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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第２９回全国消防長会警防防災委員会を開催 

全国消防長会警防防災委員会 

 令和元年５月９日（木）、愛知県蒲郡市（蒲郡クラシックホテル）において、第２９回全国消防

長会警防防災委員会を開催しました。 

会議における議案審議等は次のとおりです。 

【議案審議】 

１  副委員長の選任について 

２ 第４８回全国消防救助技術大会の審判長及び審  

判部長の推薦について 

【情報交換】 

１ 日本語を話せない訪日外国人旅行者等の対応に  

ついて 

２ 大規模火災における各消防本部の取り組み及び  

装備について 

３ 緊急消防援助隊登録・派遣隊について 

４ 安全帯の使用及び特別教育の取り扱いについて 

５ 火災気象通報の運用の見直しに伴う対応について 

６ 共同住宅等において、消防活動中に損壊した物件に対する補償等の対応について 

７ 緊急消防援助隊応援時における住宅地図等の備えについて 

８ 水道法の一部を改正する法律に関する問題点について 

【情報提供】 

１ 最近の消防情勢について 

２ 神戸市内におけるマグネシウム混合物火災の事案概要について 

３ 消防防災ヘリコプターの安全運航体制に関する要望結果について 

４ 平成３１年度の消防研究センターの事業について 

５ 広域化、連携･協力に向けた消防力適正配置、強化検討に関する調査業務 

６ 二次製品等防火水槽等に使用されている昇降用ステップ不具合に係る改修進捗状況について 

７ 公益財団法人日本防炎協会の事業取組状況について 

【その他】 

次期開催地について 
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【警防防災委員会の開催状況】 
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◆ 第２８回全国消防長会総務委員会を開催 

全国消防長会総務委員会 

令和元年５月７日（火）、香川県高松市（ＪＲホテルクレメント高松）において、第２８回全国

消防長会総務委員会を開催しました。 

会議における議題審議は次のとおりです。 

【議題審議】 

１ 総務委員会副委員長及び常任委員の選任について 

２ 定年引上げ等に対する高齢者雇用の課題と対策に 

ついて 

（１）再任用制度から定年引上げによる６５歳定年 

   に移行する際の課題について 

 （２）再任用制度等を活用した６０歳以上の職員の 

雇用状況及び研修等について 

 （３）役職定年制の実施について 

 （４）現役職員に向けた研修等について 

３ 次期開催地について 

 

 

 

 

 
 

研 修 等 

◆  小隊長研修、警防指導者研修を実施 

西置賜行政組合消防本部（山形） 

 西置賜行政組合消防本部では、平成３１年４月２４日（水）及び２５日（木）の２日間、指導者

養成を目的とし、午前に座学による小隊長研修、午後に警防指導者を対象に実技訓練を実施しま

した。 

当消防本部では、職員の大量退職・採用に伴い、年齢構成が急激に若返ったことから、現場活動

の底上げを図るべく、平成２９年度から「現場活動基礎訓練」という訓練体制を構築し、若年層か

ら中間層を主な対象として、４月から１２月までの期間、２３種類の技術訓練と知識習得（レポ

ートの提出等）を行っています。それぞれに評価制度と認定制度を導入し、１００点を満点とし

て、評価点によりＳ・Ａ・Ｂ・Ｃにランク分けし、Ａランク以上を認定対象としています。標記研

修は、その補完研修として実施しているものです。 

  
 

 

 

 

 

 

【小隊長研修の様子】  

 

【警防指導者研修の様子】 

【総務委員会の開催状況】  

 

 

 

 

差し替えます 
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そ の 他 

◆  人命救助で消防総監感謝状を贈呈 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁石神井消防署では、平成３１年４月２４日（水）、お笑い芸人の中田喜之さんに対し

て、消防総監感謝状を贈呈しました。 

 この事案は、平成３１年４月９日（火）２２時３５分頃、ホーム上から飲酒した男性がふらつい

て軌道敷上に転落したのを目撃した中田さんは、男性を救助するために軌道敷へ降りてホーム上

に救出しようとしましたが、電車通過のアナ

ウンスが聞こえたため間に合わないと判断し、

機転を利かせ、男性を抱きかかえてホーム下

の避難スペースに退避し、間一髪で難を逃れ

ました。通過電車は駅を通り過ぎたところで

緊急停車し、駆け付けた駅員数名と協力して、

男性をホーム上へ救助しました。 

 中田さんは、「今回このような感謝状を頂き、

大変光栄に思います。転落した男性を救助し

ている時は、とにかく必死でした。転落した男

性の怪我が軽く済んで本当に良かったです。」

と語っていました。 

 
 

 

 

 

 

 

◆  熱海市防火協会幼年消防クラブ員任命式を実施 

熱海市消防本部（静岡） 

熱海市消防本部では、平成３１年４月２５日(木)、当消防本部車庫において富士保育園、栄光

熱海中央保育園、ＭＯＡあたみ幼児学園の年長組総勢５３名が、新しい幼年消防クラブ員として

熱海市防火協会長より任命されました。 

園児達は、熱海市防火協会長より任命書を受け取った後、揃いの法被を着て大きな声で「防火

のちかい」及び「火の用心の歌」を披露しました。 

 熱海市幼年消防クラブは平成１２年に発足して以来、消防ひろばや秋の火災予防運動、出初式

といったイベントにおいて火災予防啓発運動を行っています。 

  
 
 

 

 

 

 

 

【贈呈式の様子】  

 

【幼年消防クラブ員全員集合の様子】  

 

【幼年消防クラブ員任式の様子】  
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◆  住宅用火災警報器普及啓発ＰＲキャラクターがラジオ出演 

 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３１年４月２５日（木）、ＦＭひらかたの「ひらかたＭ

ａｔｅｒｉａｌひらキャラＤＪタイム」に住宅用火災警報器普及啓発ＰＲキャラクター『枚寝（ひ

らね）カンチ』が出演しました。 

このキャラクターは、主に住宅用火災警報器設置推進、点検・清掃等の維持管理及び機器の必

要性等について、一般市民に周知することを目的に昨年誕生したものです。当日は、京阪枚方市

駅構内にある駅なかスタジオでの収録を多くの市民が観覧され、「枚寝カンチ」による広報活動に

とても興味を持たれていました。 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

◆  郵送による消防用設備等の点検報告の推進について（通知） 

（消防予第１６７号、平成３１年４月２６日） 

消防庁予防課長から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通知

が発出されましたので、お知らせします。 

 

消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第17条の３の３の規定に基づく消防用

設備等の点検報告における郵送による報告については、「消防用設備等に係る点検及び報告の推

進等について（通知）」（平成11年６月14日付け消防予第145号。以下「145号通知」という。）

及び「消防用設備等点検報告制度に係る留意事項等について（通知）」（平成28年12月20日付け

消防予第382号。以下「382号通知」という。）に基づき、各消防本部において適切に運用してい

ただいているところです。 

一方、消防庁では、平成27年度から「消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会」

（以下「検討部会」という。）を開催し、点検報告率の向上や点検基準の見直し等に向けた検討

を行っています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190426yobou167.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

【ラジオ収録の様子】  

 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190426yobou167.pdf
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◆  危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通

知) 

（消防予第３号、消防危第２号、令和元年５月７日） 

消防庁予防課長、消防庁危険物保安室長から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通知が発出されましたので、お知らせします。 

 

「危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令」（令和元年総務省令

第３号）及び「平成二十六年消防庁告示第九号の一部を改正する件」（令和元年消防庁告示第１

号）が本日公布されました。 

今回の改正は、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、危険物の規制に関

する規則（昭和34年総理府令第55号）及び消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）並びに消

防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対

象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並び

に試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項（平成26年消防庁告示第９号）に定める様式

について、所要の規定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

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190507yobou3kiho2.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について 

（消防予第７号、令和元年５月７日） 

消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長あてに通知が発出されましたので、お知らせ

します。 

 

消防設備士免状に関する事務処理については、「消防設備士免状に関する事務処理要領等につ

いて」（平成12年３月24日付け消防予第66号。以下「66号通知」という。）により通知している

ところですが、このたび、66号通知の一部を下記（省略）のとおり改正しました。なお、本改正

は、元号が令和に改められたことによるものです。 

貴職におかれては、下記事項（省略）に御留意いただくとともに、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。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

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。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190507yobou7.pdf）に掲載されています。 

 

（連絡先） 

消防庁予防課     担当：村田、池田 

TEL：03-5253-7523 FAX：03-5253-7533 

消防庁危険物保安室 担当：大越、辰川 

TEL：03-5253-7524 FAX：03-5253-7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190507yobou3kiho2.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/190507yobou7.pdf
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報道発表 

◆  国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施 

（平成３１年４月２６日、消防庁） 

１．訓練の目的 

国、地方公共団体、警察、消防、自衛隊及びその他関係機関の活動要領の確認及び相互の連携

強化を図るとともに、国民の保護のための措置に対する国民の理解の促進を図ることを目的とし

ています。 

２．訓練の実施予定 

（１）実動訓練（７県） 

福島県、茨城県、群馬県、千葉県、山梨県、静岡県、和歌山県 

（２）図上訓練（１８都道府県） 

北海道、宮城県、秋田県、山形県、栃木県、東京都、富山県、福井県、 

長野県、愛知県、大阪府、奈良県、山口県、徳島県、香川県、福岡県、 

熊本県、大分県 

（３）実動訓練及び図上訓練（１県）（注） 

岩手県 

（注）実動訓練と図上訓練を連接させた一体型の訓練です。 

※訓練の実施時期及び詳細については検討中です。 

○ 実動訓練について 

国・地方公共団体の対策本部の運営及び相互の連絡調整、住民の避難誘導、医療の提供等 

救援措置など、国民の保護のための一連の措置について、現地において訓練を実施するもの 

です。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190426kokuhokunnrenn.pdf）

に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

◆  映画とタイアップした消防職団員募集の広報ポスターの配布 

（令和元年５月１０日、消防庁） 

消防庁では、東宝株式会社の協力を得て、５月２４日（金）より全国の映画館で公開予定の映

画『プロメア』とタイアップした、消防職団員の募集を広報するポスターを作成し、都道府県及

び全国の消防本部等に配布いたします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190510houhousoumu.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

消防庁国民保護・防災部防災課国民保護運用室 

担当：佐倉補佐、村上係長 

TEL:03-5253-7551     FAX：03-5253-7543 

【問い合わせ先】 

消防庁総務課 藤原・塚田 

Tel：03-5253-5111 

Fax：03-5253-7531 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190426kokuhokunnrenn.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/190510houhousoumu.pdf
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情報提供 

◆  住宅用火災警報器の斡旋について  

   一般財団法人全国消防協会 

 一般財団法人全国消防協会の指定店登録業者であるホーチキ株式会社では、当協会会員（消防

職員）向けに、市場価格より割安な価格にて、住宅用火災警報器の販売を行っています。 

既に多くの方にご購入いただいておりますが、さらに多くの会員（消防職員）の皆様にご活用

いただくために、商品の詳細や申込方法等のご案内を令和元年５月１５日（水）に、各本部宛に再

度メールで送付することといたしました。 

つきましては、皆様に一層のご周知をよろしくお願い申し上げます。 

 

斡旋商品 

商品名 斡旋価格（税別） 

音声タイプ（単独型） ２，５００円 

無線タイプ（無線連動型） ６，８００円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）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。 

【問い合わせ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 

 

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

