局では管轄指揮隊、本部特殊災害隊をはじめ、合計６隊で災害対応にあ

たりました。 

対応にあたっていた本部特殊災害隊は、管轄指揮隊に対し、協定機関である「一般財団法人海

上災害防止センター」への応援要請を早期に求めました。当該機関は、応援要請後約４５分で災

害現場に到着し、流出物質を採取し、検知・測定及び消防活動に対しての的確な助言をいただき

ました。結果として、危険物質の流出は無く、被害の拡大もありませんでした。 

２件目は、同日の夕刻、六甲山系において１３歳の少年が、ハイキング中に道に迷った事案で

した。 

管轄警察署と協力し捜索活動を行いましたが、日没となったため、警察、消防それぞれのヘリ

コプターは活動終了となり、神戸市が応援協定を結んでいるドローン事業所４社のうち、映像技

術に特化した事業所「スカイウォーカー株式会社」を現場に応援要請しました。当該事業所は、応

援要請後約５０分で現場到着し、赤外線カメラを搭載したドローンが、上空から要救助者の捜索

を開始しました。地上隊と連携して捜索した結果、地上で捜索活動していた特別高度救助隊が少

年を発見しました。ドローンには山中から下山する途中も、上空から安全監視を継続していただ

き、無事に救助活動を終えることができました。 

当局では、このように日常災害において他機関と連携活動することを標準化し、多岐にわたる

災害への対応力を強化していきたいと考えています。 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【流出物質に対する連携活動を確認】  

 

【ドローンによる上空からの安全管理】  
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報道発表 

◆ 「平成３０年度危険物安全週間」の実施 

                            （平成３０年５月２９日、消防庁） 

平成３０年６月３日（日）から６月９日（土）まで、「平成３０年度危険物安全週間」が実施

されます。 

１ 危険物安全週間について 

ガソリン、灯油、軽油などの燃料や、塗料、プラスチック、化学繊維などの原料となる危険

物は、私たちの生活の中で身近な存在となっています。しかし、取扱いを誤ると大きな事故を

招く危険性を有していることも認識した上で、安全に取り扱うことが重要です。消防庁では、

毎年６月の第２週を危険物安全週間として、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を全国

的に推進しています。 

【主催等】 

(1)  主催 

消防庁、都道府県、市町村、全国消防長会及び(一財)全国危険物安全協会 

(2)  協賛 

危険物保安技術協会、(一財)消防試験研究センター、石油連盟、全国石油商業組合連

合会、電気事業連合会、(一社)日本化学工業協会及び日本ガソリン計量機工業会 

２ 実施事項 

危険物安全週間中には、危険物施設における保安体制の整備促進、危険物に関する知識の啓

発普及及び危険物保安功労者の表彰を重点事項として、各地域において様々な行事が行われま

す。 

特に、消防庁が行った危険物施設における火災及び流出事故についての深刻度評価指標等を

用いた分析にも留意しながら、危険物等に係る重大事故の発生の防止という目標に向けた取組

について、本週間中に積極的に実施します。 

―以下省略― 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における事故概要（平成２９年度中）」の 

公表                       

 （平成３０年５月２９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２９年中の事故概要を取りまとめたので公表します。 

 
１  事故件数  

平成２９年中の事故総件数は２５２件で、前年と同数でした。地震による事故は発生してい

ません。  

主な事故の内訳は、火災１３０件（前年１２０件）、漏えい１１５件（前年１２１件）とな

っています。  

負傷者が発生した事故は１０件で、１５名が負傷しています。なお、死者は発生していませ

ん。  

また、主な事故の発生原因は、腐食疲労等劣化６２件、維持管理不十分４０件、操作確認不十

分３３件となっています。 

 

連絡先 消防庁危険物保安室 

菊地、大西 

TEL 03-5253-5111(代表) 

TEL 03-5253-7524(直通) 

FAX 03-5253-7534 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_2.pdf
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―以下省略― 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_3.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 

（平成３０年５月２９日、消防庁） 

石油コンビナート等では、ひとたび災害が発生すれば被害が甚大なものとなることから、事業

所に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。  

消防庁では、自衛防災組織の技能及び士気を向上させ、石油コンビナート等の防災力を強化す

ることを目的に平成２６年度から技能コンテストを行っています。 

５回目となる本年度は、以下のとおり行いますのでお知らせします。 

 

１ 実施時期及び場所  

平成３０年１１月５日の「津波防災の日」の前後約１か月間に各特定事業所内において実技

競技を実施します。  

２ 参加組織の募集  

石油コンビナート等における特定事業所の自衛防災組織及び共同防災組織を対象とし、管轄

消防本部を通じて募集します。  

※ 参加希望組織は、平成３０年６月２２日（金）までに管轄消防本部を通じて応募してくださ

い。  

（詳細は http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_18.htmlを参照） 

―以下省略― 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_4.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 

（平成３０年６月１日、消防庁） 

我が国は、その自然条件から、地震、水害などの災害が発生しやすい特性を有しており、こう

した災害はどこでも起きる可能性があります。  

災害時には、短期間の内に膨大な業務に対応・処理することが求められ、市町村長はリーダー

シップを十分発揮し、的確な災害危機対応を行う必要があります。  

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。 

【概要】  

１ 日 時 平成３０年６月６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  

（連絡先）消防庁特殊災害室  

担 当 吉岡課長補佐、藤原係長、根本事務官  

電 話  ０３－５２５３－７５２８（直通）  

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３８ 

（連絡先）消防庁特殊災害室  

担 当 吉岡課長補佐、藤原係長、今土事務官  

電 話 ０３－５２５３－７５２８（直通）  

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３８ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_3.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/05/300529_houdou_4.pdf
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①  総務大臣、内閣府防災担当大臣挨拶  

②  災害を経験した市長による講演  

大分県日田市長 原田 啓介 氏  

③  市町村長の危機管理対応について  

東京大学大学院情報学環 総合防災情報研究センター 特任教授 片田 敏孝 氏  

④  市町村の災害対応能力の強化に向けて  

消防庁国民保護・防災部長 杉本 達治 

 

―以下省略― 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/06/300601_houdou_1.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

◆ 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の結果及び改正省令等の 

交付 

                         （平成３０年６月１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

５日から平成３０年４月４日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、１３件の御

意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則等の一部を改正する省令」

等を公布しましたのでお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）が平成３０年６月１５日に施行され、住宅宿泊

事業法の施行期日を定める政令（平成２９年政令第２７２号）により、住宅宿泊事業に係る事

前の届出が同年３月１５日より開始されることが決定されたこと、及び旅館業法施行令の一部

を改正する政令（平成２８年政令第９８号）が平成２８年４月１日に施行され、客室の最低面 

積基準が収容定員一人当たり３．３㎡以上とするよう緩和されたとともに、「簡易宿所営業に 

おける玄関帳場等の設置について」（平成２９年１２月１５日付け生食発１２１５第３号）に  

より、複数の簡易宿所において共同で玄関帳場等を設置する場合の取扱いについて示されたこ

とに伴い、共同住宅の一部が消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）別表第一（５）項イの

用途に供される防火対象物が今後増加することが想定されることから、こうした施設における

消防用設備等の設置基準を合理化する等の整備を行うものです。 

 

―以下省略― 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/06/300601_houdou_2.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

◆ 「第２７回全国救急隊員シンポジウム」一般演題募集 

                          （一般財団法人 救急振興財団） 

一般財団法人救急振興財団より、情報提供がありましたので、お知らせします。 

 ＜連絡・問い合わせ先＞  

消防庁国民保護・防災部防災課  

光永災害対策官・和田係長・中野事務官  

Tel 03-5253-7525 Fax 03-5253-7535 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 塩谷専門官、四維係長、 

松葉、大矢、馬場、祝迫 

TEL 03-5253-7523（直通） 

FAX 03-5253-7533 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/06/300601_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/06/300601_houdou_2.pdf


「第２７回全国救急隊員シンポジウム」一般演題募集 

 第２７回全国救急隊員シンポジウム（高松市消防局・救急振興財団共催）の一般演題を下記のとおり募集いたします。 

 ◎ 開催日 平成３１年１月２４日（木）・２５日（金） 

 ◎ 会 場 サンポートホール高松、かがわ国際会議場（高松市サンポート２－１） 

       レクザムホール（高松市玉藻町９－１０） 

【募集期間】 

平成３０年６月１日（金）から８月１７日（金）まで（※締め切り後の登録は、一切認めません）。 

【応募資格】 

 消防職員を対象とします。 

【募集演題】 

分類 テ ー マ 

救
急
需
要
対
策 

(1) 救急安心センター事業（♯7119）に関すること 

(2) 119番通報時や救急現場での緊急度判定に関すること 

(3) 搬送困難事例への対応（頻回利用、精神科等）に関すること 

(4) 一般負傷や疾病の予防等に関すること 

(5) 超高齢社会における救急業務の対策に関すること 

(6) 救急搬送の増大の要因に関すること 

(7) 救急隊員の労務管理に関すること 

連 

携 

(8) 関係機関（医療機関、福祉、民間、行政等）との連携（転院搬送含む）に関すること 

(9) メディカルコントロール協議会との連携（救急活動プロトコルの検討等を含む）に関すること 

(10) ドクターカー・ドクターヘリとの連携に関すること 

教 

育 

(11) 指導救命士に関すること 

(12) 通信指令（口頭指導、通信指令員の救急に係る教育等を含む）に関すること 

(13) 救急隊員教育（再教育含む）に関すること 

活 

動 

(14) 救急活動に関すること（内因性） 

(15) 救急活動に関すること（外因性） 

(16) 救急活動に関すること（妊婦・小児対応） 

(17) 処置範囲拡大に関すること 

(18) テロ災害、多数傷病者事故に関すること 

(19) 大規模災害（南海トラフ地震を含む）に関すること 

(20) 特異症例に関すること 

そ
の
他 

(21) 応急手当普及啓発（eラーニング、講習時間短縮等の普及促進策を含む）に関すること 

(22) 調査・研究（統計含む）に関すること 

(23) 救急資器材（ICT含む）に関すること 

(24) 各消防本部における救急業務の工夫した取り組みに関すること 

(25) その他 

【募集演題数】 

 ２２４演題 

【応募方法】 

 下記ホームページの「一般演題募集」の「演題登録はこちら」から必要事項を記入し登録してください。 

第27回全国救急隊員シンポジウム専用ホームページアドレス「http://www2.convention.co.jp/99sympo27/」 

 ※ 上記ホームページに掲載の「一般演題募集要項」に同意の上、ご応募ください（要項の条件を満たさないものは選考の対象

外となります）。 

【演題の採否について】 

 全国救急隊員シンポジウム運営委員会委員長により推薦された、医師及び消防関係者で構成される「査読委員会」において選考

を行い、選考結果については、１０月中旬頃までに演題登録時に記入するメールアドレスへ電子メールで通知します。 

【その他】 

 シンポジウムの開催及び一般演題募集の詳細につきましては、上記ホームページをご参照ください。 

 【主催事務局】 

一般財団法人 救急振興財団 企画調査課 

〒192-0364  東京都八王子市南大沢4-6 

【運営準備室】 

日本コンベンションサービス株式会社 

〒100-0013  東京都千代田区霞が関1-4-2 

TEL: 03-3508-1214  FAX: 03-3508-1302 

E-mail: 99sympo27@convention.co.jp 

情報提供 

kikaku-honoo
長方形
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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 

mailto:weekly@fcaj.gr.jp

