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◆ 事務局職員の人事異動 

全国消防長会 

 令和３年４月期の本会職員の人事異動について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 
 

１ 令和３年３月３１日付異動  

帰任（１０名） 

山根 朋公   東京消防庁へ  （総務部長） 

宮﨑 雄輔   福岡市消防局へ （企画部企画課長兼情報管理課長） 

大野 光徳   千葉市消防局へ （事業部事業管理課長） 

篠原 陽一   東京消防庁へ  （総務部総務課渉外第一係長） 

竹村 一宏   藤沢市消防局へ （総務部総務課渉外第二係長） 

清田 浩之   熊本市消防局へ （企画部企画課広報担当係長） 

座間 哲彦   相模原市消防局へ（企画部企画課広聴担当係長） 

中嶋 大祐   浜松市消防局へ （企画部情報管理課情報企画担当係長） 

前島 貴之   川崎市消防局へ （事業部事業管理課予防担当係長兼危険物担当係長） 

佐藤 裕一朗  仙台市消防局へ （事業部事業管理課救急担当係長） 

 

２ 令和３年４月１日付採用 

着任（１０名） 

岡田 満    総務部長                   (東京消防庁から) 

末松 孝将   企画部企画課長兼情報管理課長         (福岡市消防局から) 

重田 三郎   事業部事業管理課長              (千葉市消防局から) 

  小山 将司   総務部総務課渉外第一係長           (東京消防庁から) 

横川 正則   総務部総務課渉外第二係長           (藤沢市消防局から) 

髙田 拓水   企画部企画課広報担当係長           (熊本市消防局から) 

浅倉 慎治   企画部企画課広聴担当係長           (相模原市消防局から) 

田中 雄己   企画部情報管理課情報企画担当係長       (浜松市消防局から) 

大井 真悟   事業部事業管理課予防担当係長兼危険物担当係長 (川崎市消防局から) 

藤川 稔    事業部事業管理課救急担当係長         (広島市消防局から) 
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◆ 東日本大震災からの復旧・復興状況を報告 

岩手県消防長会、宮城県消防長会、福島県消防長会 

令和３年３月２３日（火）、東日本大震災により甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島３県の消

防長会会長を代表し、小野宮城県消防長会会長（仙台市消防局長）が、消防庁長官に復旧・復興状

況等について報告を行いました。 

本報告は平成２３年度から毎年度実施してきたもので、被災地の課題や要望、復旧・復興状況

等を直接消防庁長官に説明する貴重な機会となっておりました。震災から１０年を迎え、被災し

た消防庁舎のほとんどを再建できたところであり、このことについて、これまでの国からの支援

に対する謝意を表明しました。また、これを節目として今年度をもって本報告を終了する旨、伝

達しました。 

  
 

 

 

 

◆ 緊急消防援助隊後方支援活動研修会を実施 

三重県消防長会 
三重県消防長会では、令和３年３月１７日（水）、緊急消防援助隊後方支援活動研修会を実施し

ました。この研修会は、近年、出動の機会が増加している緊急消防援助隊について、後方支援活動

を三重県大隊が一体となって円滑に実施するために行ったものです。本来は、昨年度の同時期に

後方支援活動訓練を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で中止

とし、今年度も実動訓練が開催できなかったことから研修会として実施しました。 

当日は、三重県内１５消防本部から約３０名が参加し、後方支援活動訓練についての座学をは

じめ、後方支援資機材の取り扱い動画の視聴をしたほか、デコンタミネーションについての講義

を受け、後方支援活動についての理解を深めました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【左から小野宮城県消防長会会長、横田消防庁長官】  【説明の様子】  

【研修会の様子】  
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行   事 

◆ 広報車の寄贈 

西春日井広域事務組合消防本部（愛知） 
西春日井広域事務組合消防本部では、令和３年３月１６日（火）、西春日井農業協同組合（ＪＡ

西春日井、北名古屋市）から地域貢献活動の一環として広報車を寄贈していただきました。 

式典で同農業協同組合の後藤真次代表理事組合長は、「火災予防活動や災害発生時の状況把握に

役立ててください」と述べられ、レプリカキーを受け取った半谷浩章消防長から、謝辞と感謝状

を贈りました。 

  
 

 

 

 

◆ 救急救命士の能力向上のための寄附金を受贈 

薩摩川内市消防局（鹿児島） 
薩摩川内市消防局では、令和３年３月１５日（月）、当市に由縁のある伊藤二作氏（名古屋市在

住）から、「消防の使命感を持った活動に対し感銘を受けた。救急救命士等の職員の技能向上と人

材育成につながる資機材購入の一助にしてほしい。」との申し出を受け、寄附金贈呈式を行いまし

た。 

同氏には、平成３０年度にも高規格救急車及び救急資機材等の購入費用として寄附をしていた

だきました。また、同氏は当市以外にも、居住地や郷里へ社会貢献活動をされています。 

今回の寄附金をもとに教育用資機材を購入し、職員のスキルアップと士気高揚につなげてまい

ります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【式典の様子】  【寄贈された広報車】  

【寄附金贈呈式の様子 

※向かって左から伊藤二作氏、田中良二薩摩川内市長】  
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◆ ＶＲ防災体験車の運用開始 

和歌山市消防局（和歌山） 
和歌山市消防局では、令和３年３月１６日

（火）、市内の住宅管理会社からご寄贈いただ

いたＶＲ防災体験車の運用を開始しました。 

このＶＲ防災体験車は、専用のＶＲゴーグ 

ルで見るバーチャルリアリティ映像とＶＲチ

ェアによる振動で、実際に災害現場にいるか

のような臨場感を体験することができます。

車両には、「火災」、「地震」、「津波」の３種類

の映像を搭載し、体験されるグループごとに

お好きな映像を選ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 油圧ショベルの寄付に係る感謝状贈呈式を開催 

横須賀市消防局（神奈川） 
横須賀市消防局では、令和３年３月１７日（水）、横須賀市消防団長である宇内正城氏が代表取

締役を務める宇内建設株式会社様から、油圧ショベル１台の寄付を受け、上地克明市長から感謝

状を贈呈しました。 

油圧ショベルを導入することで、土砂・風水害等の災害現場における人命救助、障害物除去等、

活動の安全性や迅速性がより一層向上します。 

今後、重機の運用に必要な知識・技術を習得するとともに、実災害に対応できるように努めて

まいります。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【披露式の様子】  

【贈呈式後の記念撮影】  【寄付された油圧ショベル】  
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訓練・演習 

◆ 林野火災を想定した関係機関との合同訓練を実施 

松山市消防局（愛媛） 
松山市消防局では、令和３年３月６日（土）、１４日（日）の２日間、消防署、消防団、県防災

ヘリの合同による林野火災防ぎょ訓練を実施しました。 

これは、林野火災現場で必要な基本的行動を的確に行うことを目的に実施したものです。 

訓練では、指揮隊による状況把握をはじめ、各機関への対応指示や中継体制を構築する場合の

消防ポンプ運用、空中消火要領の確認等を行い、各機関の持つ知識と技術を共有するとともに、

連携強化と協力体制の確立に取り組み、林野火災での活動体制を充実強化することができました。 

今後も、関係機関と相互連携した現場活動を行えるようにさらなる体制の向上に努めてまいり

ます。 

  
 

 

 

 

◆ 地震災害時参集訓練を実施 

有田川町消防本部（和歌山） 
有田川町消防本部では、令和３年３月１８日（木）、全職員を対象とした地震災害時参集訓練を

実施しました。 

これは、南海トラフ巨大地震の発生確率が高まっていることから行ったもので、午前６時５９

分に紀伊半島沖においてマグニチュード８．６の地震が発生したという想定で、非番職員は、自

宅から徒歩や自転車、バイクで管内の被害状況を確認しながら消防本部や各消防署まで参集しま

した。消防本部内には指揮本部を設置し、収集した情報から管内の被害状況を把握するとともに、

関係機関との連携を再確認しました。また、勤務中の職員は、車庫内の全車両を屋外に出した後、

庁舎の被害状況や機能確認を行うとともに、出動準備態勢を整えました。 

今後も地震災害時の初動対応力強化に努めてまいります。 

   
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【参集時の様子】  【指揮本部の様子】  
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研 修 等 

◆ ＳＮＳリスクコンプライアンス研修会を開催 

宮津与謝消防組合消防本部（京都） 
宮津与謝消防組合消防本部では、令和３年３月４日（木）、１１日（木）の２日間、弁護士の濱

和哲先生を講師に招き、全職員を対象にＳＮＳリスクコンプライアンス研修会を開催しました。 

ＳＮＳの急速な発展により組織や個人での利用が増加する中、業務機密の漏洩、特定の人物を

誹謗中傷する書き込みなどが社会的に大きな問題となっています。この研修を受講し、ＳＮＳの

利用時に潜むリスクをはじめ、正しい活用方法などについて理解を深めることができました。 

今後とも法令や規程を遵守し、自らに責任を持って、社会常識に即した情報の発信に努めてま

いります。 

 
 

 

 

  

 
◆ 予防実務研修を実施 

八女消防本部（福岡） 
八女消防本部では、令和３年３月１０日（水）、１１日（木）の２日間、予防実務研修を実施し

ました。 

当消防本部は兼務隊員制をとっているため、職員はすべての災害対応をはじめ、各業務を適切

に処理しなければなりません。しかし、ベテラン職員の定年退職やそれに伴う急激な世代交代に

よる若手職員の増加で、経験不足や知識不足を解消していくことが課題となっています。 

そのような中、予防業務は専門的な知識が特に必要となるため、経験の少ない若手職員を対象

に、予防技術検定に沿った課題で研修を行い、予防に関する知識の習得や予防業務の充実を図る

ことができ、有意義な研修となりました。 

  
 

 

 

 

【研修会の様子】  

【研修の様子】  
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そ の 他 

◆ 心肺停止状態に陥った男性を利用者と従業員が連携し救命！～救急功労者に感謝状を贈呈～ 

水戸市消防局（茨城） 
水戸市消防本部（令和３年４月１日（木）より水戸市消防局）では、令和３年３月１１日（木）、

救急功労者に対し、感謝状贈呈式を行いました。 

本事案は、令和３年２月１日（月）、市内のフィットネス・スポーツクラブで心肺停止に陥った

男性に対し、施設利用者が早期発見し、すぐさま助けを呼び、従業員が迅速な１１９番通報、的確

な胸骨圧迫、ＡＥＤによる電気ショックを行いました。 

男性は、救急隊到着時には心拍が再開し、搬送先の病院で治療後、後遺症もなく社会復帰され

ました。 

同クラブでは、日々の始業開始時に、緊急時における救命処置の役割分担の確認を行い、定期

的に救命講習会を受講しているそうです。 

コロナ禍で人と人の接触が難しい中、施設利用者と従業員の方々の勇気ある行動と適切な救命

処置によって尊い命が救われました。 

  
 

 

 

 

 

 

◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

多治見市消防本部（岐阜） 
多治見市消防本部では、令和３年３月１１日

（木）、消防協力者に対し、感謝状と記念品を贈

呈しました。 

本事案は、令和３年１月２２日（金）、市内  

のコンビニ店内で７０代の男性が倒れ、アルバ

イト店員２人が手分けして１１９番通報、心肺

蘇生を開始し、胸骨圧迫を救急隊が到着するま

での約１０分間、交代しながら実施しました。男

性を引き継いだ救急隊は、心室細動を確認し、Ａ

ＥＤで除細動を行ったところ自己心拍が再開し

ました。 

消防協力者２人の連携した救命処置が功を奏

し、男性は後遺症もなく社会復帰されています。 

 

 

 

 

 

 

【感謝状贈呈式の様子】  

【社会復帰された男性とその家族、 

消防協力者との記念撮影】  
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◆ 耳の聞こえにくい方たちに“火災予防”を伝える！ 

大津市消防局（滋賀） 
大津市消防局では、令和３年３月１１日（木）、市内で開催された「耳の聞こえない・聞こえに

くい人向けの生活講座 おおつ・みみサロン」において、火災予防についての広報を行いました。 

この講座は、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会の主催で定期的に開催されており、今回

は家庭の防火対策や火災時の対処法について手話や文字変換を通じて説明するとともに、聴覚障

害の人たちが使える１１９番通報「ＮＥＴ１１９」の通報訓練を行いました。 

今後も、市民目線に立った消防行政を推進するとともに防火安全対策のさらなる強化に努めて

まいります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

稲敷広域消防本部（茨城） 
稲敷広域消防本部では、令和３年３月１５日（月）、消防協力者に対し、感謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和２年１２月１４日（月）、事業所において、男性が突然倒れ、心肺停止状態にな

ったところを当該事業所の職員の方々が連携して、迅速な１１９番通報、的確な胸骨圧迫、事業

所内に設置されたＡＥＤを使用した電気ショックを行いました。救急隊到着時には、男性の呼吸、

脈拍は再開しており、病院で治療後、後遺症もなく社会復帰されました。 

勇気ある行動と適切な処置により、尊い人命が救われました。 

  
 

 

 

 

 

 

【講座の様子と防火についての詳しい 

情報が確認できるＱＲコード】  

【消防協力者表彰式後の記念撮影】  
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◆ 予防技術資格者章の交付式を実施 

河内長野市消防本部（大阪） 
河内長野市消防本部では、令和３年３月１５日（月）、予防技術資格者に対し、認定証と資格者

章（以下「バッジ」という。）の交付式を実施しました。 

バッジの交付は、防火査察、消防用設備等及び危険物の認定区分に応じて２種類あります。２

区分以上の資格を有する職員については金色、１区分の資格を有する職員は銀色のバッジを交付

しています。 

バッジを着用して予防業務を行うことで、職責に対する自覚と意欲を持つことを促すとともに、

立入検査や予防業務を通じて、火災予防の推進・強化を図ってまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防協力者表彰を実施 

可茂消防事務組合消防本部（岐阜） 
可茂消防事務組合消防本部では、令和３年３ 

月１７日（水）、消防協力者表彰を実施し、感謝 

状の贈呈を行いました。 

本事案は、令和２年１２月６日（日）、友人達  

と自転車でツーリングをしていた男性が急に意

識をなくし倒れたところ、異変に気付いた男性

と、付近を通りかかった男性が駆け付けました。 

駆け付けた男性達が倒れた男性の様子を確 

認すると、心肺停止状態であったため１名が胸

骨圧迫を行い、もう１名が近隣の商業施設にＡ

ＥＤを取りに向かうなど、救急車が到着するま

で救命処置を行いました。 

協力者の冷静な判断と迅速な行動により、救 

命の連鎖がつながり、尊い命が救われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交付式の様子】  【バッジの交付】  

【感謝状贈呈後の記念撮影】  
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◆ 常葉大学造形学部に感謝状を贈呈 

静岡県消防学校 

静岡県消防学校では、令和３年３月４日（木）、常葉大学造形学部に対し、感謝状を贈呈しまし

た。 

同大学には、当消防学校の初任科及び火災調査科で使用する模擬家屋の設計や製作を通じて、

教育訓練に不可欠である実践的な教育訓練ができる環境整備に貢献していただきました。 

また、この模擬家屋の製作は大学生にとっても大変良い経験になっているとの声をいただいて

います。今後も、同じ「教育機関」として連携を促進してまいります。 

  
 

 

 

 

 

消防庁通知等 

◆ 消防本部におけるハラスメント等への対応策取組実態調査の結果及び留意事項について（通

知）   

（消防消第６７号、令和３年３月１６日） 

消防庁消防・救急課長から各都道府県消防防災主管部（局）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。 

 

消防庁では、消防本部におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメントなどのハラス

メント等（消防に関連する不祥事を含む。以下「ハラスメント等」という。）について、「消防本

部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキンググループの検討結果について（通知）」

（平成 29年７月４日付け消防消第 171号消防庁次長通知。以下「次長通知」という。）を発出し、

消防本部におけるハラスメント等への対応策（以下「対応策」という。）を推進してきたところで

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/0316_syoukyu_67.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防学校からの便り 

【感謝状贈呈式後の記念撮影】  【火災調査科の模擬実況見分の様子】  

【問合せ先】 

消防庁消防・救急課 

阿部、永峯、若杉 

電 話：03-5253-7522 

e-mail：shokuin@soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0316_syoukyu_67.pdf
mailto:shokuin@soumu.go.jp
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◆ 化学物質等に関する性状確認等の徹底について（通知） 

（消防危第３３号、令和３年３月１９日） 

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。 

 

 この度、火災原因調査を行う過程において、非危険物として扱われていた物品（漂白剤等）を 

火元建物の関係者が消防機関に任意で提出し、消防法令に基づく 危険物の確認試験（以下「確認

試験」という。）を行ったところ、一部の当該試料が危険物（第一類酸化性固体）に該当する性状

を示した事案が発生しました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/2ca631eefc20178c430a23c54dd7c06bdc57b0a7.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「特定屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験について」の一部改正について 

                                          （消防危第３７号、令和３年３月１９日） 

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。 

 

屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験については、「特定屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確

認試験について」（平成９年９月１日付け消防危第 89号。以下「89号通知」という。）において、

特定屋外貯蔵タンクの鋼板、溶接材料、溶接方法等の組合せがほぼ同等となる溶接条件の区分を

定めているところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210319_kiho_37.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤、鈴木、平野、安田 

ＴＥＬ：03-5253-7524（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-7534 

E-mail：mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：鈴木、迫田、岸 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/2ca631eefc20178c430a23c54dd7c06bdc57b0a7.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210319_kiho_37.pdf
mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
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◆ 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱等の改正について（通知） 

                                          （消防広第８９号、令和３年３月２２日） 

消防庁長官から各都道府県知事あてに通知が発出されましたので、お知らせします。 

 

「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」（平成 27年３月 31日消防広第 74号）（以

下「要請要綱」という。）、「緊急消防援助隊の運用に関する要綱」（平成 16年３月 26日消防震

第 19号）（以下「運用要綱」という。）及び「緊急消防援助隊活動費負担金交付要綱」（平成 16

年４月９日消防震第 23号）（以下「負担金交付要綱」という。）について、下記のとおり改正し

ました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210322_kouiki_jimu1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 危険物等に係る事故防止対策の推進について 

                                          （消防危第４１号、令和３年３月２４日） 

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。 

 

危険物行政の推進につきましては、平素より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

さて、危険物施設等における事故防止対策については、平成 29 年３月に｢危険物等事故防止対

策情報連絡会（以下｢連絡会｣という。）で決定した別添１の｢危険物等に係る事故防止対策の推進

について｣に基づき、毎年度｢危険物等事故防止対策実施要領｣を策定し、関係機関が一体となった

事故防止等を推進しているところです。（別添１省略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210324_kiho_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤、平野、秋山 

ＴＥＬ：03-5253-7524（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-7534 

E-mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 

【問い合わせ先】消防庁広域応援室 

鈴木補佐・入澤係長・古波・田中 

TEL：03-5253-7527 FAX：03-5253-7537 

E-mail a5.tanaka@soumu.go.jp 

 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210322_kouiki_jimu1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210324_kiho_1.pdf
mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
mailto:a5.tanaka@soumu.go.jp
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◆ 再任用制度の運用等に係る調査結果について 

                                  （事務連絡、令和３年３月２４日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部長あてに事務連絡が発出されましたので、

お知らせします。 

 

令和３年２月 10 日付け消防消第 24 号で依頼しました「再任用制度の運用等に係る調査につい

て（依頼）」の結果を別添のとおり送付いたしますので、活用ください。 

なお、各都道府県消防防災主管課におかれましては、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、この旨周知されるようお願いします。（別添省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/070230f39c8c3152a979ad77fe9aebab18708ce6.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備への対応について

（依頼）                      （事務連絡、令和３年３月２４日） 
消防庁救急企画室から各都道府県消防防災主管部（局）あてに事務連絡が発出されましたので、

お知らせします。 

 

この冬、各地で新規感染者数の増加が続き、全国で過去最多の水準となりました。「救急搬送困

難事案」についても、令和３年１月中旬にピークを迎えたのち、対前週比は概ね減少傾向にある

ものの、対前年同期比はなお高い水準に留まっており、厳しい状況が続いています。各消防機関

におかれては、地域における搬送体制の確保の観点から、保健所等からの要請に基づき患者等の

移送に協力するなど、引き続き、必要な対応に全力で努めていただいていることと承知していま

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/210324_kyuuki_02.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁消防・救急課 

職員第二係 永峯・矢野 

TEL：03-5253-7522 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

【問合せ先】 

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 小塩専門官、伊藤理事官、増田係長 

TEL：03-5253-7529 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/070230f39c8c3152a979ad77fe9aebab18708ce6.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210324_kyuuki_02.pdf
mailto:shokuin@soumu.go.jp
mailto:kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp
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◆ 土砂災害に対する防災訓練の実施について（依頼） 

                        （消防災第３５号、国水砂第１４０号、令和３年３月２５日） 

消防庁国民保護・防災部防災課長、国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課長から各

都道府県消防防災主管部長、各都道府県砂防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。 

 

防災行政及び砂防行政の推進について、平素より御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

さて、令和２年においても全国各地で土砂災害が発生し、特に令和２年７月豪雨では、土砂災

害の発生が全国 37府県に及び、記録に残る昭和 57年以降最多であった平成 11年６月末の豪雨災

害と並び、歴代で最も多い都道府県で土砂災害が発生した極めて広域な災害となりました。熊本

県球磨郡球磨村においては、特別養護老人ホームが被災し、14名の尊い人命が失われました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/b50ba3a844cac2e3acaba6df302ae8ca6b2f252e.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 倉庫における火災危険性の把握等について（通知） 

                                              （消防予第１３２号、令和３年３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。 

 

近年、平成 29年２月に発生した埼玉県三芳町倉庫火災や令和２年４月に発生した宮城県岩沼市

倉庫火災、同年７月に発生した静岡県吉田町倉庫火災等、大規模で社会的影響の大きい倉庫火災

が相次いで発生しています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/030326_yobou_01.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当：消防庁国民保護・防災部防災課 

災害対策官 神田、防災調整係長 舘野 

電話：03-5253-7525 FAX：03-5253-7535 

 

国土交通省水管理・国土保全局 

砂防部砂防計画課 地震・火山砂防室 

企画専門官 大山、地震対策係長 土門 

電話：03-5253-8468 FAX：03-5253-1610 

（問い合わせ先） 

消防庁予防課 企画調整・制度・防災管理係 

七條違反処理対策官、木村係長、岡﨑総務事務官 

TEL 03-5253-7523 / FAX 03-5253-7533 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/b50ba3a844cac2e3acaba6df302ae8ca6b2f252e.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/030326_yobou_01.pdf
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◆ 救急安心センター事業（♯７１１９）の全国展開に向けた取組について（通知） 

                                          （消防救第９４号、令和３年３月２６日） 

消防庁救急企画室長から各都道府県消防防災主管部（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、救急行政の推進について御尽力いただき御礼申し上げます。 

救急安心センター事業（♯7119）の全国展開については、先般、「救急安心センター事業（♯

7119）の全国展開について」（令和３年１月 29日付け消防庁救急企画室事務連絡。以下「令和３

年１月事務連絡」という。）（別添１参照）を発出したところですが、その際、別途発出予定とお

示ししていた、「♯7119 の全国展開に向けた検討部会」（以下「全国展開検討部会」という。）

及び「令和２年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、今後、具体的に取り組

んでいただきたい事項を、下記のとおりとりまとめました。（別添１省略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0326_kyuuki_01.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化について（通知） 

（消防救第９７号、令和３年３月２６日） 

消防庁救急企画室長から各都道府県消防防災主管部（局）長あてに通知が発出されましたので、

お知らせします。 

 

救急業務におけるメディカルコントロール体制については、「救急業務の高度化の推進につい

て」（平成 13 年７月４日付け消防救第 204 号消防庁救急救助課長通知）（以下「平成 13 年消防

庁通知」という。）により、救急救命士に対する指示及び救急救命士を含む救急隊員に対する指

導・助言（以下「オンラインメディカルコントロール」という。）、救急活動の事後検証（以下「事

後検証」という。）、救急救命士の資格を有する救急隊員への再教育（以下「再教育」という。）

等の救急業務におけるメディカルコントロール体制の構築を積極的に進めるよう示し、また、「メ

ディカルコントロール体制の充実強化について」（平成 15年３月 26日付け消防救第 73号・医政

指発第 0326002号消防庁救急救助課長・厚生労働省医政局指導課長通知）（以下「平成 15年消防

庁・厚生労働省通知」という。）により、都道府県メディカルコントロール協議会と地域メディカ

ルコントロール協議会の適切な運用を図るよう示すなど、かねてからその整備・充実に向けた取

組をお願いしてきたところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0326_kyuuki_02.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 伊藤理事官、山口係長、鶴事務官 

TEL 03-5253-7529 

FAX 03-5253-7532 

E-mail：kyukyukikaku@soumu.go.jp  

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 小塩専門官、堤係長、市川事務官、小渕事務官 

TEL 03-5253-7529 

FAX 03-5253-7532 

E-mail：kyukyusuishin@soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0326_kyuuki_01.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0326_kyuuki_02.pdf
mailto:kyukyukikaku@soumu.go.jp
mailto:kyukyusuishin@soumu.go.jp
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◆ 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正について 

                                  （消防危第４３号、令和３年３月２６日） 

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。 

 

危険物施設の高経年化が進んでいることを踏まえ、消防庁では平成 29年度から「危険物施

設の長期使用に係る調査検討会」を開催し、危険物施設の事故や点検・維持管理に関する実態、

最新技術を用いたモニタリング・診断手法の開発状況等の調査を行い、危険物施設における事

故の発生防止や被害軽減を推進するための方策について検討を行ってきたところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210326_kiho_43.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 危険物施設の立入検査等に関するマニュアルの改定について 

                                             （消防危第４４号、令和３年３月２６日） 

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。 

 

危険物施設への立入検査及び違反是正の推進については、「危険物施設における立入検査及

び違反是正の推進について」（平成 14年 10月 23日付け消防危第 503号）における「危険物

施設立入検査マニュアル」及び「危険物施設違反処理マニュアル」を活用していただいている

ところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210326_kiho_44.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤、平野、秋山 

ＴＥＬ：03-5253-7524（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-7534 

E-mail：fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp  

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤補佐、勝本補佐、蔭山係長、長岡事務官、村岡事務官 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210326_kiho_43.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210326_kiho_44.pdf
mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
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◆ 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の更改に伴う運用開始について 

                                            （事務連絡、令和３年３月２９日） 

消防庁予防課から各都道府県消防防災主管課、東京消防庁・各指定都市消防本部あてに事務連

絡が発出されましたので、お知らせします。 

 

「有床診療所防火対策自主チェックシステム」（以下「チェックシステム」という。）の更

改については、「「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の更改及び IPアドレスの報

告について（依頼）」（令和３年２月 19日付け事務連絡）により連絡したところです。 

―以下省略― 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/21032_yobou.pdf）に掲載されています。 

 

 

◆ 令和３年度における危険物取扱者保安講習のオンライン実施について 

                                             （事務連絡、令和３年３月３０日） 

消防庁危険物保安室から各都道府県消防防災主管課、東京消防庁・各指定都市消防本部あてに

事務連絡が発出されましたので、お知らせします。 

 

消防法第 13 条の 23 の規定に基づく危険物取扱作業の保安に関する講習（以下「保安講習」と

いう。）については、新型コロナウイルス感染症対策の必要性等を踏まえ、各都道府県でのオンラ

インでの保安講習に資するべく、消防庁において令和２年度版の講習動画を作成し、また、「危険

物取扱者保安講習のオンラインによる実施について（通知）」（令和２年 12月 25日消防危第 306

号。以下「306号通知」という。）においてオンラインによる保安講習の運用について周知したと

ころです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_jimu1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問い合わせ先) 

消防庁危険物保安室 

担当： 勝本 

TEL 03-5253-7524 

fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/21032_yobou.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_jimu1.pdf
mailto:fdma.hoanshitsu@soumu.go.jp
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◆ プラント保安分野におけるＡＩ信頼性評価ガイドラインの改定について 

                          （消防危第４８号、消防特第６４号、令和３年３月３０日） 

消防庁危険物保安室長、特殊災害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。 

 

消防庁では、厚生労働省及び経済産業省と共同で開催している「石油コンビナート等災害防止

３省連絡会議」において、プラント事業者が導入する AI の信頼性を評価するためのガイドライン

等を令和２年 11月に取りまとめ、「プラント保安分野における AI信頼性評価ガイドライン」（令

和２年 11 月 17 日消防危第 273 号・消防特第 147 号。以下「ガイドライン」という。）によりお

知らせしたところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_48-tokusai_64.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 危険物施設の風水害対策の一層の推進について 

          （消防災第４１号、消防危第４９号、令和３年３月３０日） 

消防庁国民保護・防災部防災課長、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。 

 

危険物施設の風水害対策については、「危険物施設の風水害対策ガイドラインについて」（令和

２年３月 27日付け消防災第 55号・消防危第 86号）において「危険物施設の風水害対策ガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）をお示しし、これによる運用をお願いしているところで

す。また、「防災基本計画の修正を踏まえた危険物施設における風水害対策の推進について」（令

和２年５月 29日付け事務連絡）において、管内の危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区

域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被害想定の確認を行うとともに、ガイドラインを用い

ての対策推進をお願いしているところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_bousai_41-kiho_49.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問い合わせ先) 

消防庁危険物保安室 

特殊災害室 

担当：勝本 

TEL 03-5253-7524 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤補佐、蔭山係長、木下事務官 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_48-tokusai_64.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_bousai_41-kiho_49.pdf
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◆ 給油取扱所の営業時間外における販売等の業務に係る運用について 

（消防危第５０号、令和３年３月３０日） 
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。 

 

給油取扱所に併設される物販店舗等の営業については、「給油取扱所の技術上の基準等に係る

運用について」（平成 13年 11月 21日付け消防危第 127号）等により適切な運用をお願いしてき

たところです。近年の社会情勢の変化により、例えば営業時間外に宅配ボックスを利用すること

や、休日等に給油取扱所敷地内でイベントを開催することなど、給油業務の行われていない時間

帯における給油取扱所敷地内の利活用に関するニーズを踏まえ、消防庁では令和元年度から「過

疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」（座長：

吉井博明東京経済大学名誉教授）において、これらの安全確保の方策について検討を行ってきた

ところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_50.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について 

                        （消防危第５１号、令和３年３月３０日） 

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。 

 

近年、過疎地域等における燃料供給インフラの維持が課題になっていることを踏まえ、消防庁

では昨年度から「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関す

る検討会」（座長：吉井博明東京経済大学名誉教授）を開催し、過疎地における地上タンクを設置

する給油取扱所の安全対策や移動タンク貯蔵所と可搬式給油設備を接続して給油等を行う給油取

扱所の安全対策について検討を行ってきたところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/e318f97c148ce999f1b876b4cf8288a86157ab63.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤補佐、蔭山係長、長岡事務官 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤補佐、蔭山係長、黒川事務官、長岡事務官 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_50.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/e318f97c148ce999f1b876b4cf8288a86157ab63.pdf
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◆ ｢圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について｣の一部改

正について                                    （消防危第５２号、令和３年３月３０日） 

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。 
 

電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を有する給油取扱所（以下「圧縮水

素充塡設備設置給油取扱所」）という。）に係る位置、構造及び設備の技術上の基準等に関する運

用については、「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」

（平成 27 年６月５日消防危第 123 号。以下「123号通知」という。）によりお願いしているとこ

ろです。 

―以下省略― 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_52.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 
 
 

◆ 「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について 

                                        （消防予第１３１号、令和３年３月３１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。 

 

「「消防用設備等点検アプリ」（試行版）の運用開始について」（令和２年３月 31日付け消防

予第 76号）により試行的な運用開始を通知した「消防用設備等点検アプリ」（以下「アプリ」と

いう。）について、本格的な運用を開始することとしましたのでお知らせいたします。 

―以下省略― 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_yobou_131.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

◆ 「令和２年度 消防庁女性活躍ガイドブック」の作成・送付について 

                                          （事務連絡、令和３年３月３１日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部局あてに事務連絡が発出されましたので、

お知らせします。 

 

消防庁において、このたび「令和２年度 消防庁女性活躍ガイドブック」を作成しましたので

送付します。 

―以下省略― 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/R2josei-guidebook.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤、蔭山、木下 

TEL 03-5253-7524 / FAX 03-5253-7534 

消防庁予防課設備係 

担当：羽田野、秋山 

電話：03-5253-7523 

消防庁消防・救急課 

職員第一係 永峯・矢野 

電 話  03-5253-7522（直通） 

E-mail shokuin@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210330_kiho_52.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_yobou_131.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/R2josei-guidebook.pdf
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◆ 新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬送体制の確保への対応

について（依頼）              （消防救第１００号、令和３年３月３１日） 

消防庁救急企画室長から各都道府県消防防災主管部（局）長あてに通知が発出されましたので、

お知らせします。 

 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施については、「新型コロナウイルス感染症

に係る予防接種の実施に関する手引き（第 2.1 版）」（令和３年３月 12 日付け健発 0312 第

11 号厚生労働省健康局長通知別添）等に基づき、実施体制の構築が進められているところで

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/210331_kyuuki_01.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令による消防法施行令の一部改正につ

いて                         （事務連絡、令和３年３月３１日） 

消防庁救急企画室から各都道府県消防防災主管部（局）あてに事務連絡が発出されましたので、

お知らせします。 

 

第 204 回国会において成立した過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３

年法律第 19号）の規定に基づき制定された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

施行令（令和３年政令第 137 号。以下「新過疎法施行令」という。）が本日公布され、同令に

より消防法施行令（昭和 36 年政令第 37号。以下「令」という。）の一部が改正されたところ

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/210331_kyuuki_jimu1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 小塩専門官、増田係長、吉岡事務官 

TEL：03-5253-7529 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp 

 

【問合せ先】消防庁救急企画室 

伊藤理事官、山口係長、関技官 

電話：03-5253-7529 

E-mail：kyukyukikaku@soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_kyuuki_01.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_kyuuki_jimu1.pdf
mailto:kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp
mailto:kyukyukikaku@soumu.go.jp
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◆ 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」の一部改正について（通知） 

（消防救第１０４号、令和３年３月３１日） 

消防庁救急企画室長から各都道府県消防防災主管部（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、救急業務の推進につきまして御理解と御協力をいただき御礼申し上げます。 

消防法施行令の一部を改正する政令（平成 28年政令第 379 号）による改正後の消防法施行

令（昭和 36年政令第 37号）、消防法施行規則の一部を改正する省令（平成 29年総務省令第

４号）による改正後の消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）等の運用については、「消

防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」（平成 29 年２月８日付け消防救第 19号

消防庁救急企画室長通知。以下「運用通知」という。）によりお示ししているところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_kyuuki_104.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

◆ 「令和２年度 救急業務のあり方に関する検討会 報告書」の公表 

                                                  （令和３年３月１９日、消防庁） 

近年の救急出動件数の増加に加え、高齢化の進展、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行

や我が国での感染患者の増加、環境や生活様式の変化等を背景として、救急需要は多様化してい

ます。これらの状況を踏まえ、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供するかは、救急業

務に係る主要な課題となっています。こうした課題に対応するため、｢救急業務の円滑な実施と質

の向上｣ 、｢救急車の適正利用の推進」等を目的として、｢救急業務のあり方に関する検討会｣を開

催しました。 

このたび、検討結果を報告書として取りまとめましたので公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210316_kyuuki_01.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 消防庁救急企画室 

担当：伊藤理事官・若味課長補佐・小塩救急専門官 

電話：０３－５２５３－７５２９（直通） 

【問合せ先】消防庁救急企画室 

伊藤理事官、山口係長、関技官 

電話：03-5253-7529 

E-mail：kyukyukikaku@soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210331_kyuuki_104.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210316_kyuuki_01.pdf
mailto:kyukyukikaku@soumu.go.jp
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◆ 「令和２年中の救急出動件数等（速報値）」の公表 

                                                  （令和３年３月２６日、消防庁） 

令和２年中の救急出動件数等の速報値を取りまとめましたので公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/sokuhouti.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

◆ 「次世代自動車事故等に対する活動技術の高度化に関する検討会報告書」の公表 

                                                  （令和３年３月２６日、消防庁） 

消防庁では、近年環境負荷低減を目指して普及が進められているハイブリッド自動車、電気自

動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車等（以下、「次世代自動車」という。）に対し、交通救助

における活動技術の向上を図ることを目的として、「次世代自動車事故等に対する活動技術の高

度化に関する検討会」を開催し、次世代自動車の各種事故等への迅速な対応及び安全に配意した

標準的な活動要領について検討を行いました。 

この度、検討の結果を報告書として取りまとめましたので公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/b5fd6cbe07b211c3b7e3a9040036d1df1dcdb

cb3.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

◆ 火災予防啓発動画「忘れていませんか？火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」

の制作・発表                     （令和３年３月２６日、消防庁） 

消防庁では、住宅用火災警報器の点検及び交換の更なる促進を図るため、火災予防啓発動画「忘

れていませんか？火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」を制作しました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/cdd4869dde6d826894d22a11262af839807d

6603.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

救急企画室 

担当：若味、増田、吉岡 

電話：03-5253-7529（直通） 

FAX ：03-5253-7532 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部参事官室 

乾課長補佐、福島係長、竹内事務官 

TEL：03-5253-7507（直通） 

FAX：03-5253-7576 

【連絡先】 

消防庁予防課 桒原、吉田 

ＴＥＬ：03-5253-7523 

ＦＡＸ：03-5253-7533 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/sokuhouti.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/b5fd6cbe07b211c3b7e3a9040036d1df1dcdbcb3.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/b5fd6cbe07b211c3b7e3a9040036d1df1dcdbcb3.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/cdd4869dde6d826894d22a11262af839807d6603.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/cdd4869dde6d826894d22a11262af839807d6603.pdf


24 

 

◆ 「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討報告

書（令和２年度報告書）」の公表                        （令和３年３月３０日、消防庁） 

国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化やそれに伴う人手不足等により、給油取扱所

（ガソリンスタンド）の数が減少し、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高齢者

への灯油配送などに支障を来すいわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持及び防

災上の観点から、全国的な課題となっています。このような状況を踏まえ、消防庁では「過疎地域

等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、令和

元年度より２年間にわたり調査・検討を行ってきました。 

この度、令和２年度報告書がとりまとめられましたので、公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210330_kiho_1.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

◆ 「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書｣の公表 

                                                  （令和３年３月３０日、消防庁） 

消防庁では、平成30年７月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が発生

したことを踏まえ、令和元年度に引続き、令和２年度「危険物施設の風水害対策のあり方に関す

る検討会」を開催し、調査・検討を行いました。 

この度、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書｣を取りまとめましたので、公

表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/fuusuigaitaisaku.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 
 

 

 

 

◆ 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果 

                                                  （令和３年３月３０日、消防庁） 

消防庁では、市町村における避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況について調査を実

施し、この度、令和２年10月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210330youshiensya.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

＜連絡先＞消防庁危険物保安室 担当：齋藤、蔭山、黒川、長岡 

TEL：03-5253-7524 ／FAX：03-5253-7534 

＜連絡先＞ 

消防庁危険物保安室 担当：齋藤、蔭山、木下 

TEL：03-5253-7524 ／ FAX：03-5253-7534 

（連絡先）消防庁国民保護・防災部防災課 

神田災害対策官、舘野防災調整係長、飯田事務官 

Tel 03-5253-7525 (直通) Fax 03-5253-7535 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210330_kiho_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/fuusuigaitaisaku.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210330youshiensya.pdf
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情報提供 

◆ 令和３年度 調査技術会議の実施について 

消防庁消防研究センター 
１ 目的 

 この会議は、各消防本部における様々な火災調査及び危険物流出等事故調査の事例を発表するこ

とにより、火災や事故の原因のみならず、火災調査や危険物流出等事故調査の進め方や行政反映方

策などを共有し、全国消防本部の実務能力の向上を図ることを目的として実施するものです。 

 

２ 内容 

（１）消防研究センターの紹介（消防研究センター所長又は研究統括官） 

   消防研究センターで行っている業務内容、各消防本部への支援実施状況等に関する説明。 

 

（２）事例発表（消防研究センター原因調査室の調整官、上席主任調査官又は主任調査官） 

火災調査又は危険物流出等事故調査に関連する科学的な知識、新たなる技術等についての発表。 

 

（３）事例発表（各消防本部担当者） 

各消防本部において実施した火災又は危険物流出等事故に係る、調査や再現実験、見分のポイ

ントなどに関する発表。 

 

３ 開催会場及び開催日 

開 催 地 会    場 開 催 日 

東 京 会 場 
三鷹市公会堂 光のホール 

（東京都三鷹市野崎１丁目１番１号） 
令和３年５月１４日（金） 

名古屋会場 
伏見ライフプラザ 鯱城ホール 

(愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号) 
令和３年６月１６日（水） 

仙 台 会 場 
フォレスト仙台 

（宮城県仙台市青葉区柏木１丁目２番４５号） 
令和３年９月１７日（金） 

札 幌 会 場 
かでる２．７道立道民活動センター 

（北海道札幌市中央区北２条西７丁目） 
令和３年１０月２８日（木） 

神 戸 会 場 
神戸市立東灘区文化センター（うはらホール） 

（兵庫県神戸市東灘区住吉東町５丁目１番１６号)  
令和４年１月２１日（金） 

熊 本 会 場 
市民会館 シアーズホーム 夢ホール 

（熊本県熊本市中央区桜町１番３号） 
令和４年２月１７日（木） 

 

４ 申し込み方法 

（１）消防研究センターのホームページに掲載されている参加申込書に必要事項を記入し、電子メー

ルにて各会場の申し込み期間内に消防研究センター原因調査室（メールアドレス：

chousa2@fri.go.jp）まで送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－申し込み期間－ 

東 京 会 場：令和３年  ４月１２日（月）～  ４月１６日（金） 

名古屋 会 場：令和３年  ５月１０日（月）～  ５月１４日（金） 

仙 台 会 場：令和３年  ８月１０日（火）～  ８月１３日（金） 

札 幌 会 場：令和３年  ９月１３日（月）～  ９月１７日（金） 

神 戸 会 場：令和３年 １２月１３日（月）～ １２月１７日（金） 

熊 本 会 場：令和４年  １月 ４日（火）～  １月 ７日（金） 

mailto:chousa2@fri.go.jp


26 

 

（２）希望者が各会場の募集定員を超えたときは、申し込み人数の多い消防本部の参加人数を調整

させていただく場合があります。 

（３）参加者の決定は、会議開催の約２週間前に各消防本部宛て電子メールにて通知します。 

 

５ その他 

火災調査及び危険物流出等事故調査の発表事例を随時募集しておりますので、ご発表いた 

だける方は、消防研究センター原因調査室までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

＊ お知らせ 

組織等の変更がありますので、ご連絡いたします。 

コード 

消防本部（局）名 

日付 

変更内容 
変更点 

３１３０７ 

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部

（群馬） 

令和３年４月１日 

名称変更 
富岡甘楽広域消防本部 

３１５０２ 

水戸市消防本部（茨城） 

令和３年４月１日 

名称変更 
水戸市消防局 

３１５１２ 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部

（茨城） 

令和３年４月１日 

名称変更 
茨城西南広域消防本部 

３１６１４ 

越谷市消防本部（埼玉） 

令和３年４月１日 

名称変更 
越谷市消防局 

４２５１４ 

志摩広域消防組合消防本部（三重） 

令和３年４月１日 

解散・加入 

志摩市消防本部 

（志摩市、南伊勢町の旧

南勢町区域で構成して

いた志摩広域消防組合

を解散し、志摩市の組織

として志摩市消防本部

を設立） 

５２６０４ 

高岡市消防本部（富山） 

令和３年４月１日 

組織変更 高岡市消防本部 

（氷見市を事務受託） ５２６０５ 

氷見市消防本部（富山） 

令和３年３月３１日 

解散 

６３３０２ 

堺市消防局（大阪） 

令和３年４月１日 

組織変更 
堺市消防局 

（大阪狭山市を事務受

託） 
６３３２９ 

大阪狭山市消防本部（大阪） 

令和３年３月３１日 

解散 

 

 

 

【お問い合わせ】消防庁 消防研究センター 

        火災災害調査部 原因調査室 日浅・佐藤 

        電話：０４２２－４９－９４４１ メール：chousa2@fri.go.jp 

mailto:メール：chousa2@fri.go.jp
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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）３３ページを参照願います。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」担当：企画課 菅原 

原稿データは、kikachosei@fcaj.gr.jpに送信願います。 
 

④消防ワイド 

・文章は、Wordで１５０文字程度（１６０文字以内）で作成をお願いします。 

・写真は、Wordに貼り付けず、JPEG画像データを１枚送付してください。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」（消防ワイド）担当：企画課 菅原 

原稿データは、honoo@ffaj-shobo.or.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。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 
週間情報では、各消防本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せください。 

記事の投稿に関する注意点 

・配信日（原則火曜日）に近い時期のイベント、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 浅倉 

原稿データは、weekly@fcaj.gr.jpに送信願います。 

mailto:kikachosei@fcaj.gr.jp
mailto:honoo@ffaj-shobo.or.jp
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

