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◆ 令和４年度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会を開催 

全国消防長会技術委員会 

令和４年１０月２７日（木）、広島県福山市（福山ニューキャッスルホテル）において、令和

４年度全国消防長会技術委員会第２回常任委員会を開催しました。 

会議における議案等は、次のとおりです。 

【報告事項】 

１ 消防車両の調達にかかる追跡調査について 

２ 2022年 ISO/TC94/SC14国際会議の結果について 

【議案審議】 

１ ISO/TC94/SC14国際会議への派遣登録消防本部について 

２ グループ討議のグループ編成について 

３ 令和５年度第２回常任委員会の開催地等について 

４ 第１０２回全国消防長会技術委員会の開催地について 

５ 第１０３回全国消防長会技術委員会の開催支部について 

【情報交換】 

１ 車両のメンテナンス状況について（福山地区消防組合消防局） 

２ 救急車のエアコンの故障状況について（福山地区消防組合消防局） 

【情報提供】 

 安全推進部の紹介及び取り組みについて（東京消防庁） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№０４４４ 

発行日 令和４年１１月２２日 

発行所 全国消防長会 

一般財団法人全国消防協会 

担  当 企画部企画課 03（3234）1321 

両 会 の 動 き  

【委員会の様子】 



2 

 

◆ 第３６全国消防長会警防防災委員会の開催 

全国消防長会警防防災委員会 

 令和４年１１月１０日（木）北海道岩見沢市（岩見沢平安閣）において、第３６回全国消防長

会警防防災委員会を開催しました。 

会議における情報交換等は次のとおりです。 

【情報交換】 

１ 無人航空機の更新基準（年数）について 

２ 無人航空機の消防団と連携した運用について 

３ 地震等の災害時、多数の踏切道において長時間の遮断が発生した時の対応について 

４ 緊急消防援助隊派遣時における宿営場所で使用する調理器具について 

５ 個人防火装備（防火フード）の配備状況について 

６ 火災現場における検証・評価について 

７ 消防用乾燥砂の保有状況等について 

【情報提供】 

１ 最近の消防情勢について 

２ リチウムイオンバッテリー搭載車両に対する消火活動要領について 

３ 北九州市小倉北区「旦過地区」における火災の概要について 

４ 消防研究センターの体制と事業概要について 

５ 広域化、連携・協力等の検討における消防力適正配置等調査の活用 

６ 消防通信施設の更新・維持管理、共同化に関する取り組みについて 

７ ＩＳＯ国際会議の開催結果について 

【その他】 

次期開催地について 
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【委員長あいさつの様子】 

◆ 令和４年度全国消防長会救急委員会秋季常任委員会を開催 

全国消防長会救急委員会 

令和４年１１月１１日（金）、神奈川県川崎市（川崎市消防局）において、令和４年度全国消

防長会救急委員会秋季常任委員会を開催しました。 

会議の議題等は、次のとおりです。 

【審議事項】 

　１ 「令和５年度救急車適正利用 PRポスター」について 

　２ 令和５年度全国消防長会救急委員会秋季常任委員会の開催地について 

【情報交換】 

　１ 自動式心マッサージ器の運用について 

　２ 新型コロナウイルス感染症拡大期における救急出動体制について 

　３ 救急標準課程（救急科）をはじめとする研修の効率的な実施方法について 

　４ 救急需要増大時における救急安心センター事業（＃7119）の課題と普及啓発について 

【情報提供】 

　１ オリジナル啓発媒体について 

　２ 「全国救急隊員シンポジウム」開催地について 

　３ 救急車適正利用 PRポスターのデザインの公募について 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【救急委員会の様子】 
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◆ 令和４年度全国消防長会役員会の決定に基づく「消防関係予算の所要額確保に関する要望」

を実施 

全国消防長会 

令和４年１１月１４日（月）、総務省等において、清水会長及び鍵本財政委員会委員長から寺

田総務大臣等に対して、令和４年度全国消防長会役員会（令和４年１０月３１日）の決定に基づ

く「消防関係予算の所要額確保に関する要望」を実施しました。 

実施当日は、尾身総務副大臣、前田消防庁長官、原自治財政局長、古屋自由民主党消防議員連

盟会長等に直接お会いし要望書を手渡しました。 

 

【消防関係予算の所要額確保に関する要望】 

 近年、記録的な暴風雨や台風による大規模な風水害が発生しており、建物の倒壊、河川の決

壊・氾濫、浸水害、竜巻、土砂災害等の大きな被害をもたらすなど、災害は多様化・激甚化・頻

発化している。特に令和４年においても、８月の東北地方を中心とした記録的大雨や９月の日本

列島を縦断した台風１４号等の影響により多数の人的被害及び住家被害が発生している。 

また、新型コロナウイルス感染症が未だ感染の終息が見通せない中、夏季の記録的猛暑等によ

り、救急需要はますます増大している。 

更に、最大震度５を超える規模の大きな地震が日本各地で発生しており、今後首都直下地震や

南海トラフ地震といったさらなる巨大地震の発生に伴う被害も懸念されている。 

このような状況下においても消防行政を停滞させることなく、多発する大規模災害や感染症等

に的確に対応し、国民の安全・安心を守るため、消防力を十分に確保する必要がある。 

国においては、消防防災分野のＤＸの推進、緊急消防援助隊及び常備消防等の充実強化や、地

域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の更なる充実強化、火災予防対策の推進、消防

防災分野における女性や若者の活躍促進、Ｇ７広島サミットにおける消防・救急体制等の整備な

ど、国民の期待に的確に対応できるよう防災・減災対策に全力で取り組まれているところである。 

 しかしながら、人口減少・少子超高齢社会の進行による社会保障費の増大など様々な課題を抱

え、求められる財政需要は増加の一途をたどっており、引き続き厳しい状況であると言わざるを

得ない。 

 ついては、消防力の基礎となる消防職員や消防車両を確保し、消防庁舎や消防水利等のインフ

ラ整備を推進することはもとより、大規模災害やテロ災害等に的確に対応できるよう、特に次の

事項について、強く要望する。 

 

１ 予算概算要求額の満額確保について 

⑴ 消防防災分野のＤⅩの推進 

災害時の国・地方の映像情報共有、市町村からの映像を含む情報確保手段の充実、消防団

員に対するドローン操縦講習等による消防団災害対応の高度化推進、マイナンバーカードを

活用した救急業務の迅速化・円滑化に向けたシステム構築の検討に係る概算要求額８．０億

円に加えて、事項要求の経費を満額確保すること。 

⑵ 緊急消防援助隊・常備消防等の充実強化 

南海トラフ地震等の大規模災害に備え、緊急消防援助隊の充実強化のための緊急消防援助

隊設備整備費補助金及び無償使用制度等に係る経費、消防防災施設の整備の促進を図るため

の消防防災施設整備費補助金、広域化等による常備消防の充実強化等に係る概算要求額７４．

０億円に加えて、事項要求の経費を満額確保すること。 

⑶ 消防団や自主防災組織等の充実強化 

消防団加入促進広報の実施や社会環境の変化に対応した消防団の力向上モデル事業、自主

防災組織等の活性化への取組、災害対応能力の向上を図るための救助資機材等の無償貸付等

に係る概算要求額８．３億円に加えて、事項要求の経費を満額確保すること。 

⑷ 火災予防対策の推進 

消防用設備等及びその点検における新技術導入の推進、消防法令に係る違反是正の推進、

危険物施設等の安全対策の推進等に係る概算要求額４．５億円を満額確保すること。 

⑸ Ｇ７広島サミットにおける消防・救急体制等の整備 
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サミット開催期間中における消防・救急体制に万全を期すため、関係施設に対する事前査

察、警戒部隊の応援体制の構築及びＮＢＣ等テロ対応資機材の整備等に係る概算要求額８．

２億円を満額確保すること。 

⑹ 被災地における消防防災体制の充実強化 

原子力災害避難指示区域における大規模林野火災等の災害に対応するための消防活動等の

支援等に係る概算要求額２．５億円（復興特別会計）を満額確保すること。 

⑺ その他の消防活動に必要な経費について 

上記⑴～⑹のみならず、消防防災分野における女性や若者の活躍促進、科学技術の活用に

よる消防防災力の強化等、消防庁の概算要求額を満額確保すること。 

 

２ 地方交付税の所要額の確保について 

消防機関が、消防活動を行う上で必要な財源となる地方交付税の所要額を確保すること。ま

た、大規模災害等に備えるために必要な施設整備に支障が生じないよう、緊急防災・減災事業

債、防災対策事業債及び施設整備事業債（一般財源化分）の元利償還金に対する交付税措置を

継続すること。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【左から、清水会長、尾身総務副大臣、   

               鍵本財政委員会委員長】 

【左から、鍵本財政委員会委員長、  

       前田消防庁長官、清水会長】 
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訓   練 

◆ 外国人市民も一緒に参加する消防訓練を実施 

豊橋市消防本部（愛知） 
豊橋市消防本部では、令和４年１１月６日（日）、秋季火災予防運動に当たり、外国人市民が

多く居住する市営才ノ神住宅において、消防訓練を実施しました。 

この訓練は、言語や習慣の異なる外国人市民が、迅速で的確な通報・初期消火・避難を行える

ようになることを目的として、同時通訳を用いて１１９番通報や消火器取り扱い訓練を実施した

ものです。 

また、同住宅の１１階で火災が発生したとの想定で、消火隊及び救助隊による消防訓練の展示

を実施しました。 

参加した外国人市民の方からは、「ポルトガル語で１１９番通報ができることを知れてよかっ

た。次回は、友人にも声を掛けて積極的に参加したい。」との声をいただきました。 

今後も継続的に訓練を実施し、国籍を問わず安全・安心に暮らせる多文化共生のまちづくりを

推進してまいります。  

  
 

 

 

 
◆ 消防団と合同で火災想定訓練を実施 

雲南消防本部（島根） 
雲南消防本部雲南消防署では、令和４年１１月６日（日）、秋季全国火災予防運動に当たり、

雲南市三刀屋文化体育館アスパルにおいて、消防団と合同で火災想定訓練を実施しました。 

この訓練は、火災防ぎょ技術の向上や、消防団との連携強化を目的に実施したものです。大規

模な耐火建築物から火災が発生し入館者の数人が逃げ遅れたとの想定で、的確な部隊運用や消防

職団員間の連携を図ることで、有効な消火・救助活動を行うことができました。  

  
 

 
 

消防本部の動き  

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 消防団員を対象とした救助用資機材取り扱い訓練を実施 

吉川松伏消防組合消防本部（埼玉） 
吉川松伏消防組合消防本部では、令和４年１１月７日（月）、吉川市消防団及び松伏町消防団

の団員を対象とした救助用資機材取り扱い訓練を実施しました。 

これは、救助用資機材を配備する消防団を対象に、特別救助隊を中心とした消防職員が救助用

資機材の取り扱いを指導したものです。 

内容は、救助事案に対して団員のみで戦術を考え、救助用資機材を駆使して要救助者を救出す

るという実践的な活動を行い、その後は班ごとにデブリーフィングを行うなど、充実した訓練と

なりました。  

 
 

 

 

 

 

◆ 自衛消防訓練審査会を実施 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁三鷹消防署では、令和４年１１月８日（火)、管内にある株式会社ＳＵＢＡＲＵ東

京事業所において、自衛消防訓練審査会を実施しました。 

この審査会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により３年ぶりの開催となり、１

０事業所から１３隊３５名が参加しました。 

当日は、各事業所の消防設備や勤務体制に合わせて１号消火栓隊と２号消火栓隊に分かれ、日

頃の訓練の成果を発揮しました。 

参加者からは、「この審査会をきっかけに、改めて自衛消防の重要性を確認しました。事業所

の安全安心のために、これからも訓練を継続していきたいです。」との声が聞かれました。 

  
 

 

 

 
 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ ＢＣ災害対応訓練を実施 

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４年１１月８日（火）、管内の公共施設において、岐阜

県警察本部と合同でＢＣ災害対応訓練を実施しました。 

 この訓練は、不特定多数の利用者等が集まる場所において、テロ災害の発生を想定し、当消防

本部の生物・化学（テロ）災害活動要領に基づき、出動各隊の行動要領を再確認するとともに、

関係機関との連携強化及び共通認識を深めることを目的として実施したものです。 

 訓練では、岐阜県警察、公共施設職員、消防職員の総勢９１人が参加し、通報から剤の検知、

暴露者の搬送、除染、救急搬送までの一連の流れを確認したほか、当消防本部が保有するドロー

ンを活用した上空からの情報収集も実施しました。 

今後も関係機関との連携強化を図り、さらなる災害対応能力の向上に努めてまいります。 

  
 

 

 
 

◆ 火災想定訓練を実施 

桑名市消防本部（三重） 
桑名市消防本部では、令和４年１１月８日（火）、秋季火災予防運動に当たり、令和４年４月

にオープンした桑名福祉ヴィレッジにおいて、火災想定訓練を実施しました。 

この施設は、高齢者・障害者・子どもなどに対して通所や入所、相談などを包括的に提供して

いる多世代交流・多機能型の福祉施設です。 

訓練では、災害時における関係機関との情報共有の方法の確認、救助用送風機を用いた加圧排

煙戦術、濃煙熱気内から逃げ遅れた要救助者の救出訓練を実施しました。 

今後も、一人でも多くの命を救えるよう実践的な訓練を計画し、火災対応力の向上に努めてま

いります。  

  
 

 
 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 火災防ぎょ訓練を実施 

久留米広域消防本部（福岡） 
久留米広域消防本部では、令和４年１１月７日（月）に株式会社資生堂福岡久留米工場、１１

月８日（火）に日本精工九州株式会社において、それぞれ消防団、警察及びドクターヘリと合同

で火災防ぎょ訓練を実施しました。 

両工場は、数万㎡に及ぶ危険物施設を有する大規模な工場であることから、火災が発生した場

合は多数傷病者の発生、活動の長期化が予測されるなど、消火及び救助活動において他機関と連

携した活動が必要となります。 

訓練では、当消防本部が保有するドローンの上空映像を他機関と共有しながら活動するなど、

関係機関と火災発生時の対応について確認することができました。  

  
 

 

 

 

 

 
◆ 土砂埋没救助訓練を実施 

上伊那広域消防本部（長野） 
上伊那広域消防本部では、令和４年１１月７日（月）から９日（水）までの３日間、管内事業

所の協力を得て、全救助隊員を対象に土砂埋没救助訓練を実施しました。 

 この訓練は、同事業所敷地内にある盛り土の斜面を活用し、応急土留め設定要領、掘削訓練等

の基本技術を確認することを目的に実施したものです。 

今後も訓練を継続し、土砂災害対応能力のさらなる強化を図ってまいります。 

   
 

 

 
 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 鉄塔を使用した合同救助訓練を実施 

岩国地区消防組合消防本部（山口） 
岩国地区消防組合では、令和４年１１月９日（水）、中国電力ネットワーク株式会社山口ネッ

トワークセンターの協力のもと、同社訓練鉄塔を使用した合同救助訓練を実施しました。 

この訓練は、県内の送電鉄塔において、作業中の職員が体調不良で救助される事案が散見され

ていることから、送電鉄塔に関する基礎知識の習得及び活動要領の確認、実災害時における他機

関との連携強化を目的に実施したものです。 

当日は、同社従業員の指導により、送電鉄塔に関する座学、鉄塔昇降訓練を行った後、送電鉄

塔で要救助者が発生したという想定で救出訓練を実施しました。 

今後も、隊員の現場対応力の向上を図るとともに、地域住民の安全・安心のため、訓練を重ね

てまいります。  

  
 

 

 

 
◆ 訪問看護師等を対象とした１１９番通報訓練を実施 

西条市消防本部（愛媛） 
西条市消防本部では、令和４年１１月９日（水）、「１１９番の日」に、訪問看護師等を対象と

した１１９番通報訓練を実施しました。 

この訓練は、１１９番通報を行う機会が多い訪問看護師等に通報技術を身に付けてもらうこと

により、救命率、社会復帰率の向上を図ることを目的として実施したものです。 

当消防本部における訪問看護師等からの救急要請は、１０年前と比較すると約１.７倍増加し

ています。今後も、高齢化社会を背景に、訪問看護や介護のニーズの増加が見込まれています。 

訓練では、１１９番通報要領、口頭指導等の講義の後、訪問時に起きることを想定した１１９

番通報の実技を実施し、迅速・的確な１１９番通報の習得を図りました。 

今後も継続的に訓練を実施し、さらなる安全・安心の提供に努めてまいります。 

  
 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  



11 

 

◆ 特殊災害対応訓練を実施 

伊予消防等事務組合消防本部（愛媛） 
伊予消防等事務組合消防本部では、令和４年１１月９日（水）、管内にある大型ショッピング

センターにおいて、関係機関合同による特殊災害対応訓練を実施しました。 

当日は、店舗内において、男性が複数の客に何らかの液体を浴びせて逃走したとの想定で、従

業員が１１９番通報をした後、消防、警察、県ＤＭＡＴが情報を共有しながら連携して、負傷者

の救出、除染、トリアージ活動を実施しました。また、訓練後に訓練の検証会を実施し、各機関

の連携強化を図ることができました。 

今後も、引き続き各関係機関との訓練を重ね、複雑多様化する災害に備える体制強化に努めて

まいります。  

  
 

 

 
 

 

◆ 大規模工場と合同消火・避難訓練を実施 

太田市消防本部（群馬） 
太田市消防本部大泉消防署では、令和４年１１月１０日（木）、全国秋季火災予防運動に当た

り、パナソニック株式会社と合同消火・避難訓練を実施しました。 

 この訓練は、大規模工場の災害発生時における初動体制の確立、同工場との連携強化を目的と

して実施したものです。 

 当日は、同社員約３００人が参加し、１階にあるカフェの厨房から出火し、屋上に逃げ遅れた

人がいるとの想定で消火、避難訓練を実施しました。同署のはしご車を使った救出、救急トリア

ージ、同社の自衛消防隊による放水、初期消火などの訓練を実施した後、煙体験ハウスを体験し

ていただきました。 

 今後も継続的に訓練を実施し、関係機関との連携強化に努めてまいります。  

   
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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研 修 等 

◆ 違反是正の推進に係る実務研修（区分Ｂ）を実施 

松本広域消防局（長野） 
 松本広域消防局では、令和４年１０月３１日（月）から１１月４日（金）まで、長野県内の消

防本部を対象に違反是正の推進に係る実務研修（区分Ｂ）を初めて実施しました。 

この研修は、消防法第１７条の４に基づく命令の前段としての警告を適切に行う目的で実施し

たもので、木曽広域消防本部と諏訪広域消防本部から１名ずつと、当消防局から受講を希望する

職員が参加しました。 

研修では、立入検査から違反処理に至るまでの流れの確認、特定１階段等防火対象物への立入

検査の同行、消防庁舎を使用した物件除去命令のシミュレーション訓練を実施しました。 

受講した職員からは「違反是正に向けた強い気持ちが芽生えた。」、「違反処理にも訓練が必要

だ。」との前向きな声が聞かれました。 

今後も、違反是正支援アドバイザー消防本部として、違反処理を行う職員の育成に努めてまい

ります。 

 
 

 

 
 

◆ ハラスメント対策研修会を開催 

三沢市消防本部（青森） 
三沢市消防本部では、令和４年１１月７日（月）、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会

のご支援により、消防業務におけるハラスメント対策研修会を開催しました。 

 当日は、武蔵野大学心理臨床センター精神保健福祉士の笹川真紀子氏を講師にお招きし、消防

職員を対象としたハラスメントの正しい知識、対策についてご講演いただきました。 

研修会に参加した職員からは、「実例を交えた具体的な対策などを学ぶことができ、改めてハ

ラスメントについて考えるきっかけとなりました。」などの感想が寄せらました。 

 
 

 
 

【研修受講者一同で記念撮影】  

【研修会の様子】  
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◆ 女性防火クラブ員等を対象とした普通救命講習会を実施 

美作市消防本部（岡山） 
 美作市消防本部では、令和４年１１月６日（日）、１２日（土）、１３日（日）の３日間、当市

消防本部研修ホールにおいて、女性防火クラブ員等を対象とした普通救命講習会を実施しました。 

この講習会は、地域の防火・防災に関する意識の高揚を図っている美作市女性防火クラブ連絡

協議会３地区のクラブ員４６人が参加して、応急手当の知識・技術を修得し、適切な応急手当を

実施できるバイスタンダーの養成と、救命率の向上を図ることを目的として実施したものです。 

訓練後のアンケートでは、「繰り返し受講することが大切だと思うのでまた参加したい。」との

回答がありました。 

  
 

 

 

 

 

 

そ の 他 

◆ ラグビーチーム「静岡ブルーレヴズ」の河田和大選手を１日消防長に委嘱 

磐田市消防本部（静岡） 
 磐田市消防本部では、令和４年１１月６日（日）、秋の全国火災予防運動に先駆け、市内商業

施設で開催した防火フェアで、静岡県をホストエリアとし、磐田市を活動の拠点とするラグビー

チーム「静岡ブルーレヴズ」の河田和大選手を１日消防長に委嘱しました。 

伊藤消防長から委嘱を受けた河田選手は、「火災予防は一人一人の気持ちが大切だと思う。火

の用心を呼び掛けたい。」と意気込みを語り、各ブースで来場者に対して火災予防を呼び掛けて

いただきました。  

  
 

 
 

 

 

【講習会の様子】  

【委嘱後の記念撮影】  【火災予防広報の様子】  
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◆ 消防協力者に対して感謝状を贈呈 

衣浦東部広域連合消防局（愛知） 
衣浦東部広域連合消防局では、令和４年１１月９日（水）、消防協力者に対して感謝状を贈呈

しました。 

本事案は、令和４年４月１４日（木）、知立市八ツ田町地内において、道路の側溝に脱輪した

乗用車内で意識のない３５歳女性を、近くに居合わせた地域住民５名が発見し、積極的に協力し

ながら、１１９番通報、胸骨圧迫など的確な応急手当を行い、救急隊に引き継いだものです。こ

の女性は病院で治療後、退院し社会復帰することができました。 

 当日は、ご本人が同席され、消防協力者の皆さまに感謝の気持ちを伝えることができました。 

  
 

 
 

 

 

 

 

◆ 消防長特別査察及び火災予防啓発活動を実施 

多治見市消防本部（岐阜） 
多治見市消防本部では、令和４年１１月１０日（木）、秋季全国火災予防運動に当たり、市内

の大型物販店において、消防長特別査察及び火災予防啓発活動を実施しました。 

これは、消防長自身が立入検査を行い、事業所の関係者に防火管理の重要性を再認識してもら

うことを目的に実施したものです。また、多治見市女性防火クラブによる火災予防のチラシと啓

発品を多くの来客者に配布し、火の取り扱いや住宅用火災警報器の交換等を呼び掛けました。 

   
 

 

 
 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影（１名欠席）】  

【消防長特別査察の様子】  【広報活動の様子】  
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◆ 防火戸ステッカー及び避難施設ステッカーの運用を開始 

習志野市消防本部（千葉） 
習志野市消防本部では、防火戸ステッカー及び避難施設ステッカーを作成し、令和４年１１月

１日（火）から運用を開始しました。 

このステッカーは、防火対象物に設置されている防火戸及び避難施設の維持管理の重要性を理

解してもらい、利用者や関係者の防火意識の向上を図ることを目的として作成したものです。 

秋季全国火災予防運動に併せ、１１月９日（水）には、大型ショッピングセンターモリシア津

田沼において、運用開始後、最初のステッカー交付を行いました。 

今後は、査察実施時にステッカーの貼付により期待される効果などを関係者に説明するととも

に、作成したステッカーを無料で交付し、見えやすい箇所に貼ってもらう予定です。 

  
 

 
 

 

◆ 手作り看板、電光掲示板を用いた広報を実施 

大隅肝属地区消防組合消防本部（鹿児島） 
 大隅肝属地区消防組合では、令和４年１１月４日（金）、管内の３消防署３分署に、住宅用火

災警報器の維持管理・取り替えを啓発する職員手作りの看板、電光掲示板を用いた広報を実施し

ました。 

管内の住宅用火災警報器設置率は、平成２３年に７５％を超えており、今後、多くの警報器が

正常に作動しない可能性があります。 

この看板は、当消防組合構成市町に対して、さらなる啓発を促すため、９月と１０月に開催し

た「住宅防火・消防フェスタ」の会場内に設置したものです。 

看板は、住民に印象づけるため、全て同じデザインとし、また、住宅用火災警報器の維持管

理・取り替えを重点的に推進するため、電光掲示板を保有する事業所に協力を依頼しました。 

今後も、住宅用火災警報器や火災予防運動に係る広報に取り組んでまいります。  

   
 

 
 

【看板の様子】  【広報の様子】  

【防火戸ステッカー・避難施設ステッカー】  【ステッカー貼付の様子】  
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◆ 第２７回直鞍防火少年・少女剣道大会を開催 

直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部（福岡） 
直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部では、令和４年１１月５日（土）、宮若市柔剣道場

において、第２７回直鞍防火少年・少女剣道大会を開催しました。 

この大会は、秋季全国火災予防運動の行事の一環として、管内の小学生たちに剣道大会を通じ

て火災に対する防火意識の向上を図る目的で、平成７年から大会運営や審判員等のすべてを当消

防本部職員が行っているものです。 

この剣道大会を目標に練習に打ち込んできた８道場総勢４８人の少年少女剣士たちが参加し、

名勝負が繰り広げられた大会となりました。 

今後も、子どもたちの防火意識の向上のため、同大会を続けてまいります。 

  
 

 

 

 

 
◆ 消防フェアを開催 

館林地区消防組合消防本部（群馬） 
館林地区消防組合では、令和４年１１月５日（土）、消防フェアを開催しました。 

これは、地域住民に消防を身近な存在として認識していただくことを目的とし、また、日頃か

ら消防行政についてご理解とご協力をいただいていることへの感謝の気持ちを込めて実施したも

のです。 

当日は多くの方々にご来場いただき、普段なかなか体験することができない消防車乗車走行体

験やロープ綱渡り体験、また、小さな子どもも楽しめるイベントを企画し、消防の魅力を伝える

ことができました。 

今後もさまざまな広報活動を実施し、安全・安心なまちづくりに全力で取り組んでまいります。 

    
 

 

 
 

【消防フェアの様子】  

【大会の様子】  【大会後の記念撮影】  
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◆ 火災予防・救急フェアを実施 

駿東伊豆消防本部（静岡） 

駿東伊豆消防本部では、令和４年１１月５日（土）、火災予防・救急フェアを実施しました。 

このフェアは、吉本興業所属芸人「トータルテンボス」のお二人を、一日消防署長・副署長と

してお招きし、管理者から委嘱の後、消防指令センターにおいて、１１９番通報（模擬）の受信

体験や、管内３か所の商業施設において、住宅用火災警報器の普及啓発活動や緊急時の心肺蘇生

法及びＡＥＤ取り扱いについての広報活動を実施したものです。 

 静岡県内において、特に知名度の高いお二人を起用したことによって、各会場に多くの住民が

集まり、啓発効果の高いイベントになりました。 

 今後も、火災予防や緊急時の活動等についてのイベントを積極的に実施し、より安全・安心な

街づくりに努めてまいります。  

     
 

 
 

◆ 遭難ＺＥＲＯ協定を締結 

南魚沼市消防本部（新潟） 
南魚沼市消防本部では、令和４年１１月８日（火）、福岡市に本社を置く株式会社ヤマップと

遭難ＺＥＲＯ協定を締結しました。 

この協定は、同社が提供・運営し、３４０万人がダウンロードしている日本一の規模の登山地

図ＧＰＳアプリ「ＹＡＭＡＰ（ヤマップ）」の情報を、山岳遭難事故発生時に提供いただき、要

救助者の早期の救出、救助隊の二次災害防止、山岳遭難事故防止の広報啓発活動などに役立てよ

うと両者間で合意したものです。 

管内は、年間を通じ山岳救助事案が発生していることから、東日本の消防本部で、初めて同社

と協定を締結していただきました。 

この協定締結により、山岳遭難事案での要救助者情報を早期に収集し、安全、確実、迅速な救

助活動に役立ててまいります。 

 
 

 
 

【火災予防・救急フェアの様子】  

【締結式の様子】  
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◆ 消防業務協力者に感謝状を贈呈 

諏訪広域消防本部（長野） 
諏訪広域消防本部では、令和４年１１月８日（火）、心肺停止の傷病者を救った消防業務協力

者に対し、感謝状を贈呈しました。  

本事案は、令和４年６月２５日（土）、駅構内で歩行中の高齢女性が、突然座り込み心肺停止

状態になったもので、高校生５名、看護師１名及び駅員１名が協力し、迅速な１１９番通報、適

切な観察、胸骨圧迫及びＡＥＤを使用した応急手当を実施しました。  

その後、高齢女性は搬送中に心拍が再開し、病院にて治療後、社会復帰することができました。  

   
 

 

 
 

 

◆ 防火点検と消防訓練を実施 

盛岡地区広域消防組合消防本部（岩手） 
盛岡地区広域消防組合消防本部では、令和４年１１月９日（水）、「昭和有数の居酒屋横丁」と

言われる桜山神社参道地区の自治会及び商店街組合等の関係者を対象とした防火点検と消防訓練

を実施しました。 

 桜山神社参道地区は、盛岡市内丸の官庁街の一角にあり、飲食店を中心に約１００店舗が軒を

連ね、「昭和」をイメージさせる雰囲気を残しつつ、レトロな空間が郷愁を誘う情緒あふれる地

区です。 

同地区は建築年数が古い木造飲食店等が密集していることから、火災が発生した場合、大規模

な火災につながる危険性の高い地域であるため、消防訓練の参加者は、「盛岡市中心部の名物横

丁から火災を防ごう。」と気を引き締めていました。 

 今後も、地域と密着した消防活動を通じて、防火意識の高揚を図ってまいります。 

   
 

 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  【高校生４名の記念撮影（１名欠席）】  

【桜山神社参道地区の様子】  【訓練の様子】  
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◆ １日消防長を委嘱 

印西地区消防組合消防本部（千葉） 
印西地区消防組合では、令和４年１１月９日（水）、秋季全国火災予防運動に当たり、白井市出

身の東京２０２０オリンピック競技大会重量挙げ女子５９㎏級銅メダリストである安藤美希子選

手を１日消防長に委嘱しました。 

この取り組みは、「目指せ！火災予防のメダリスト」というテーマで、住民一人一人が「火災

ゼロ」のメダルを獲得してほしいという願いを込めて広報活動を行ったものです。 

当日は、消防職員を対象にトレーニング器具を使った効果的な筋肉の使い方や姿勢など、訓練

に役に立つウエイトトレーニングを指導していただきました。 

その後、イオンモール千葉ニュータウン店に移動して、小学生が描いた防火ポスター展を見学

した後、同広場で予防啓発物品を市民へ配布し、火災予防を呼び掛けました。 

  
 

 

 
◆ 火災予防啓発駅伝大会を実施 

日置市消防本部（鹿児島） 
日置市消防本部では、令和４年１１月９日（水）、秋季全国火災予防運動に当たり、管内の１

８区間約６０キロを駆け巡る火災予防啓発駅伝大会を実施しました。 

この大会は、市民に対する火災予防啓発と、職員間のコミュニケーション向上を図ることを目

的に実施したものです。 

開会式では、ひおきＰＲ武将隊の島津義弘として活躍する地域おこし協力隊の山崎将也さんが、

甲冑
かっちゅう

を身にまとい、「１日消防署長」に任命され、さらに、日置市のイメージキャラクター「ひ

お吉くん」も駆けつけて、大会を盛り上げてくれました。 

広報車を先導に各区間２人ずつでスタートした職員は、「火の用心」、「火災予防運動実施中」

と記載されたタスキを掛け、活動服、救急服、救助服、防火衣などさまざまな服装で走り、たく

さんの市民から声援を受けました。 

 
 

 
 

【「ひお吉くん」がゴールする様子】  【大会後の記念撮影】  

【ウエイトトレーニング指導の様子】  【防火ポスター展の見学の様子】  
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◆ 更新救急車２台の引き渡し式を実施 

白河地方広域市町村圏消防本部（福島） 
白河地方広域市町村圏消防本部では、令和４年１１月１０日（木）、令和４年度更新救急車２

台の引き渡し式を実施しました。 

この救急車２台は、白河消防署、東消防署に配備します。高度な救命資機材を搭載し、感染防

止対策を強化するとともに、当消防本部の特別な仕様を実現するために架装を救命処置や特定行

為が行いやすいように処置用トレーを磁気にするなど工夫し、安全運行に寄与するための装備、

情報アクセシビリティーとバリアフリー化への取り組みが盛り込まれております。 

この救急車を活用し、救える命を救うため取り組んでまいります。  

   
 

 

 
 

◆ 消防隊による夜間特別査察を実施 

守口市門真市消防組合消防本部（大阪） 
守口市門真市消防組合消防本部では、令和４年１１月１０日（木）、門真市内の京阪電鉄西三

荘駅、門真市駅、古川橋駅、大和田駅周辺の雑居ビルに対して、消防隊による夜間特別査察を実

施しました。 

これは、隔日勤務者の消防隊が中心となり、夜間の特定一階段等防火対象物の避難経路に主眼

を置いた立入検査を、関係者に事前連絡を行わずに実施したものです。 

物品を現認した際は、消防法第５条の３第１項の吏員命令を発動し早期是正を行う必要がある

ため、毎日勤務者の予防担当が事前教養を行うとともに、当日もバックアップすることができる

体制を取りました。 

消防隊が実施することで、１日で広範囲かつ、効率的な立入検査を実施することができました。 

 今後も、組織全体で違反処理体制を構築し、早期に違反是正できるよう努めてまいります。  

  
 

 
 

 

【引き渡し式の様子】  【帰署途上中の広報に活用】  

【夜間特別査察の様子】  
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◆ 電車内に火災予防啓発の中づりポスターを掲示 

須坂市消防本部（長野） 
 須坂市消防本部では、令和４年１１月９日（水）から１５日（火）までの７日間、秋季全国火

災予防運動に当たり、当消防本部管内を走行する電車内に火災予防啓発の中づりポスターを掲示

しました。 

これは、須高危険物・防火管理協会の協賛により、火災予防啓発を図ることを目的に掲示した

ものです。 

また、当消防本部が管轄する須坂市においては、本年１０月２６日（水）、「建物火災ゼロ３６

５日」を達成いたしました。地域住民の防火意識のたまものであり、引き続き火災予防に努めて

まいります。  

  
 

 

 

 

 

 

◆ 自動車学校と連携した火災予防広報を実施 

羽島郡広域連合消防本部（岐阜） 
羽島郡広域連合消防本部では、令和４年１１月９日（水）から１５日（火）までの７日間、秋

季全国火災予防運動に当たり、管内の自動車学校と連携した火災予防広報を実施しました。 

これは、仮免許で路上走行をする同学校の教習車に、「火災予防運動実施中」のマグネットシ

ートを掲示したものです。 

また、同学校の受付窓口に防火・防災に関するパンフレットなども置きました。 

今後も地域事業所と連携し、安全・安心なまちづくりに努めてまいります。 

 
 

 
 

 

 

 

【教習車にマグネットシートを掲示した様子】  

【火災予防啓発の中づりポスター】  
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報道発表 

◆ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部

を改正する件（案）等に対する意見公募        

（令和４年１１月９日、消防庁）                                                

消防庁は、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様

式の一部を改正する件（案）等の内容について、令和４年 11 月 10 日から令和４年 12 月９日ま

での間、意見を公募します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（ https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/f045003de8e046bcf22d4842643a020f25a64

d9e.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国等の動 き 

（事務連絡先） 

消防庁予防課  米田課長補佐、恩村 

TEL  03-5253-7523（直通） 

FAX  03-5253-7533 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/f045003de8e046bcf22d4842643a020f25a64d9e.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/f045003de8e046bcf22d4842643a020f25a64d9e.pdf


23 

 

情報提供 

◆ 令和４年度「防災啓発中央研修会（後期）」の受講者の募集について 

一般財団法人消防防災科学センター 

一般財団法人消防防災科学センターでは、令和４年度「防災啓発中央研修会（後期）」の受講

者を募集しております。多数のご参加をお待ちしております。 

１ 開催日時 

 令和４年１２月２日（金）１３時００分～１６時３０分  

２ 開催方式 

 オンライン開催（Ｚｏｏｍによる。Ｚｏｏｍアプリの登録は不要）  

３ 主  催 

 一般財団法人消防防災科学センター（後援：総務省消防庁）  

４ 対象者 

都道府県、市町村及び消防本部等の職員並びに一般住民  

５ 受講者数 

１,０００名（定員）  

６ 受講料 

 無  料 

７ 申込方法 

受講を希望される方は、市町村防災研修ホームページから事前にお申し込みください。 

  （http://www.bousai-kensyu.com/chuo_oubo/）  

お申し込み後に、登録時のメールアドレスに「申込完了」メールが届き、後日、「研修視聴

用ＵＲＬ」メールが届きます。  

８ プログラム 

（１）１３時１０分～１４時１０分 

大規模災害に備えた消防防災体制の充実・強化   

野村 政樹（総務省消防庁国民保護・防災部 防災課長） 

※講師プロフィール 

 令和４年８月～現職 

（２）１４時２０分～１５時２０分 

自然災害に強い社会をめざして ～ 最近の自然災害の教訓から～（仮題） 

河田 惠昭（関西大学社会安全学部社会安全研究センター長・特別任命教授） 

※講師プロフィール 

京都大学防災研究所助教授、教授、所長を歴任  

平成２２年～関西大学社会安全学部長 

平成２４年～関西大学社会安全学部社会安全研究センター長 （京都大学名誉教授）  

昭和６１年に国連に創設されたＳＡＳＡＫＡＷＡ防災賞（防災分野のノーベル賞に相当） 

のわが国唯一の受賞者であり、現在は、阪神淡路大震災をきっかけとして設立された人と防

災未来センター長を兼務するなど、国内外で活躍中。 

（３）１５時３０分～１６時３０分 

       気候変動時代の防災減災を考える ～生態系を活用して防災減災を～（仮題）  

       吉田 丈人（東京大学大学院総合文化研究科准教授） 

※講師プロフィール 

     平成１３年京都大学大学院博士課程修了(理学博士)後、コーネル大学ポスドク研究員、

日本学術振興会特別研究員 

平成１８年～東京大学大学院総合文化研究科講師 

平成２０年～現職  

自然の恵みの一つに自然災害の抑制があり、「生態系を活用した防災減災」のアプロー 

チが近年注目されています。 

９ お問い合わせ 

中央研修会担当  小太刀俊雄   ＴＥＬ:０４２２－２４－７８０３   

Ｅ-mail:kodachi@isad.or.jp 

http://www.bousai-kensyu.com/chuo_oubo/
mailto:kodachi@isad.or.jp
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◆ 「第３４回全国消防本部対抗駅伝競走大会」の開催について 

東京消防庁陸上競技部会 

東京消防庁陸上競技部会では、全国の消防本部等の同好者との交流を図り、相互の理解を深め、

今後の消防業務に資することを目的として、恒例の全国消防本部対抗駅伝競走大会を下記のとお

り開催しますので、ご参加くださいますようご案内申し上げます。 

 

１ 大会名 

第３４回全国消防本部対抗駅伝競走大会 

２ 日時等 

(1)  開 催 日 令和５年２月２５日（土） 

(2)  受    付 １１時００分 

(3)  スタート １３時００分 

３ 場 所 

東京都足立区千住五丁目荒川右岸河川敷（上流方向へ向かって走る、折返しコース） 

４ 競技実施方法 

  １区間５．０ｋｍ×５区間 

５ チーム編成 

正選手５名、補欠２名、監督１名（監督は、選手を兼ねることができます。） 

各消防本部とも、原則１チームとし、２チーム目以降は、オープン参加とします。 

６ 申込方法 

 (1)  参加申し込み 

メールの記事欄に「消防本部名」、「担当者名」及び「連絡先（電話番号及びメールアドレ

ス）」を記載し、問合せ先 ryo.take.m.1109@gmail.comまで送信してください。 

(2)  締切日 

令和４年１２月３１日（土） ※早めの申し込みをお願いいたします。 

(3)  大会申込書（選手名簿）の提出 

(1)により申し込みをされた消防本部に、大会申込書、大会詳細等をメールで返信します

ので、１週間を経過しても返信がない場合は、電話等にて確認をお願いします。 

大会申込書の提出をもって参加申し込みが完了となりますので、ご注意ください。 

７ 参加料 

１チーム １５，０００円（ナンバーカード代、傷害保険代、参加賞等を含む。） 

８ その他 

申し込み及び問い合わせ等は、担当（松浦）の下記メールアドレスでお願いします。 

 

【問合せ先】 

担 当：松浦 健文   押元 渉 

電 話：080-5050-9038 

メール：ryo.take.m.1109@gmail.com 

mailto:ryo.take.m.1109@gmail.com
mailto:ryo.take.m.1109@gmail.com
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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（№０４１６）１ページ、機関誌「ほの

お 」 

 ２０２２年４号（４／２５発刊）２９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 髙田 

原稿データは、kikakoho@fcaj.gr.jpに送信願います。 
 

④消防ワイド 

【特徴】 

・写真中心のビジュアルな広報 

・紙媒体により記録性に優れる広報 

【留意事項】 

・文章は、Wordで１００文字程度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。 

・消防ワイド、週間情報の両方に投稿された場合、どちらか一方にのみ掲載することがあり

ます。 

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

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。 

【特徴】 

・原則毎週刊行される、速報性のある広報 

・文章中心の情報量が多い広報 

【留意事項】 

・配信日（原則火曜日）から前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２００～４００文字程度で作成をお願いします。 

・写真は、１～２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。） 

・週間情報、消防ワイドの両方に投稿された場合、どちらか一方にのみ掲載することがあり

ます。 

・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 石原 

原稿データは、weekly@fcaj.gr.jpに送信願います。 

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

