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◆ 令和３年度科学技術分野の文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞受賞者の決定 

一般財団法人全国消防協会 

文部科学省では、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者を「科

学技術分野の文部科学大臣表彰」として顕彰しており、この度、令和３年度科学技術分野の文部

科学大臣表彰受賞者を決定しました。 

本協会から「令和元年度消防機器の改良及び開発並びに消防に関する論文」機器の部、会長賞

受賞者の中から推薦をしておりましたが、令和３年４月６日付けで７名の受賞者が決定しました

ので、下記のとおりお知らせします。 
 

受賞者及び受賞作品 

 氏 名 消防本部名 業績名 

１ 入村 宗 
上越地域消防局 火災調査シミュレーションアプリの考案 

２ 清水 聡 

３ 井村 誠 

大阪市消防局 サイロ等埋没事案に対する救出サポート器具の考案 ４ 原田 裕 

５ 的場 一輝 

６ 光本 慎一 
名古屋市消防局 アウトリガー張出位置の可視化装置の考案 

７ 齋藤 育宏 
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行   事 

◆ 宮城大学と連携し火災予防啓発！イベント「春の防火防災ラボ」を開催 

仙台市消防局（宮城） 

仙台市消防局では、令和３年３月６日（土）、７日（日）の２日間、宮城大学と連携し、市内の

大型商業施設で火災予防啓発イベント「春の防火防災ラボ」を開催しました。 

このイベントでは、同大学価値創造デザイン学類３年生が５つのグループに分かれ、防火防災

等に関する５つの作品を展示しました。作品のテーマは「デジタル消火器アート」、「ＡＲで火災

危険を発見」、「ＶＲ消火体験」、「リズムで学ぶ心肺蘇生法」、「防災ダンス」と多岐にわたるもので

した。さらにスタンプラリーチャレンジや当消防局マスコットキャラクター「まさむね君」との

写真撮影会を開くなど、広く市民に火災予防啓発を行いました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民への直接的な火災予防の呼び掛けが難しい現

状ですが、今後も様々な工夫を凝らして三密を避けた火災予防啓発を行ってまいります。  

本イベント開催までの製作過程が確認できますので、ぜひご覧ください。 

「宮城大学公式 YouTubeチャンネル」  https://youtu.be/VfWsV059saE  

   
 

 

 

 

 

◆ 「災害時等の無人航空機支援協力に関する協定」を締結 

池田市消防本部（大阪） 
池田市消防本部では、令和３年３月２３日

（火）、株式会社ふるさと創生研究開発機構と

「災害時等の無人航空機支援協力に関する協定」

を締結しました。 

これは、令和３年２月２１日（日）に発生した

栃木県足利市での山林火災を受け、当消防本部

内消防戦術検討部会において、同様の山林火災

が発生した想定で検討を行ったところ、無人航

空機の活用が火点の確認やハイカー遭難時の捜

索などにも有効であるとの結論に至りました。 

また、指令センターを共同運用する豊中市が

すでに株式会社ふるさと創生研究開発機構と同

様の協定を締結していたことから、近隣消防本

部との災害協定に基づき円滑に広域的な支援を

受けることが可能となるため、同社との協定締

結に至りました。 

 

 

 

 

【締結式の様子】  

【イベントの様子】  

https://youtu.be/VfWsV059saE
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◆ 建設重機による協力体制を強化 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部では、令

和３年３月２５日（木）、当消防本部の構成３市の建

設業団体（常総市建友会水海道地区会、守谷市災害対

策協力会及びつくばみらい市建設安全協力会）との

間の「災害時における消防活動の協力に関する協定」

の内容を改めました。 

各建設業団体に対する協力要請区域について、こ

れまでの団体の所在する市に限っていたものを当消

防本部の管轄区域全体に拡大するなど、協定改定に

より各建設業団体との連携及び協力体制の強化を図

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 聖火リレーの警備を実施 

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、令和３年３月２７日（土）、管内の郡山市と田村市で東京

２０２０オリンピックの聖火リレーが行われました。 

当日は、関係機関とともに聖火リレーの円滑な進行と有事に備えた警備を実施しました。 

３日間で福島県内を駆けめぐった聖火は、これから４か月かけて全国をめぐります。  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調印式後の記念撮影】  

【聖火リレーの様子】  
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訓練・演習 

◆ 土砂災害を想定した救助訓練を実施 

八尾市消防本部（大阪） 
八尾市消防本部では、令和３年３月１６日

（火）、１７日（水）の２日間、当市一般廃棄物

最終処分場において、高度救助隊員をはじめと

する３４名が土砂災害を想定した救助訓練を実

施しました。 

本訓練は、山麓部急傾斜地で発生した土砂災

害により生き埋めになった要救助者が発生した

との想定で、フィックス線の設定、グランドパッ

トの設定、コンパネ・杭による土留め板の設定の

ほか、内掘・一方掘りを実施したものです。当消

防本部単独での訓練は初めてであり、非常に有

意義なものとなりました。 

今後もあらゆる災害に迅速・的確に対応でき

るよう訓練を重ね、災害対応力強化に努めてま

いります。 

 

 

 

 

 

◆ 第１回警防練成会を実施 

水俣芦北広域行政事務組合消防本部（熊本） 

水俣芦北広域行政事務組合消防本部では、令和３年３月２３日（火）、２４日（水）の２日間、

水俣消防署と芦北消防署で警防練成会を実施しました。 

本練成会は、コロナ禍により大規模訓練等が中止や自粛になったことから、日頃の訓練成果を

確認することを目的として、火災及び救助想定の訓練を実施したものです。 

訓練内容は、ブラインド型とし、火災想定訓練と救助想定訓練を各２０分間で実施するもの

で、指揮要領、活動隊同士の連携、安全管理の確認を行いました。また、ドローン操縦訓練も同

時に実施し、上空から練成会の活動状況を記録しました。 

本練成会を通じて各中隊の課題と問題点を抽出し、今後の訓練に生かすとともに、継続的かつ

実践的に訓練を重ねて住民の安全・安心に貢献してまいります。 

   
 

 

 

 

 

 

 

【救助訓練の様子】  

【水俣消防署火災想定訓練の様子】  【芦北消防署救助想定訓練の様子】  
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◆ 解体予定施設を利用した消防活動訓練を実施 

入間東部地区事務組合消防本部（埼玉） 

入間東部地区事務組合消防本部では、令和３

年３月２３日（火）から２５日（木）までの３日

間、ふじみ野市大井中央公民館において、解体予

定施設を利用した消防活動訓練を実施しました。 

本訓練は、実災害の経験不足を補い、各隊の知

識及び技術の向上を図る目的で実施しました。 

エンジンカッター等を使用したドア破壊訓練、

スクウェア・ステップ・カット法でのブリーチン

グ訓練、ドア開閉鍵を使用したエレベーター事

故想定訓練などの訓練内容を総勢１７８名の隊

員が行いました。 

引き続き、住民の負託に応えられる職員の育

成に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

◆ 陸上自衛隊第３師団第３特殊武器防護隊による特殊災害特別研修を実施 

伊丹市消防局（兵庫） 
伊丹市消防局では、令和３年３月２２日（月）、管内に駐屯地を構える陸上自衛隊第３師団の第

３特殊武器防護隊を講師に招き、特殊災害対応能力の向上を図る目的で特別研修を実施しました。 

本研修は、「自衛隊と特殊災害の基礎知識」と題した講義を受けたのち、当消防局訓練場におい

て、特殊災害対応車両及び資器材の説明を受けるとともに、管内の駅で化学剤を用いたテロが発

生したという想定の自衛隊による除染活動を見学しました。本研修や意見交換を通じて自衛隊の

活動手順や考え方などを学ぶことができました。 

今後は、合同訓練の実施を視野に入れるなど、研修を徐々にステップアップして有事の際にス

ムーズな連携を図れるように努めていくとともに、「顔の見える関係」を構築してまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【講義の様子】  【除染活動の様子】  
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◆ 若手職員の査察技術審査会を開催 

福岡市消防局（福岡） 

福岡市消防局では、３月２２日（月）、２３日（火）の２日間、採用後２年目から４年目までの

若手職員を対象とした査察技術審査会を開催しました。 

当消防局では、従来から各種研修などでシミュレーション訓練を行っていましたが、順位付け

する審査会形式での開催は初めての試みでした。各消防署長からは、自所属職員の査察技術の確

認はもちろんのこと、他所属職員の査察技術も確認できたことは大変有意義であったとの意見が

あがりました。また、過去に開催実績のある消防本部からアドバイスをいただき開催したため、

非常に成果のある審査会となりました。 

参加した若手職員は多くの評価者から査察の技術に関する客観的な評価を受けることで、査察

における現状の課題を、発見することができました。  

    
 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 指令センター新規派遣者研修を実施 

筑後地域消防指令センター（福岡） 

福岡県南部、筑後地域の７消防本部で共同運

用する筑後地域消防指令センターでは、令和３

年３月１８日（木）から３１日（水）までの間、

新規派遣者研修を実施しました。 

この研修は、人事異動に伴う当指令センター

の一時的な機能低下を抑止し、安定運用を図る

ことを目的に、令和３年４月から新たに派遣さ

れる消防本部の職員に対して、指令管制業務に

必要な知識・技術等を習得させるため、１１９番

通報受信、口頭指導、指令及び無線管制要領など

の座学のほか、各種システムの操作、模擬訓練な

どの実技を行いました。 

今後は、継続的なＯＪＴにより通報者とのコ

ミュニケーションスキルを向上させ、住民ニー

ズに的確に応えることができるよう通信指令員

の能力強化に努めてまいります。 

 

 

 

【査察技術審査会の様子】  

【新規派遣者研修の様子】  
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そ の 他 

◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

西入間広域消防組合消防本部（埼玉） 
西入間広域消防組合消防本部では、令和３年３月１４日（日）、消防協力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１４日（日）、山林内において滑落によって身動きが取れなくなった男

性を、トレイルランの練習をしていた男性が発見し、１１９番通報するとともに、険しい現場ま

で隊員を誘導するなどして早期救出に貢献したものです。冬季の事故でありましたが、協力者の

冷静な判断と迅速な行動により尊い命が救われました。  

   
 

 

 

 

 
 

◆ 令和２年度消防研究会を実施 

湖南広域消防局（滋賀） 
湖南広域消防局では、令和３年３月１７日（水）、令和２年度消防研究会を開催しました。 

この消防研究会は、消防機械器具の改良・開発及び消防に関する論文を広く募集することで、

職員の資質向上と消防の発展に寄与することを目的に実施しているものです。 

各所属から１１作品が発表されましたが、このうち「ジャックスティ検索迅速移行資機材の考

案について」及び「ゴーグル曇り止めアタッチメントの開発について」の２作品を当消防局の代

表として滋賀県消防研究会に出場させることとしました。  

  
 

 

 

 

 

 

【消防協力者感謝状贈呈式の様子】 

【消防研究会の様子】  
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◆ 東日本大震災写真パネル展 

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１日(月)から２１日(日)までの間、防災研修センター特

別企画として、東日本大震災写真パネル展を開催しました。 

大震災から１０年が経過するにあたり、甚大な被害をもたらした災害を風化させないよう、当

消防局が緊急消防援助隊として現地で活動した記録写真などをパネル展示するとともに、被害状

況のＤＶＤ放映を実施しました。また、防災関連用品取扱事業所に協力をいただき、いざという

時に役立つ防災グッズを多数展示し、防災意識の啓発も図りました。期間内の来場者数は、市内

外から約３００名にのぼり、来場者からいただいたアンケートには、「写真や映像を見て胸が締め

付けられる思いでした。自分にできる備えをしなければならないと改めて考えさせられました。」、

「実際に現地で活動された職員のお話も聞くことができ、涙が出ました。」など、たくさんの感想

をいただきました。 

  
 

 

 

 

 
◆ 人命救助協力者に感謝状を贈呈 

宇都宮市消防局（栃木） 

宇都宮市消防局では、令和３年３月２２日

（月）、人命救助協力者に対し感謝状の贈呈式を

行いました。 

本事案は、令和３年１月６日（水）、市内で発

生した建物火災において、黒煙が噴出する出火

建物内で、倒れて動けなくなっていた高齢男性

を、近くで下水道敷設工事をしていた作業員３

名とその警備員１名が協力して救出したもので

す。現場監督をしていた作業員が火災に気付き、

ほかの作業員らに逃げ遅れ者の確認を指示した

ことで、要救助者を発見して救出することがで

きました。これらの勇気ある行動と冷静かつ的

確な判断により、尊い１名の命が救われました。 

なお、作業員が勤務する有限会社菊池建材工

業は、当市の消防団協力事業所に登録されてお

り、普段から地域の安全・安心に積極的に貢献し

ています。 

 

 

 

 

【写真パネル展会場の様子】  【防災グッズ展示】  

【贈呈式の様子】  
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◆ 高齢者福祉施設向け「救急ガイドブック」を作成し、説明会を開催 

西条市消防本部（愛媛） 
西条市消防本部では、高齢者福祉施設向け「救急ガイドブック」を作成し、令和３年３月２２日

（月）、２３日（火）の２日間、市内の高齢者福祉施設事業所に対して説明会を実施しました。 

この「救急ガイドブック」は、近年の高齢化を背景に、高齢者福祉施設からの救急要請が１０年

前と比較し２倍に増加していることから、高齢者福祉施設における事故防止と緊急時対応を支援

し、救急体制の確立を図ることを目的に作成したものです。施設利用者に緊急事態が起こった場

合の救急要請から応急手当の実施、救急隊への引き継ぎまで、一連の流れを標準化できるよう作

成しました。 

当消防本部では、今後も事業者と連携を密にし、安心・安全なまちづくりに努めてまいります。 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
◆ 潜水隊の運用を開始 

芦屋市消防本部 （兵庫） 

芦屋市消防本部では、令和３年４月１日（木）、

消防体制の充実強化を図る目的で、潜水隊を発

隊し運用を開始しました。 

当市は、山、海、川など豊かな自然環境に恵ま

れた国際文化住宅都市であり、特に南端の臨海

部に位置する南芦屋浜地区は、人工海浜、マリー

ナ、水路があり、海洋性レクリエーションも盛ん

に行われています。 

これらの管内全ての水難事故に対応するため、

また、災害に強い安全・安心なまちづくりを目指

し、訓練に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明会の様子】  

【発隊した潜水隊】  
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◆ 消防署庁舎見学動画を作成 

相模原市消防局（神奈川） 

相模原市消防局では、令和３年４月６日（火）、消防署庁舎見学動画を配信しました。 

当消防局では、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、例年実施している市内

小学校の児童等を対象とした消防署庁舎見学を行っておりません。 

この動画は、児童等に消防の仕事を理解し興味を持っていただくことを目的として、「消防署の

一日」、「１１９番通報から消防隊の出場まで」及び「消防隊の活動」を紹介する構成となってお

り、当市ホームページ「相模原チャンネル」に掲載するとともに、市内の小学校等の教材として活

用される予定です。  

【動画の URL】https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/channel/1012225/1022921.html  

 

  
 

 

 

 

 
 

◆ 本校初開催！土砂・風水害機動支援部隊等と連携した訓練を実施 

愛媛県消防学校 

愛媛県消防学校では、令和３年３月１８日（木）、平成３０年７月に発生した西日本豪雨の経験

を踏まえ、本校大規模訓練場において、土砂災害現場を想定した実働訓練を実施しました。 

本訓練は、「大規模災害対策研修」の中で、災害発生時のドローン及びオフロードバイクによる

情報収集技能の修得をはじめ、重機や水陸両用バギーを配備した「土砂・風水害機動支援部隊」と

「災害救助犬チーム」の連携方策の修得を目的として実施しました。 

近年の風水害においては、大量の土砂や流木に阻まれた状況での救助活動のほか、広範囲にわ

たる浸水などによって救助活動が難航しています。今後も大規模な土砂・風水害に対応する特殊

車両を配備した機動部隊や関係団体と連携した訓練を実施するとともに、ドローンなどの資機材

を活用した情報収集訓練などを重ね、県下消防本部での災害発生時における部隊運用能力を向上

させ、住民の安全と安心を守ってまいります。  

   
 

 

消防学校からの便り 

【消防署を案内するキャラクター「さがみファイヤー」と 

市マスコットキャラクター「さがみん」】  

【訓練の様子】  

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/channel/1012225/1022921.html
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消防庁通知等 

◆ 令別表第一（６）項に掲げる防火対象物における避難器具の設置状況等に係る調査について 

（消防予第１５７号、令和３年４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、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。 

 

消防法施行令（以下「令」という。）別表第１（６）項に掲げる防火対象物においては、自力避

難が困難で避難の際に介護等を必要とする者（以下「自力避難困難者」という。）が利用している

場合が想定されることから、限られた人員及び時間の中で避難誘導等の初動対応を行うことがで

きるよう、消防用設備等の設置等のハード対策に加え、当該施設の構造や利用者の特性に応じた

避難方法等を含む初動対応のための適切な計画の策定や訓練の実施等のソフト対策を講じておく

ことが重要です。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/f3f927f09fc1a67225998edea6122a5d38e17b5a.pdf） 

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

◆ 消防防災科学技術研究推進制度の令和３年度研究課題の採択 

                                                  （令和３年４月２日、消防庁） 

消防庁では、近年の自然災害の増加、少子高齢化、社会資本の老朽化等を踏まえ、消防防災分野

における課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術研究推進制度（競争的資金）

により研究開発を推進しています。 

この度、令和３年度の研究課題を採択しましたので、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/210402_soumu01.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁予防課 

 

担当：木村、羽田野、大野、山本 

 

電話：03-5253-7523 

 

F A X：03-5253-7533 

 

Email:k8.yamamoto@soumu.go.jp 

＜事務局連絡先＞ 

消防庁予防課（消防技術政策担当） 

鈴木・四維・田川  

Tel：03-5253-7541 Fax：03-5253-7533 

E-mail：gisei2@ml.soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/f3f927f09fc1a67225998edea6122a5d38e17b5a.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210402_soumu01.pdf
mailto:k8.yamamoto@soumu.go.jp
mailto:gisei2@ml.soumu.go.jp
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情報提供 

◆ 「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」「救急に関する調査研究助成事業」研究報

告書のご案内について                    一般財団法人救急振興財団 

事業概要 

１ 救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業 

  プレホスピタルケアの質の向上と救急業務の諸問題の解決に向けて、必要な研究を行うこと

を目的に、当財団が指定するテーマに沿った研究課題で調査研究を行う委託先を募集するもの。 

２ 救急に関する調査研究助成事業 

  救急業務に関する先進的な調査研究を行う団体に対し、当該研究に必要な経費の助成を行う

もの。 

上記事業の研究成果を当財団ホームページにてご案内しております。 

全文を無料で公開していますので、ぜひご覧ください。 

 

【救急救命の高度化の推進に関する調査研究】 

帝京大学医療技術学部スポーツ医療学科救急救命士コース 

 救急救命士の気管挿管熟練者の技術分析とその指標を用いた気管挿管技術習得プログラムの開

発 

 

【救急に関する調査研究助成】 

① 白山野々市広域消防本部 

救急分野におけるＶＲ：virtual realityシステムの活用とその有効性の検証 

② 日本医科大学 

窒息に対するバイスタンダー応急手当の質向上のための口頭指導に関する研究 

③ 金沢医科大学病院救急医療センター 

心肺蘇生を望まない介護老人福祉施設入所者が心肺停止時に救急搬送に至る要因 

④ 札幌医科大学救急医学講座 北海道病院前・航空・災害医学講座 

  病院前救護活動における救急隊に対する患者・家族満足度調査の開発 

 

 
※ 本研究成果の全文を当財団ホームページに無料で掲載しており、閲覧・印刷可能です。 

   下記 QR コードから研究報告書をご覧いただけます。なお、無断転載を禁じます。  
 
                
         「救急救命の高度化の推進に関する調査研究」                   
         （http://fasd.jp/publics/index/17/） 
 
                  「救急に関する調査研究助成」 
         （http://fasd.jp/publics/index/212/） 
 
 
  ※ 上記研究のほか、現在も研究中のものがありますが、そちらについては研究完了次第、 

順次掲載いたします。 
 ※ 「救急救命の高度化の推進に関する調査研究」については、印刷・製本し、全国の消防 
   本部及び関係機関等に配布しています。 
 ※ 消防本部等からの積極的な研究応募申請を、心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人救急振興財団 

連絡先：企画調査課  

〒192-0364 八王子市南大沢４－６ 

TEL 042-675-9931 

E-mail kikaku-info@fasd.or.jp  

http://fasd.jp/publics/index/17/
http://fasd.jp/publics/index/212/
mailto:kikaku-info@fasd.or.jp
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◆ 令和３年度消防技術安全所「検証成果発表会・業務公開」（ＷＥＢ）の開催について 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁消防技術安全所では、例年４月に消防技術安全所一般公開、９月に検証成果発表会

を開催しているところですが、令和３年度は東京２０２０大会及び新型コロナウイルス感染症

を考慮し、「検証成果発表会・業務公開」を WEB 配信として下記のとおり開催することとなりま

したのでご案内いたします。 

 

記 

１ 発表・公開方法 

東京消防庁消防技術安全所ホームページ 

（https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-gijyutuka/index.html）に公開  

２ 発表・公開期間 

  令和３年４月１７日（土）から令和３年５月１６（日）まで 

３ 発表・公開内容 

⑴  動画発表 

ア 地震動によるカセットこんろの挙動の検証 

イ 観測地震波を用いた車いす使用者の身体防護体勢の検証 

ウ 火災室の熱環境の判断に関する検証 

エ 放射温度計の活用方策に関する検証 

オ 電気プラグのプラスチック中の赤リンの検証 

カ 拭取り除染資器材の効果の検証 

キ 消防職員のストレス対処力に関する検証 

ク 消防職員の受熱による影響等に関する検証 

⑵  ポスター発表 

  ア 地震動による飲食店等におけるフライヤーの挙動の検証 

  イ 消火用ノズルの性能評価の検証 

  ウ 墜落制止用器具（フルハーネス型及び胴ベルト型）に関する検証 

  エ 火気設備等の周囲に設置するガラスの安全性に関する検証 

  オ 電動ストレッチャーの使用に関する検証 

⑶  業務公開 

消防技術安全所の業務内容や過去の主な検証等について紹介する動画を公開 

４ その他 

  検証成果発表会についての質疑等は、問合せ先Ｅメールにて受付・回答します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京消防庁 

消防技術安全所ＨＰ 

〈問合せ先〉 

東京消防庁 消防技術安全所 

業務公開に関すること 

消防技術課 庶務係 福嶋 山口 

電話：03-3466-1515(内線 6322・6325) 

検証成果発表会に関すること 

消防技術課 消防技術係 中山 佐藤 

電話：03-3466-1515(内線 6342・6347) 

東京都渋谷区幡ケ谷一丁目 13番 20号 

E ﾒｰﾙ：gijyutuka3@tfd.metro.tokyo.jp  

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-gijyutuka/index.html
mailto:gijyutuka3@tfd.metro.tokyo.jp
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◆ 髙島屋 会員（消防職員）限定の販売サイトのご案内  

一般財団法人全国消防協会 

 新たに一般財団法人全国消防協会の賛助会員および指定店登録事業者となりました株式会社髙

島屋では、会員（消防職員）向けに百貨店の髙島屋が選りすぐりのアイテムをご紹介・販売するサ 

イトをオープンいたしました。 

 今回は母の日特集として、調理器具や調理家電、フラワーギフト等を数量限定の特別価格にて

令和３年４月２０日（火）まで販売いたします。 

 本件につきましては、令和３年４月１４日（水）に各本部宛に販売サイトのご案内チラシをメ

ールにて送付いたします。 

 

                            
 

＊ お知らせ 

  住所等の変更がありましたので、ご連絡いたします。 

 

○ ７３５０４ 玉野市消防本部（岡山） 

変更日      ：令和３年４月２日 

新郵便番号    ：〒７０６－０００１ 

新住所      ：玉野市田井２丁目４５０２番地 

変更理由     ：新庁舎移転のため 

 

 

 

 

 

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。 

【問合せ先】 

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

