
1 

 

週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

 

◆ 消防フェスティバル２０１８を開催 

岳南広域消防本部（長野） 

 岳南広域消防本部では、平成３０年９月２日（日）、中野市総合防災訓練「防災フェア２０１８」

と併せて「消防フェスティバル２０１８」を開催しました。 

 誰でも参加できる体験訓練として、放水体験、煙体験及び救助体験を行うとともに、ミニ消防

車の乗車体験など、各種体験コーナーを設けました。 

また、今年は、長野県中野市で郷土玩具として古くから親しまれてきた中野土人形（中野土び

な）で、全国消防イメージキャラクターの「消太」をかたどって白塗りにし、その上から好みの色

や表情をつける絵付け体験も行い、各ブースとも大いに盛り上がるイベントとなりました。 

 このイベントを通じて、参加された方々に、火災予防・防災に関する意識の高揚及び知識の向

上を促すことができ、楽しみながら消防・防災への関心を更に深めていただきました。 
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【中野土人形で制作した「消太」】  

 

【土人形絵付けの様子】  
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◆  第２回福島県女性消防吏員座談会を開催 

郡山地方広域消防組合消防本部（福島） 

 郡山地方広域消防組合消防本部では、平成３０年９月３日（月）、第２回福島県女性消防吏員座

談会を開催しました。 

第一部では、川崎市消防局（神奈川）より、消防庁女性活躍推進アドバイザーの熊谷智子氏をお

招きし、ご講演いただきました。 

第二部では、福島県内各消防本部の女性消防吏員や人事担当者等を交えた座談会を実施し、活

発な意見交換を行いました。 

 

 

 

◆  「一宮市救急フェア」を開催 

一宮市消防本部（愛知） 

 一宮市消防本部では、平成３０年９月８日（土）、イオンモール木曽川において、「一宮市救急フ

ェア」を開催しました。 

 このイベントは、「救急医療週間」の行事の一環として、救急業務及び応急手当の重要性につい

て、市民の方に理解を深めてもらうことを目的として開催し、応急手当の体験及び救急車の適正

利用について、普及・啓発を行いました。 

 当日は、一宮市のマスコットキャラクター「いちみん」による救急○×クイズ、応急手当体験、

救急隊員体験、一斉胸骨圧迫（２５人分用意された人形に、２分間一斉に胸骨圧迫を行うもの）、

消防音楽隊ミニコンサート及びぬりえを行い、多くの市民の方に参加していただきました。 

 

 

 

 

 

【座談会の様子】  

 

【参加者の集合写真】  

 

【応急手当体験】  

 

【「いちみん」による救急○×クイズ】  
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◆  消防本部発足５０周年記念事業「消防救急フェア」を開催 

城陽市消防本部（京都） 

 城陽市消防本部では、平成３０年９月８日（土）、市内の公共施設において、消防本部発足５０

周年記念事業として、子供から大人までが楽しめる「消防救急フェア」を開催しました。 

 イベントでは、ステップバイステップ救急法体験、塗り絵コーナー、ちびっこ救助訓練、ミニ消

防車の乗車体験、救助車の展示・開放、ちびっこ防火服着用体験、消火器取扱体験及び起震車体験

を行い、各ブースとも長蛇の列ができ、大きな盛り上がりを見せていました。 

また、参加者からは、「来年も実施してほしい。」などの声をいただき、消防業務への理解を深め

る良い機会となり、防災意識の向上を図ることができました。 

 

 

 

 

 

◆  大型商業施設において救急フェアを開催～多くの市民が「救急」を体験～ 

加古川市消防本部（兵庫） 

加古川市消防本部では、救急の日となる平成３０年９月９日（日）、市内にある大型商業施設

のニッケパークタウンにおいて、応急手当に対する市民の理解を深めるとともに、救急車の適正

利用を呼び掛けるため、救急フェアを開催しました。 

イベントでは、加古川市のマスコット「ウェルピー」が出迎えるなか、小さな子どもから大人ま

で、多くの市民が来場し、胸骨圧迫、ＡＥＤを使用した応急手当の実技及び模擬１１９番通報を、

スタンプラリー形式で体験していただきました。 

参加した市民からは、「親子で救急について楽しく体験できた。」との声が寄せられました。 

 

 

 

【救助車の展示・開放】  

 

【ステップバイステップ救急法体験】  

 

【イベントの様子】  
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◆  救急救護協力者に対する消防長感謝状贈呈式を実施 

松本広域消防局（長野） 

松本広域消防局では、平成３０年９月１０日（月）、救急救護協力者２名及び１団体に対し、消

防長から感謝状を贈呈しました。 

当事案は、平成３０年８月１０日（金）、安曇野市内のゴルフ場で、ラウンド中の５０代男性が

突然倒れて心肺停止状態となったところ、同伴していた２名が、１１９番通報及び胸骨圧迫を直

ちに行い、ゴルフ場の職員が、施設に設置された

ＡＥＤで除細動を行いました。さらに、広いゴル

フ場内を従業員が連携して、適切に救急隊を現

場まで誘導するとともに、ドクターヘリの緊急

離着陸にも協力しました。 

バイスタンダーとなった２名及び従業員によ

る迅速かつ適切な応急手当等により、救急隊到

着時には心拍・呼吸が再開しました。 

傷病者を社会復帰へと導いた功績及び模範と

なる行動を称え、バイスタンダー２名及びゴル

フ場に対し、消防長より感謝状を贈呈したもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

訓練・演習 

◆  県下唯一の伝建地区で防災検証訓練を実施 

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３０年９月２日（日）、県内で唯一の「国の重要伝統

的建造物群保存地区」である焼津市花沢地区において、地域住民、ＮＰＯ法人災害情報センター

（早稲田大学）、焼津市役所及び消防団が連携し、災害発生時の半鐘音の検証及び消火器による初

期消火訓練並びに放水訓練を行いました。 

 今後も、地域住民と関係機関が連携して訓練・検証を繰り返し、地域特性に応じた防災体制の

確立を図ってまいります。 

 

【贈呈式後の記念写真】  

 

【検証・訓練の様子】  
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◆  消防署・消防団合同訓練を実施 

海老名市消防本部（神奈川） 

 海老名市消防本部では、平成３０年９月２日（日）、海老名市消防署南分署において、消防署と

消防団のさらなる連携強化を図る目的で、合同訓練を実施しました。 

消防団は、地域における消防防災力の要であり、大規模災害発生時には、消火・人命救助など、

初期活動の重要な担い手となるため、各種災害に対応できるよう想定を示し、消火訓練、資機材

取扱訓練、傷病者搬送訓練及び多数傷病者発生時におけるトリアージ訓練を行いました。 

今後も、合同訓練を継続的に実施し、消防署及び消防団の連携強化を図ります。 

 

 

 

 

 

◆  実火災体験型訓練を実施！ 

釧路市消防本部（北海道） 

釧路市消防本部では、平成３０年９月３日（月）、日本唯一の坑内掘り炭鉱で石炭を生産してい

る釧路コールマイン株式会社協力のもと、訓練坑道内で実火災体験型訓練を実施しました。 

この訓練は、救助隊員養成を目的として実施される「レスキュートレーニング」カリキュラム

の一環として実施しました。 

実災害に近い訓練環境を作るため、実際に薪を燃やし、訓練坑道内は濃煙熱気に包まれました。 

訓練を通し、専門的知識を深めるとともに、消火・救助技術を高めることができました。 

 

 

 

 

 

 

【資機材取扱訓練の様子】  

 

【傷病者搬送訓練の様子】  

 

【訓練の様子】  
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◆  お客様を守れ！ＪＲ池袋駅で大規模総合防災訓練を実施 

東京消防庁（東京） 

 東京消防庁豊島消防署では、防災週間中の平成３０年９月３日（月）、ＪＲ池袋駅において、

ＪＲ職員や飲食店舗等のテナント関係者約２００名が参加し、大規模総合防災訓練を実施しまし

た。 

訓練は、首都直下型地震が発生し、駅構内の

飲食店から出火したという想定で実施し、消火

活動には、自衛消防訓練審査会で優勝した当駅

の女子自衛消防隊が駆けつけ、屋内消火栓によ

る消火活動、乗降客の避難誘導及びコンコース

内で応急手当訓練等を実施しました。 

当署では、鉄道駅のほか、ホテル等の宿泊施

設や大規模物品販売店舗等に対し、各種災害対

応につながる実戦的な訓練の実施を促進し、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技

大会に参加・観戦される方の安全・安心の確保

を目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

◆ 国を代表する大型放射光施設ＳＰｒｉｎｇ－８で合同防災訓練を実施 

西はりま消防本部（兵庫） 

西はりま消防本部では、平成３０年９月７日（金）、佐用町光都にある世界最高性能の輝度を持

つ放射光を用いて実験・研究を行っている大型放射光施設ＳＰｒｉｎｇ－８において、当消防本

部と構内に所在する理化学研究所などの関係機関による合同防災訓練を実施しました。 

 この訓練は、震度５弱の地震により、負傷者が多数発生しているとの想定で行いました。 

訓練は、事業所の職員約１０００人による避難訓練から始め、心肺蘇生を含めた応急救護、消

防隊による出火建物への放水、屋上・建物内からの負傷者救出、救護所の設営及びトリアージの

実施など、災害発生時の一連の流れを想定し、実災害に近い臨場感及び緊張感のある訓練となり

ました。 

今後も、継続的に訓練を実施し、円滑に現場活動を実施できるよう、各関係機関と連携を図っ

ていきます。                  

 

 

 
 

 

【防災訓練の様子】  

 

【防災訓練の様子】  

 

【大型放射光施設ＳＰｒｉｎｇ－８】  
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◆  多数傷病者事故対応訓練を実施 

                              長野市消防局（長野） 

長野市消防局鶴賀消防署では、平成３０年９月８日（土）、長野電鉄権堂駅（地下駅構内）にお

いて、鉄道車両内で傷害行為が発生し、多数の負傷者がいるとの想定で、大規模な多数傷病者事

故対応訓練を実施し、県、消防、警察、鉄道会社職員のほか、医療専門学校の学生等、約１３０人

が参加しました。 

 この訓練では、傷病者が多数発生した局所災害における長野県ＤＭＡＴの要請及び迅速な出動

までの対応を検証するとともに、現場救護所を設置し、ＤＭＡＴ医療チームと連携して救護活動

を実施しました。 

通常運行ダイヤのなかで、鉄道駅及び鉄道車両を使用した訓練をおこなったため、限られた短

い時間の中で訓練を実施する必要があり、その緊張感から、より実践的な訓練を行うことができ

ました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

◆  福祉研修会を開催 

                         豊田市消防本部（愛知） 

 豊田市消防本部では、平成３０年７月２６日（木）から９月３日（月）の間に計１８回、消防署

勤務の全職員を対象に、福祉研修会を開催しました。 

 今年度から新たな取組として始めた「救急搬送円滑

化事業」を効果的に推進する上で、福祉部局との連携

は必要不可欠となります。当研修会は、福祉関連の知

識を学ぶことで、高齢者等の救急搬送をより円滑にす

る目的で開催しました。 

 今後、更に進展する高齢化により、ひとり暮らしの

高齢者の増加など、消防だけでは対応が困難となる救

急案件等の増加が予想される中、救急搬送事例及び火

災対応事例を通じて、福祉の用語、制度及び相談窓口

を学ぶことで、福祉部局との連携の必要性を再認識す

ることができ、とても有意義な研修会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研修の様子】  

 

【訓練の様子】  
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そ の 他 

◆  予防技術資格者バッチを明示 

桑名市消防本部（三重） 

桑名市消防本部では、平成３０年９月１日（土）から、制服等に、予防技術資格者バッチを明示

しています。 

 バッチは、金色と銀色の２種類を作成し、防火査察、消防用設備等及び危険物の３区分のうち、

認定資格を１つ持っている者には銀色、２つ以上持っている者には金色のバッチを貸与します。 

立入検査等を行う際、予防業務のプロフェッショナルとしての自覚と責任を、有資格者職員に

持たせ、予防業務のスキルアップ及び人材育成を行うとともに、更なる火災予防の推進・強化を

図ります。 

 

◆  消防隊に救急資機材を搭載！ 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成３０年９月１日（土）から、救急事案に出場する消防車に、ＡＥＤ、

酸素吸入器、手動式人工呼吸器などの救急資機材を搭載しました。 

当消防局では、救急事案が発生した際、傷病者に対する適切な救急活動をより早急に行える

よう、救急隊だけでなく消防隊も併せて出動し、救急活動を支援する連携活動を実施していま

す。 

この連携活動体制を導入することで、救急要請現場近くの救急隊が出場中で不在でも、他の

消防署の救急隊が到着するまでの間に、消防車が先に到着し、早期に一次救命処置等を行うこ

とにより、傷病者の救命率向上が期待できます。 

今後は、救急隊員の資格を持った消防隊員が、早期に心肺蘇生等の応急処置を実施すること

で、より救命処置の効果を高めるとともに、救急隊と連携のとれた現場活動を行っていきます。 

 

 

 

【予防技術資格者バッチ】  

 

【搭載された救急資機材を装備する隊員】  

 

【酸素吸入器及びＡＥＤを使用した訓練】  
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◆ 高度救助隊を発足 

鹿島地方事務組合消防本部（茨城） 

 鹿島地方事務組合消防本部は、管内が２０１９年に開催する「いきいき茨城ゆめ国体」及び

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催地となっていることを受け、自

然災害やテロ災害等に対応するため、防災の日である平成３０年９月１日（土）、高度救助隊を

発足して神栖消防署に配置し、９月４日（火）に高度救助隊発足式を行いました。 

 当日は、組合管理者に対し、消防長による発足宣言、隊員に対し、胸章・エンブレムの交付及

び隊長による決意表明を行った後、高度救助資機材を使用し、地震・火災を想定した展示訓練を

行いました。 

 今後も、更なる技術・知識の向上を図り、市民の安心・安全を確保するため、邁進していきま

す。 

 

 

報道発表 

◆  平成３０年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）の決定 

（平成３０年９月１３日、消防庁） 

平成３０年防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者（消防関係）は、次のとおり決定しました。 

防災功労者内閣総理大臣表彰受賞者  １１団体  

（受賞者名等は、別添(省略)の受賞者名簿に記載されています。）  

 

（参考）  

防災功労者内閣総理大臣表彰は、毎年９月１日を「防災の日」とし、「政府、地方公共団体等

関係諸機関を始め、広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害について

の認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害

の軽減に資する」という趣旨に基づき、内閣総理大臣が表彰を行うものです。  

なお、表彰式の日時等については、後日内閣府から発表予定です。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/09/300913_houdou_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 
 

 

 

【新設された高度救助隊】  

 

【展示訓練の様子】  

 

連絡先  

消防庁総務課  

平嵜政策評価広報官・矢島係長  

TEL   03(5253)7521内線42171  

FAX   03(5253)7531 

 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/09/300913_houdou_1.pdf
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情報提供 

◆  ２０１９年度「全国統一防火標語」の募集について 

消防庁予防課 

消防庁では、家庭や職場・地域における防火意識の高揚を図ることを目的として、9月 14日(金)

から一般社団法人日本損害保険協会と共催で 2019年度の「全国統一防火標語」を募集しています。 

 入選作品は、消防庁の後援により同協会が制作する約 20万枚の防火ポスターに採用し、当該ポ

スターは全国の消防署をはじめとする公共機関等に掲示されるほか、防火意識の啓発・ＰＲ等に

活用されます。 

 1966 年度の募集から数えて、今回で 54 回目を迎えます。毎年多数の応募があり、2018 年度の

募集では全国から 18,151点の作品が寄せられました。 

消防庁の統計によると、2017年中の火災発生件数は 39,373件（前年比 2,542件増）、総死者数

は 1,456人（前年比４人増）と、前年と比べて増加し、多くの

被害・犠牲者が出ています。また、火災発生件数を出火原因別

にみると、たばこ・こんろ・たき火などの火の不始末など、日

常生活での不注意が招いた火災が上位を占めています。 

 火災の恐ろしさ、防火の大切さ、防火のポイントや手法など

を簡潔に表現した斬新な作品をお待ちしています。 

 

【募集期間】 

 2018年９月 14日(金)から 11月 30日(金) 

 

【応募方法】 

 パソコン・スマートフォン(一般社団法人 日本損害保険協

会ホームページ)から応募 

  

応募先 URL：https://boukahyougo.jp/ 

 

【発表】 

2019年３月下旬に、一般社団法人 日本損害保険協会ホーム

ページで、入選･佳作作品および入選･佳作入賞者を発表 

 

※詳細は、募集要項(https://boukahyougo.jp/)をご覧下さい。 

 

機関誌「ほのお」記事募集 
一般財団法人 全国消防協会では、平成３１年５月を目途に機関誌「ほのお」を一部改編す

ることとしており、次のとおり試行（２０１９年３号までの試行）として、新しいコーナーの

記事を募集しています。 

① 知識・技術の伝承-教えて！消防技術- 

② 女性職員の活躍・推進 

執筆要領等の詳細は、週間情報№３０３２又は機関誌「ほのお」２０１８年９号（９/２５

発刊予定）を参照願います。 

なお、消防ワイドについても随時、記事を募集しておりますので、引き続きご投稿お待ちし

ております。※消防ワイドは、１５０文字程度の原稿及びJPEG画像データをhonoo@ffaj-

shobo.or.jpに送信願います。 

 TEL：03-3234-1321（機関誌「ほのお」担当：原） 

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 

2018年度防火ポスターモデル 

小嶋 真子 さん 

https://boukahyougo.jp/
https://boukahyougo.jp/
mailto:honoo@ffaj-shobo.or.jp
mailto:honoo@ffaj-shobo.or.jp
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

