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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

◆  世界文化遺産 清水寺において京都市消防局長特別査察を実施 

京都市消防局（京都） 

京都市消防局では、令和元年７月１１日（木）、「古都京都の文化財」として世界文化遺産に登録

されている清水寺において、京都市独自の防火運動である「夏の文化財防火運動（７月１２日（金）

～１８日（木））」に先駆け、多くの報道陣が見守るなか、消防局長による特別査察を行いました。 

本年４月、同じく世界文化遺産であるフランス・パリ市のノートルダム大聖堂で発生した火災

の恐ろしさを風化させまいと、京都市内の文化財社寺へは初めてとなる消防局長による特別査察

を行い、消防用設備、防災施設の維持管理状況及び自主防火管理体制について点検を行うととも

に、改修工事中の本堂における出火防止、消火準備等についても確認を行いました。 

 

                                       

訓練・演習 

◆  運転技術向上訓練を実施 

橋本市消防本部（和歌山） 

 橋本市消防本部では、令和元年６月２０日（木）から７月４日（木）までの２週間、市内自動車

教習所の協力のもと、定休日のコースを開放していただき、運転技術向上訓練を実施しました。 

今回の訓練では、車両の特性を理解しながらの狭隘道路の走行、併せて小隊長からの車両誘導

との連携をポイントとして、若手職員が中心となり、訓練に取り組みました。 

 安全かつ迅速な運転操作が習得できるよう、今後も継続して実施する予定です。 
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【特別査察の様子】  

 

【走行訓練の様子】  
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◆  泡放射訓練を実施 ～いかなる災害にも備え～ 

伊丹市消防局（兵庫） 

 伊丹市消防局では、令和元年７月５日（金）、泡消火技術の向上を図るため、ニッタン電子株式

会社伊丹工場の協力を得て、若手職員を中心とした泡放射訓練を実施しました。 

 泡放射訓練は、泡廃液の環境問題から実際に泡を放射する機会がないため、廃液貯蔵施設のあ

る実験棟で、実際に泡放射が実施できたことは非常に貴重な経験となりました。 

 今後も、官民の連携を密にし、知識及び技術の向上を図りながら、いかなる災害にも対応でき

るよう日々訓練を行い、安全・安心のまちづくりの実現を目指していきます。 

 

 

 
 

 

◆  精強な自衛消防隊を区長が視察 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁練馬消防署では、令和元年７月１１日（木）、練馬区役所において、「練馬区で震度６

弱の地震が発生」との想定で、自衛消防訓練を実施し、その様子を前川練馬区長をはじめ教育長

らが視察しました。 

この訓練には、区役所職員の中から選抜された５０人の自衛消防隊員が参加し、地震発生から

庁舎内の避難完了まで、一連の自衛消防活動を行った後、初期消火及び応急救護の部分訓練を行

い、災害対応力の向上を図りました。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を来年に控え、より精強な自衛消防隊を

目指し、区職員と一丸となって、区民の安全を守ってまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

【泡放射訓練の様子】  

 

【訓練開始報告の様子】  

 

【訓練の様子】 
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研 修 等 

◆ 手話及び外国人とのコミュニケーション研修を実施 

福島市消防本部（福島） 

福島市消防本部では、令和元年７月３日（水）及び７月４日（木）の２日間、福島市市民会館に

おいて、「手話及び外国人とのコミュニケーション研修」を実施しました。 

当研修は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の野球・ソフトボール競技開

催地である福島市へ、大勢の来訪者が見込まれることから、職員のコミュニケーション能力向上

を目的としたものです。 

「手話研修」は、福島市障がい福祉課の「手話出前講座」を活用し実施しました。聴覚に障がい

がある方と会話をするには、手話だけでなく、表情や身振りを加えることが重要であり、表情や

身振りは、外国人とコミュニケーションを図る際にも有効であることを学びました。 

また、「外国人とのコミュニケーション研修」では、今年５月に全国市町村国際文化研修所（滋

賀県）で研修を受講した消防職員が講師を務め、相手の文化、宗教を理解することや「やさしい日

本語」の重要性について情報を共有できたことから、大変有意義な研修となりました。 

 

 

 

◆  職場におけるハラスメント防止研修会を開催 

上益城消防組合消防本部（熊本） 

上益城消防組合消防本部では、令和元年７月９日（火）及び１１日（木）の日程で、当消防本部

３階多目的ホールにおいて、全職員を対象としたハラスメント研修会を開催しました。 

 研修会にあたり、ゆあさいどくまもと（公益社団法人くまもと被害者支援センター内）より波

口恵美子様を講師に招き、主に職場におけるパワーハラスメント並びにセクシュアルハラスメン

トに重点を置いた講義を、具体例を交えて約２時間にわたり実施していただきました。 

 当研修会を通じ、職員一人ひとりがハラスメントに関する知識と理解を深めることが出来たよ

うに感じます。 

今後、ハラスメントの防止はもとより、地域住民への信頼回復、また職員同士が信頼し合える

風通しの良い職場作りに向け、職員一丸となって職場におけるハラスメント撲滅に取り組んでま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【研修会の様子】  

 

【手話研修（手話出前講座）】  

 

【外国人とのコミュニケーション研修】  
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◆  ホームヘルパーを対象とした火災予防講習会を開催 

東大阪市消防局（大阪） 

東大阪市消防局では、令和元年７月１２日（金）、ホームヘルパーやケアマネージャーを対象と

した火災予防講習会を開催しました。 

近年の住宅火災の傾向として、高齢者宅で発生する火災は死者が発生するケース、全焼にまで

発展するケースが目立っています。高齢者宅の火災を防ぐため、まずは火災を発生させない環境

作りが大事であると考え、家庭内で発生しやすい火災事例やその対策について、高齢者宅を実際

に訪問する方々に火災予防について学んでいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

◆  ラグビーワールドカップを控え「高度救助隊」を発足 

熊谷市消防本部（埼玉） 

熊谷市消防本部では、令和元年７月１日（月）、「高度救助隊」を発足し、熊谷消防署に配置しま

した。 

熊谷市は、ラグビーワールドカップ２０１９TMの地元開催を控えているほか、ジャパンラグビート

ップリーグ所属チームが拠点を構えることが決定しており、今後懸念されるＮＢＣテロ災害等を含め

た大規模災害に対処する救助体制の強化を図るため、従前から高度救助資機材の整備や隊員の教育な

ど準備を進めてきました。 

７月３日（水）に執り行われた発足式では、消防長から隊員一人一人に隊員章が授与され、救

助隊長が決意表明を行いました。倒壊建物からの救出訓練を視察した来賓者からは、高度救助隊

に対する期待の声が寄せられました。 

 

 

 

【訓練の様子】  

 

【高度救助隊の集合写真】  

 

【講習会の様子】  
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◆  カバヤ食品株式会社と官民連携で熱中症予防の呼びかけ運動を実施 

岡山市消防局（岡山） 

岡山市消防局では、令和元年７月５日（金）、岡山駅において、予防救急の一環として熱中症予

防の呼びかけ運動を実施しました。 

今回の呼びかけ運動は、熱中症が発生しやすい時期を迎える前に、当市に本社を置くカバヤ食

品株式会社と官民連携し、熱中症予防の啓発活動を行ったものです。 

実施内容については、消防職員が実際の現場活動で着装する衣服や装備を身にまとい、岡山駅

利用者に対して元気に広報紙及びカバヤ食品塩分タブレットを８００部配布しました。 

 当消防局では、今後も官民連携を図り、効果的な普及啓発活動を実施してまいります。 

   
   

 
 

 

◆  第４０回原子力発電所等所在市町村消防情報連絡会総会を開催 

原子力発電所等所在市町村消防情報連絡会事務局 

石巻地区広域行政事務組合消防本部（宮城） 

原子力発電所等が所在する全国１５消防本部（会員）で組織する原子力発電所等所在市町村消

防情報連絡会では、令和元年７月１１日（木）、愛媛県八幡浜市において、第４０回総会を開催し

ました。 

 今回の総会では、原子力規制庁伊方原子力規制事務所の上杉原子力防災専門官、愛媛県南予地

方局の菊池八幡浜支局長、開催地八幡浜市から大城市長ら８名の来賓を迎え、各消防本部が抱え

る原子力防災に関する諸問題についての情報交換等が行われました。 

 また、来賓の皆様からの助言や御指導をいただくなど、原子力防災対策を考慮する上で大変有

意義な会議となり、会員相互の情報連絡体制が更に強化されたものとなりました。 

 なお、令和２年度総会は、岩内・寿都地方消防組合消防本部（北海道）において開催されること

となりました。 

   
 

 

 

 

【呼びかけ運動の様子】  

 

【参加職員の集合写真】  

 

【総会の様子】  
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◆  消防協力者へ感謝状を贈呈 

稲敷広域消防本部（茨城） 

稲敷広域消防本部では、令和元年７月３日（水）及び７月１１日（木）、２件の救急事案におけ

る消防協力者に対し、感謝状を贈呈しました。 

 平成３１年３月４日（月）、中学校体育館において男性１名が、同年４月２２日（月）、店舗内で

買い物客の男性１名が突然倒れ、心肺停止状態になりました。 

２件の事案とも、現場に居合わせた方々や店舗従業員の方々が連携して、迅速な通報、的確な

胸骨圧迫及びＡＥＤを装着して電気ショックを行いました。救急隊到着時に男性２名ともに呼吸、

脈拍が再開しており、病院で治療後、後遺症もなく社会復帰されました。 

現場に居合わせた方々や、店舗従業員の方々による連携した積極的な勇気ある行動により、尊

い２名の方の命が救われました。 

   
 

 

 

 

◆  株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと「ＡＥＤ設置に係る基本協定書」調印式を実施 

上尾市消防本部（埼玉） 

上尾市消防本部では、令和元年７月１１日（木）、上尾市消防本部において、株式会社セブン‐

イレブン・ジャパンと「ＡＥＤ設置に係る基本協定書」調印式を執り行いました。 

 これにより、同日から市内のセブン‐イレブン各店舗にＡＥＤを設置し運用を開始しました。 

従来は利用できなかった時間帯や場所でも、ＡＥＤを利用できるように整備し、救命率の向上

を目指します。 

 

 

 

 

 

 

【調印式の様子】  

 

【贈呈式の記念写真】  
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◆  湖北地域消防本部・長浜消防署新庁舎の竣工式を挙行 

湖北地域消防本部（滋賀） 

湖北地域消防本部では、令和元年７月１１日（木）、湖北地域消防本部・長浜消防署の竣工式を

挙行しました。 

 組合議員や消防・防災関係者をはじめ、多くの方々にご列席いただき、新庁舎の完成を祝うテ

ープカットや設計・建設等にご尽力いただいた皆様へ感謝状の贈呈を行いました。 

長浜市・米原市の防災拠点として整備された新庁舎は、鉄骨造５階建て延べ床面積約４０００

平方メートルで、従来にはなかった女性専用スペースを設けるほか、仮眠室の個室化を図る等、

職場環境が大きく改善されました。 

また、消火器の取り扱い方法が学べる消防設備実演室や、停電時に７２時間連続運転可能な自

家発電設備を設けています。 

令和の時代とともにスタートとしたこの庁舎をフル活用し、地域住民の期待に応えられるよう

職員一丸となり、消防業務にまい進してまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 
 

 

◆  住宅用火災警報器の設置促進についてＰＲ 

小樽市消防本部（北海道） 

小樽市消防本部では、令和元年７月１２日（金）、市内の医療施設増築工事現場の仮囲いに、住

宅用火災警報器の設置促進及び本市消防本部をＰＲするための広報シートを、工事を担当する特

定建設工事共同企業体（ＪＶ）の全面協力により、来年６月まで設置していただくことになりま

した。 

当市は、住宅用火災警報器の設置率が全国平均を下回っており、高齢化率も他都市と比べて高

い状況にあるため、一人でも多くの市民に見ていただくことで、住宅防火に対する意識と興味を

持ってもらえればとの思いで企画しました。 

住宅火災による人的被害を発生させないため、これからも積極的に防火普及啓発及び火災予防

広報を進めてまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【竣工式テープカットの様子】  

 

【新庁舎の外観】  

 

【広報シート設置の様子】 
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◆  人命救助活動協力者に感謝状を贈呈 

大牟田市消防本部（福岡） 

大牟田市消防本部では、令和元年７月１２日（金）、人命救助に貢献いただいた夢コーポレーシ

ョン株式会社夢屋大牟田店に対し、馬場消防長から感謝状を贈呈しました。 

 当事案は、同年５月２９日（水）１８時頃、夢屋大牟田店の駐車場に女性が倒れているのを従業

員が発見、その場から無線機にて職員に周知し、従業員３名で協力して１１９番通報、ＡＥＤ搬

送、脈・呼吸の観察及び救急車の誘導を行ったも

のです。女性は心肺停止状態であったため、ＡＥ

Ｄを装着してショックを１回実施し、救急隊に

引き継がれました。 

早期かつ適切な対応により、女性は救急車内

で心拍及び自発呼吸も再開した状態で病院に搬

送され、後遺症もないとのことです。  

被表彰者らは、「とにかく助けなければという

一心だった。」「ＡＥＤを使うのは初めてだった

が、以前受けた訓練を思い出しながら、機器の指

示に従って使用した。」と話されました。 

 

 

 
 

 

◆  救急協力者に対する感謝状を贈呈 

池田市消防本部（大阪） 

池田市消防本部では、令和元年７月１８日（木）、救急協力者の方々に対し、大西消防長から感

謝状を贈呈しました。 

当事案は、平成３１年３月１３日（水）１５時３８分ごろ、駅構内において電車待ちをしていた

高齢男性が、何の前ぶれもなく突然倒れ心肺停止に陥りました。その際、駅を利用していた看護

師１名と駅職員３名が連携して１１９番通報と胸骨圧迫を行うとともに、駅に設置されていたＡ

ＥＤを使い、電気ショックを実施しました。 

救急隊が到着した際には、高齢男性の意識と呼吸は回復しており、入院加療を経て、約１か月

で無事に社会復帰を果たされました。 

現場に居合わせた看護師１名と駅職員３名の迅速且つ適切な行動が、一人の高齢男性の尊い命

を救いました。 

  
 

 

 

 

 

【感謝状贈呈の様子】  

 

【人命救助協力者の皆さん】  
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◆  初任教育生を対象に熱中症対策勉強会を開催 

京都府立消防学校 

京都市消防学校 

 京都市消防学校では、令和元年７月１２日（金）、猛暑での訓練対策として、初任教育生に対し、

熱中症対策の勉強会を開催しました。 

平成２９年度から京都府立消防学校と初任教育を共同で実施しており、今期は両学校合わせて

１００名の初任教育生が教育訓練に励んでいます。 

消防学校での教育訓練を安全かつ円滑に実施

するためには熱中症対策が必須であり、本校で

も初任教育生に対して、入校当初から熱中症に

関する講義を行っています。 

今回は、一般財団法人全国消防協会賛助会員

であり、京都府・京都市とも協定を締結している

大塚製薬株式会社の協力を得て、水分補給のポ

イントや日々のコンディショニング対策につい

て改めて勉強するとともに、新しい知識として、

深部体温の上昇を効果的に抑制する方法につい

ても学ぶことができました。 
 

 

 

 

 

報道発表 

◆  株式会社レオパレス２１が施工した共同住宅における消防法令等への不適合 

（令和元年７月１２日、消防庁） 

〇 今般、（株）レオパレス 21から消防庁に対し、以下の報告がありました。詳細については、本

日同社が発表している別添資料を参照ください。（別添省略） 

・（株）レオパレス 21 が施工した 267 棟の共同住宅において、界壁が耐火構造又は準耐火構造

に、外壁又は天井部が準耐火構造に適合しないことにより、消防法又は火災予防条例の基準

に違反するおそれがあること。 

・上記 267 棟に加え、（株）レオパレス 21 が施工した 3,964 棟の共同住宅についても、消防法

又は火災予防条例への適合状況を含め、その建築構造等を調査中であること。 

・関係消防本部に対し、消防法及び火災予防条例の違反状況について速やかに報告するととも

に、界壁等の改修工事が完了するまでの間の暫定的な防火対策を含む今後の対応を協議する

こと。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190712_yobou_2.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（連絡先）  

消防庁予防課  

担 当：塩谷・田中（設備係）  

電 話：03-5253-7523 

【勉強会の様子】  

 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190712_yobou_2.pdf
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◆  「第２４回防災まちづくり大賞」の事例募集 

（令和元年７月１７日、消防庁） 

「防災まちづくり大賞」は、地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優

れた取組や、防災・減災、住宅防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を表彰し、広く全国

に紹介することにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを

目的として実施しています。 

阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、２４回目となる本年度は、本日から令和元

年９月３０日（月）までの間、取組事例を募集します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3694ababb2a8ac701939bf678be247c0d67

1dce6.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

機関誌「ほのお」記事募集 
一般財団法人全国消防協会では、機関誌「ほのお」に関して、各消防本部より次の投稿記事

を募集しています。 

①トップ・セカンド記事 

②知識・技術の伝承―教えて！消防技術― 

③女性職員の活躍・推進  

※①・②・③の執筆要領等の詳細は、週間情報№０１１７又は機関誌「ほのお」２０１９年４ 

号（４／２５発刊）を参照願います。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」担当：企画課 石井 

原稿データは、kikachosei@fcaj.gr.jpに送信願います。 

 

③ 消防ワイド 

 ※１５０文字程度（１６０文字以内）の原稿Wordデータ及び画像データはWord等に貼り付 

けずに、ＪＰＥＧデータのまま送付してください。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」（消防ワイド）担当：情報管理課 渋谷 

原稿データは、joho-sys@fcaj.gr.jpに送信願います。 

 

ご投稿をお待ちしております。 

※添付ファイルの容量が５ＭＢを超える場合は、分割して送信願います。 

 ＜問合せ先＞  

消防庁国民保護・防災部地域防災室  

藤ノ木課長補佐、高山係長、北川事務官  

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576  

E-mail：chiikibousai@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3694ababb2a8ac701939bf678be247c0d671dce6.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/3694ababb2a8ac701939bf678be247c0d671dce6.pdf
mailto:kikachosei@fcaj.gr.jp
mailto:joho-sys@fcaj.gr.jp
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週間情報への投稿は企画課へ！ 
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。 

TEL：03-3234-1321 / E-mail：weekly@fcaj.gr.jp 

記事の投稿に関する注意点 

・配信日（原則火曜日）から２週間以内のイベント、訓練等を中心に掲載しています。 

・文章は、Wordで２００字～４００字程度で作成をお願いします。 

・写真は、１枚～２枚を Wordに貼り付けて送付してください。 

（貼り付けできない場合は、JPEG画像データを送付してください。） 

・掲載が決定した場合のみ、担当者よりメールを返信させていただきます。 

TEL：03-3234-1321「週間情報」担当：企画課 清田 

mailto:weekly@fcaj.gr.jp

