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◆ 消防実務講習会（警防）を開催 

一般財団法人全国消防協会東近畿地区支部 

一般財団法人全国消防協会東近畿地区支部では、令和４年１１月１４日（月）、消防実務講習会

（警防）を開催しました。 

当日は、支部内の５３消防本部６４名が参加し、船山株式会社による大型油圧救助器具の取り

扱い方法や破壊要領等の講義のほか、実車を用いた破壊訓練等を実施しました。 

近年、各車両の安全性の向上により、交通事故での挟まれ等の事案が減少傾向にあるものの、

車両の各パーツの補強等により、車両のドア開放、ダッシュボード（ハンドル）リフト等が難しく

なってきていることから、実車の破壊訓練は大変貴重な経験で有意義な訓練になりました。 

 今後も、支部全体の災害対応能力の向上に努めてまいります。 
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訓   練 

◆ 東北自動車道埼玉県連絡協議会合同訓練を実施 

蓮田市消防本部（埼玉） 
 蓮田市消防本部では、令和４年１１月１５日（火）、蓮田市総合市民体育館パルシーにおいて、

東北自動車道埼玉県連絡協議会合同訓練を実施しました。 

この訓練は、同協議会会員である、県内６消防本部（局）、東日本高速道路（株）関東支社加須

管理事務所の７機関と、埼玉県警察本部高速道路交通警察隊、埼玉県防災航空隊、さいたま赤十

字病院の計１０機関１２４名が参加し、関係機関の連携強化を目的として実施したものです。 

当日は、当市管轄内にある東北自動車道蓮田スマートインターの本線合流地点付近にて、車が

逆走してバスを含む車７台が絡む交通事故により、多数の負傷者が発生したとの想定で、関係機

関が連携して救出救護活動訓練を実施しました。また、さいたま赤十字病院ドクターカーが本訓

練に初めて参加いただいたことで、より緊張感のあるものとなりました。 

今後も、関係機関との連携強化に努めてまいります。   

   
 

 

 

◆ 各署対抗消防操法大会を実施 

尼崎市消防局（兵庫） 
尼崎市消防局では、令和４年１１月１５日（火）、各署対抗消防操法大会を実施しました。 

この大会は、市民が安全・安心して暮らせる尼崎を目指すために、消火活動能力の向上を目的

として実施しているものです。また、本大会は、当消防局の歴史とともに歩んでおり、７０回目の

記念大会となりました。 

本大会の様子を当消防局公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに配信しておりますので、ぜひ、ご視

聴ください。  
また、本大会の優勝隊は、令和４年１１月２９日（火）、西宮市において１０消防本部が参加し、

開催された「第１回阪神地区消防長会警防練成会」に当消防局の代表として出場しました。 

    
 
 

 

【大会の様子】  【動画配信先 二次元コード】  

【訓練の様子】  
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◆ 水難救助合同訓練を実施 

加古川市消防本部（兵庫） 
 加古川市消防本部では、令和４年１１月１５日（火）、東播磨港別府西防波堤において、兵庫県

消防防災航空隊及び加古川海上保安署と水難救助合同訓練を実施しました。 

この訓練は、管内沿岸部での救急救助事故発生時における各機関への要請手順、連絡体制、連

携要領を確認することを目的として実施したものです。 

当日は、同航空隊のヘリコプターが防波堤にいた負傷者をピックアップして加古川中央市民病

院へ搬送する訓練と、防波堤から海中に転落した釣り人を海上保安庁の巡視艇「まやかぜ」と協

力して救出する訓練を実施し、各機関との連携体制の強化を図ることができました。 

今後も、複雑多様化する救急救助事案に対し、安全、確実、迅速に対応できるよう、災害対応能

力の向上に努めてまいります。  

   
 

 

 

 
◆ 安全運転講習会を実施 

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１５日（火）、１６日（水）の２日間、安

全運転講習会を実施しました。 

この講習会は、消防副士長以下の職員を対象として、安全運転中央研修所（消防・救急自動車運

転課程）修了者が、習熟した技術を伝達することを目的として実施したものです。 

当日は、スキッドコースを活用してわだちや水たまり、凍結路面などの滑りやすい状況を設定

し、ブレーキ操作、危険回避等の体験を実施しました。 

今後は、出動時はもとより常日頃の運転から基礎に立ち返り、基本的な安全の確認、運転操作

の励行に努め、交通事故防止を図ることを全員で再確認しました。  

   
 

 
 

 

【走行訓練の様子】  【スキッドコースでの走行訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 解体予定の小学校を活用した各種訓練を実施 

鹿
ろっ

行
こう

広域事務組合消防本部（茨城） 
 鹿行広域事務組合消防本部では、令和４年１１月１０日（木）から１６日（水）までのうち４日

間、解体予定の旧大和第一小学校を活用した各種訓練を実施しました。 

この訓練には、救助隊を中心に計４６人の隊員が参加し、コンクリートの破壊、ドアの切断、屋

上からの降下、高所からの救出訓練などを実施しました。 

当日は、現場経験が少ない隊員も参加し、知識・技術の習得と、隊員間での意思疎通を図ること

ができ、有意義な訓練となりました。 

今後も実践的な訓練を継続し、災害対応力の充実強化を図ってまいります。  

   
 

 
 

 

 

◆ 合同水難救助訓練を実施 

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１６日（水）、利根川水系手賀川において、合同水難救

助訓練を実施しました。 

この訓練は、災害時における無人航空機（ドローン）の支援活動に関する協定を締結した民間

企業と、人命検索や被災現場などの情報収集をすることを目的として実施したものです。 

当日は、お互いの活動要領や検索範囲等を情報共有した後、同企業が無人航空機により要救助

者を発見する過程を現場指揮本部において映像確認するなど、水難救助隊と連携した迅速な救出

活動を確認しました。 

今後も、無人航空機による上空からの危険区域の人命検索等の情報を、消防活動に活用するこ

とで、災害対応能力の向上を図ってまいります。 

  
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 多数傷病者対応訓練を実施 

岐阜市消防本部（岐阜） 
岐阜市消防本部では、令和４年１１月１６日（水）、岐阜市中央青少年会館の職員と協力した多

数傷病者対応訓練を実施しました。 

本訓練は、同会館内で何者かがナイフとバットを振り回し、多数の傷病者が発生しているとい

う想定で実施したもので、同会館職員も通報者役、傷病者役として参加しました。 

当日は、岐阜市民病院ＤＭＡＴの８名とトリアージや救命処置等で連携した活動を行い、実災

害時における手順を確認することができ、顔の見える関係を構築することができました。 

今後も、多数傷病者が発生する災害に対応できるよう、継続的な訓練を実施してまいります。  

  
 

 

 

 
◆ 中州救助訓練を実施 

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１６日（水）、１７日（木）の２日間、市内を流れる河

川において、中州救助訓練を実施しました。 

 当消防本部では、平成２０年から都市型救助資器材を使用した救助技術マニュアルの運用を開

始しています。これに基づき、日頃は訓練塔を用いた中州救助訓練を実施しています。 

本訓練は、これまで実際に中州救助事案が発生していない状況で、現場活動の経験を積むこと

を目的として実施したものです。 

 今回の訓練では、実災害に近い環境でロープ設定や隊員投入を行ったことで、安全管理や技術

の面で新たな発見があり、大変有意義でした。 

今後、本訓練の反省を活動マニュアルや訓練企画等に反映させ、さらなる救助技術の向上に努

めてまいります。   

  
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 震災時対応救助訓練を合同実施 

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部（静岡） 

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部では、令和４年１１月１７日（木）、１８日（金）の２日

間、志太消防本部藤枝消防署訓練施設において、同消防署高度救助隊と震災時対応救助訓練を合

同実施しました。 

この訓練は、震災で狭隘空間に取り残された要救助者を救出することを想定し、倒壊した建物

などの危険度確認をはじめ、声掛けなどによる検索活動や要救助者の救出を実施したものです。 

 震災現場に近い環境において、隊員は試行錯誤しながら救助技術の向上に努めました。 

  
 

 

 

 

 

 
◆ 多数傷病者対応訓練を実施 

津島市消防本部（愛知） 
津島市消防本部では、令和４年１１月１８日（金）、多数傷病者対応訓練を実施しました。 

この訓練は、当消防本部を含む海部地方５消防本部が海部地方消防相互応援協定に基づき、各

消防本部の連携強化を目的として実施したものです。 

当日は、大型観光バス１台と乗用車２台の事故により多数の傷病者が発生したという想定のも

と、名鉄バス株式会社津島営業所及び津島市立看護専門学校に協力いただき、全ての傷病者役を

生体にするとともに、訓練内容をブラインド型にすることができたため、実践的に傷病者の観察

や搬送時間短縮を経験することができました。 

今後も関係機関との合同訓練を積極的に実施し、消防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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◆ 三機関合同山岳救助訓練を実施 

京都中部広域消防組合消防本部（京都） 

京都中部広域消防組合山岳救助隊は、令和４年１１月１８日（金）、管内の山林内において、三

機関合同山岳救助訓練を実施しました。 

この訓練は、トレッキングや登山などでの山岳遭難事故発生に備え、空と陸の連携強化と災害

現場対応能力の向上を図ることを目的として、京都市消防局の航空隊と隣接する大阪府の豊中市

消防局と合同で実施したものです。 

今後も実践的な訓練を継続し、山岳救助技術の向上に努めてまいります。 

 
  

 

 
 

 

◆ 地震発生からの火災・救助事案を想定した合同訓練を実施 

奈良市消防局（奈良） 
奈良市消防局では、令和４年１１月１８日（金）、地震発生からの火災・救助事案を想定した合

同訓練を実施しました。 

 この訓練は、奈良市内唯一の危険物製造所を保有する共栄社化学株式会社奈良工場の協力のも

と、管内の事業所との協力体制の強化を目的として実施したものです。 

 当日は、地震の影響でプラントから火災が発生し、延焼拡大により建物内に要救助者が取り残

されているとの想定で、救助隊による要救助者の救出と、消防隊と事業所の自衛消防隊が連携し

た消火活動を実施しました。 

 本訓練において合同訓練の継続の必要性を感じることができました。 

今後も、管内の事業所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】  

http://cyg-sv.city.nara.nara.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/groupmail/file_image_view?mid=2518476&fid=1135228&pids=&hash=b66d6c26170b869a0675667ef8829da38747157f
http://cyg-sv.city.nara.nara.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/groupmail/file_image_view?mid=2518478&fid=1135234&pids=&hash=bf87623a9c6ec353b207b12dbec91e1fa05fe4b8
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◆ 津堅島夜間急患搬送訓練を実施 

うるま市消防本部（沖縄） 
うるま市消防本部では、令和４年１１月２１日（月）、当市唯一の有人離島である津堅島におい

て、津堅島夜間急患搬送訓練を実施しました。 

この訓練は、自治会、診療所、中城海上保安部、沖縄県消防指令センター、うるま市消防団と合

同で実施したものです。 

津堅島での急患対応は、昼間は定期船及び沖縄県ドクターヘリ、夜間は中城海上保安部巡視艇

を活用して、沖縄本島の医療機関に搬送しています。 

当日は、同海上保安部巡視艇を要請する際の流れを確認するための情報伝達訓練のほか、新型

コロナウイルス感染症の感染対策の確認や、巡視艇内に傷病者を収容する訓練を実施しました。 

今後も相互の連携を密にし、地域住民の安全・安心の確保に努めてまいります。   

   
 

 

 
◆ 有田地域救急技術指導会を実施 

湯浅広川消防組合消防本部（和歌山） 
 湯浅広川消防組合消防本部では、令和４年１１月２２日（火）、有田地域救急技術指導会を実施

しました。 

 この指導会は、救急隊員の知識・技能及び現場対応能力の向上を図るとともに、医学的根拠に

基づいた活動能力の向上を目的として実施したもので、有田地域にある有田市消防本部、有田川

町消防本部、当消防本部の職員計２４名が参加しました。 

当日は、内因性、外因性、産科の３ブースでそれぞれの想定をブラインド方式で実施しました。

各消防本部から選抜された救急隊員は、本番さながらの緊張感で、刻々と変化する傷病者の容体

を観察しながら活動しました。 

訓練終了後は、各ブースを担当した指導救命士及び当該地域ＭＣの検証医師から指導と助言を

受け、病院前救護体制の充実を図ることができました。   

  
 

 

 

【指導会の様子】  

【訓練の様子】  
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研 修 等 

◆ 感染症対策研修会を実施 

臼杵市消防本部（大分） 

 臼杵市消防本部では、令和４年１１月８日（火）から１５日（火）までの８日間、当消防本部庁

舎において、感染症対策研修会を実施しました。 

この研修会は、インフルエンザの流行期や新型コロナウイルス感染症の再拡大に備え、職員の

感染症に関する知識の向上と感染症対策の徹底を図ることを目的として実施したものです。 

初日からの７日間は、感染症の基礎知識を身に付けるための事前研修を行う期間とし、この間

に指導救命士が講師となり各職員に知識を伝達しました。 

最終日は、大分県中部保健所長を講師にお招きして、感染症に関する保健所の対応、今後予測

される感染症対策について講義いただきました。事前研修を行うことで最終日の講義がより充実

したものとなりました。 

今後も、職場内での感染症対策に万全を期するとともに、保健所との連携を深め、市民の安全・

安心の確保に努めてまいります。 

 
 

 

◆ 女性消防吏員活躍推進に関する研修会を実施 

枕崎市消防本部（鹿児島） 

枕崎市消防本部では、令和４年１１月１７日（木）、サン・フレッシュ枕崎において、女性消防

吏員活躍推進に関する研修会を実施しました。 

この研修会は、女性消防吏員のさらなる活躍推進と、幹部職員の意識改革等を目的として実施

したもので、当消防本部はじめこの地区の３消防本部の職員約６０人が参加しました。 

当日は、女性消防吏員活躍推進アドバイザーで東京消防庁の石井珠美氏を講師に迎え、「誰もが

働きやすい職場環境をめざして」をテーマに女性消防吏員活躍推進に関することや女性が働き続

けやすい環境を作るための効果的な取り組みについて、事例の紹介などを踏まえて講義いただき

ました。 

今後も、女性消防吏員の活躍推進の場を広げるとともに、男女を問わず誰もが働きやすい職場

環境の実現を目指してまいります。 

  
 

【研修会の様子】  

【研修会の様子】  【研修会後の記念撮影】  
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◆ 消防職員の惨事ストレス研修会を開催 

霧島市消防局（鹿児島） 
霧島市消防局では、令和４年１１月２１日（月）、惨事ストレス研修会を開催しました。 

この研修会は、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の公務災害防止対策支援制度を活用

して開催したものです。 

当日は、筑波大学名誉教授の松井豊氏を講師にお招きし、消防職員の惨事ストレスの基礎知識

やケアの手順など、事例を交えて講義いただき、惨事ストレス対策への認識を深めることができ

ました。 

 今後も研修や教育を継続し、職員をサポートしてまいります。  

   
 

 

 
 

 

◆ 火災原因調査研修会を実施 

奈良県広域消防組合消防本部（奈良） 
 奈良県広域消防組合消防本部では、令和４年１１月２１日（月）、２２日（火）の２日間、火災

原因調査研修会を実施しました。 

 この研修会は、主幹火災調査技術員が３０歳以下の若年層職員５６人に対して写真撮影の要領

や、実況見分調書の作成要領を指導したものです。 

研修会では、撮影が困難な「狭い、暗い、長い」などの撮影ブースを設定して、火災原因調査時

に重要となる写真撮影を行うとともに、暗幕シートで炎の立ち上がりを再現した模擬出火室を設

定して、実況見分調書を作成しました。 

今後も、火災原因調査の知識・技術の向上に努めてまいります。 

   
 

 

 

 
 

【研修会の様子】  

【研修会の様子】  
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そ の 他 

◆ 夜間特別査察を実施 

松戸市消防局（千葉） 
松戸市消防局では、令和４年１１月１８日（金）、繁華街で主に夜間営業を行うテナントが入居

している対象物に対して、夜間特別査察を実施しました。 

この査察は、夜間の営業実態を確認し、消防法令に基づく効果的な指導を行うことを目的とし

て実施したものです。 

 当日は、松戸警察署生活安全課と合同で実施しました。防火管理業務の状況、避難経路及び防

火施設の維持管理の状況を確認し、放火防止対策や火気の取り扱いの指導を行うことができまし

た。  

 
 

 

 
◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

豊田市消防本部（愛知） 
豊田市消防本部では、令和４年１１月２４日（木）、２事案６人の消防協力者に感謝状を贈呈し

ました。 

一つ目の事案は、令和４年８月４日（木）、事業所内で心肺停止状態となった４６歳男性につい

て、同事業所に勤務する５人が協力し、迅速な１１９番通報、適切な胸骨圧迫及びＡＥＤを使用

した除細動などの応急手当を実施したものです。当該事業所は、このことを契機に、「まちかど救

急ステーション」に登録していただくこととなりました。 

二つ目の事案は、令和４年８月２８日（日）、川で意識を失い流されている７９歳男性を、現場

に居合わせた男性が、船を使用して救助するとともに、応急手当を実施したものです。 

両事案とも、救急隊到着時には自発呼吸を確認することができ、それぞれ的確な一次救命処置

により尊い命を救うことができました。   

 
 

 
 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  

【査察の様子】  
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◆ 日本中央競馬会中京競馬場に感謝状を贈呈 

尾三消防本部（愛知） 
  尾三消防本部では、令和４年１１月２４日（木）、消防長から日本中央競馬会中京競馬場に感謝

状を贈呈しました。 

これは、消防広報の充実のために、消防活動広報用パネルを寄贈していただいたことに対して

実施したものです。 

このパネルは、所定の角度から写真撮影をすると立体的に映るトリックアート仕様になってい

ます。また、折り畳み式で持ち運びができるため、広報活動やイベント等に幅広く活用し、防火啓

発等に役立てていくことができます。 

パネルは、普段は当消防本部豊明消防署の市民プラザ内に展示しています。 

  
 

 
 

 

◆ 住宅用火災警報器設置・点検促進ポスターの作品展示を実施 

行田市消防本部（埼玉） 
 行田市消防本部では、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、行田中央公民館において、住宅用火災警報器設置・点検促進ポスターの作品

展示を実施しました。 

 これは、家庭内での防火意識の高揚を図り、住宅用火災警報器設置率の向上につなげることを

目的として実施したものです。 

展示作品は、市内の小学４年生を対象に、住宅用火災警報器の設置・点検・交換をテーマとして

募集したところ、応募のあった５２２作品の中から、審査会で金賞、銀賞、銅賞に選ばれた計５２

作品です。 

また、金賞の２作品を原案に作成した防火ポスターは、市内の公共施設や事業所にも掲示して

います。   

 
 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  【消防活動広報用パネル】  

【ポスター作品展示の様子】  
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◆ 出張型ウォークスルーイベントを実施 

那覇市消防局（沖縄） 
 那覇市消防局では、令和４年１１月２２日（火）、沖縄県立みらい支援学校において、小学生、

中学生、高校生を対象とした、出張型ウォークスルーイベントを実施しました。 

 このイベントは、那覇市総合計画の施策「自ら学び心豊かに成長する子どもを応援するまちを

つくる」をもとに、防災教育の一環として、消防業務について学び、消防車両に触れることによ

り、心豊かな子どもたちの成長を育むことを目的として実施したものです。 

 当日は、建物火災を想定した展示訓練や、消防車両の展示を行いました。 

 今後も、誰もが安心して暮らせるまちづくりをテーマに、年齢、障がいの有無に関わらず、個人

を尊重し、等しく学び合えることを目標に実施してまいります。   

   
 

 

 

 

 
◆ 車両配備式を実施 

京丹後市消防本部（京都） 
 京丹後市消防本部では、令和４年１１月２８日（月）、一般社団法人日本損害保険協会から高規

格救急車の寄贈を受け、配備先の峰山消防署久美浜分署において、車両配備式を実施しました。 

配備式では、峰山消防署長が寄贈元である同協会へ謝意を述べるとともに、同分署員に対し、

寄贈を受けた高規格救急車を適正かつ有効に運用して、地域住民の安心・安全の確保に努めるよ

う訓示を行いました。 

また、自動体外式除細動器等の高度救命処置用資器材も更新しました。 

今後も、救急業務のさらなる充実と救命率の向上を目指してまいります。  

  
 

 

 

 

 

【寄贈された高規格救急車】  【車両配備式の様子】  

【出張型ウォークスルーイベントの様子】  
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◆ 安全対策のＰＤＣＡサイクルを回す「安全評価」を試行 

東京消防庁（東京） 

 東京消防庁安全推進部では、令和４年１０月１２日（水）から１２月２日（金）までの間、東京

消防庁内の１０消防署を対象に、安全対策の有効性の向上に向けたＰＤＣＡサイクルのチェック

業務「安全評価」を試行しました。 

「安全評価」とは、インタビュー・アンケート調査により、安全に関する課題を抽出し、解決策

を講じることで組織横断的に安全推進体制の充実強化を図ることを目的とした新しい取り組みで

す。 

今年度の「安全評価」では、メインテーマを、「本庁や各消防署の安全に関する方針やルール等

の評価」と位置付け、きちんと機能している安全に関する取り組みや職員が困っている安全に関

するルール等の実態把握を行いました。 

多角的な視点から安全に関する課題を明確に抽出し対策を講じるために、外部有識者の立ち会

いを得て、また、他消防本部職員が施設を視察した際に所感を聴取するなどして、来年度に向け

て改善を図ってまいります。  

    
 

 

 
 

 

消防庁通知等 

◆ スプリンクラー設備による水損事案について 

                          （事務連絡、令和４年１１月２４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。 

 

今般、スプリンクラー設備による水損事案が相次いで発生していることから、別紙１のとおり

情報提供します。 

つきましては、スプリンクラー設備による水損事案の再発防止を図るため、下記の事項につい

て、防火対象物関係者への注意喚起をお願いします。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。（別紙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/221124_yobou_jimu.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

消防庁予防課 

担当：関、佐藤 

電話：03-5253-7523 

【安全評価・グループインタビューの様子】 【個別インタビューの様子】 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220624_bousai_154.pdf
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◆ 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について（通知） 

                          （消防予第５７３号、令和４年１１月２４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。 

 

令和２年12月から令和３年４月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス

消火設備（以下「二酸化炭素消火設備」という。）に係る死亡事故が相次いで発生したことを受

けた「特殊消火設備の設置基準等に係る検討部会」における検討結果（別添報告書）を踏まえ、

別紙１のとおり、「二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン」（以下「ガイドライン」と

いう。）をとりまとめたので通知します。（別添報告書、別紙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/221124_yobou_3.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

◆ 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知） 

                          （消防予第５７４号、令和４年１１月２４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。 

 

「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について｣（令和４年９月14日付け消防予第 416

号）により、消防法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第305号。以下「改正政令」とい

う。）、消防法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第62号。以下「改正省令」とい

う。）、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（令和４年消防庁告示第５号）、消防法施行規則第三十一条の七第二項におい

て準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準

の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第６号）、消防法施行規則第三十三条の十七第三項の

規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目の一部を

改正する件（令和４年消防庁告示第７号）及び不活性ガス消火設備の閉止弁の基準（令和４年消

防庁告示第８号。以下「閉止弁基準」という。）の公布について通知したところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_2.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_3.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_2.pdf
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報道発表 

◆ 定年引上げに伴う消防本部の課題に関する研究会報告書の公表        

（令和４年１１月２５日、消防庁）                                                

消防庁では、令和５年度から消防職員を含む地方公務員の定年が段階的に引き上げられること

に伴う、消防に特有の課題等について検討を行うため、「定年引上げに伴う消防本部の課題に関

する研究会」を開催し、検討を行ってきました。 

今般、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/221125_syoukyu_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

◆ 「令和４年度石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」の結果および表

彰式の実施        

（令和４年１１月２９日、消防庁）                                                

石油コンビナート等における特定事業所の防災要員の技能及び士気の向上を図るため、標記の

技能コンテストを実施しました。 

出場された 35組織から、最優秀賞、優秀賞、奨励賞及び特別賞を決定しましたので別紙１のと

おり発表します。 

また、最優秀賞、優秀賞の受賞組織には表彰式を 12月９日（金）に開催しますので、併せてお

知らせします。（別紙１省略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（ https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/8a0cac7084604b2ce9b6cf1e6627f21ef4b58

521.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

消防庁消防・救急課 

村上対策官、田邉補佐、松本係長、小山事務官 

電話：03－5253－7522 

e-mail：shokuin@soumu.go.jp 

（連絡先）消防庁特殊災害室 

担  当    脇坂補佐、髙𣘺係長、灰野事務官 

電  話    ０３－５２５３－７５２８（直通） 

ＦＡＸ    ０３－５２５３－７５３８ 

E-mail    tokusaishitsu@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/221125_syoukyu_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/8a0cac7084604b2ce9b6cf1e6627f21ef4b58521.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/8a0cac7084604b2ce9b6cf1e6627f21ef4b58521.pdf
mailto:shokuin@soumu.go.jp
mailto:tokusaishitsu@soumu.go.jp
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情報提供 

◆ 第３１回全国救急隊員シンポジウム開催について 

広島市消防局/一般財団法人救急振興財団  

広島市消防局、一般財団法人救急振興財団は、令和５年１月２６日（木）、２７日（金）の２日

間、広島県広島市において、下記のとおり標記シンポジウムを開催いたします。 

 

記 

１ 開催日時 

(1)  広島市文化交流会館  

（令和５年１月２６日（木）９：３０～１７：４０ 開場・受付 ８：３０～） 

（令和５年１月２７日（金）９：００～１３：００ 開場・受付 ８：００～） 

(2)  ＪＭＳアステールプラザ  

（令和５年１月２６日（木）１０：２５～１７：４０ 開場 ９：００～） 

    （令和５年１月２７日（金）９：１０～１２：２０ 開場 ９：００～） 

 

２ 現地開催場所 

  広島市文化交流会館（広島県広島市中区加古町３番３号） 

ＪＭＳアステールプラザ（広島県広島市中区加古町４番１７号） 

 

３ 開催方式 

  現地施設にて全てのプログラムを開催し、併せてＷｅｂ配信を予定 

（社会情勢により「完全Ｗｅｂ方式」に変更する場合あり） 

 

４ メインテーマ 

【Ｌｉｎｋ 救命への思いをつなぐ ～平和を願う街 ヒロシマから～】 

 

５ プログラム 

【１月２６日（木）】 

(1) 特別講演「未来へＬｉｎｋ」 

～土砂災害の経験を振り返り未来への教訓を～ 

(2) 教育講演１「足跡とＬｉｎｋ」 

～救急統計～ 

(3) 教育講演２「地域とＬｉｎｋ」 

～多職種連携～ 

(4) 教育講演３「知識・学びをＬｉｎｋ」 

～救急隊への教育技法～ 

(5) シンポジウム１「救急安心センター事業（♯７１１９）」 

～住民に安心・安全をつなぐ取組み～ 

(6) シンポジウム２「多職種連携」 

～傷病者のため消防と地域をつなぐ～ 

(7) シンポジウム３「Ｇ２０２０を踏まえた取組み」 

～救命率の向上に向けて～ 

(8) シンポジウム４「指導救命士の現在と未来をつなぐ」 

～救急救命士の生涯教育の充実に向けて～ 

(9) パネルディスカッション１「心肺蘇生を望まない傷病者への対応」 

～傷病者の最後の思いをつなぐ～ 

(10) パネルディスカッション２「女性・再任用救急隊員のさらなる活躍推進」 

～ワークライフバランスの取り組みとその課題～ 

(11) パネルディスカッション３「口頭指導」 

～市民から救急隊へ、命のたすきをつなぐために～ 

(12) パネルディスカッション４「新たな技術で未来へつなぐ」 
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～救急活動とＩＣＴとＤＸ～ 

(13) スキルトレーニング１「シミュレーション訓練で実践したくなるファシリテーションスキ

ル１」 

    ～ＫＫＫ（経験・勘・権威）からＴＴＴ（ツール・調整・中立）へ～ 

(14) スキルトレーニング２「シミュレーション訓練で実践したくなるファシリテーションスキ

ル２」 

    ～ＫＫＫ（経験・勘・権威）からＴＴＴ（ツール・調整・中立）へ～ 

(15) スキルトレーニング３「ＢＶＭ換気をマスターしよう！」 

～訓練と現場をＬｉｎｋ～ 

(16) スキルトレーニング４「感染防止トレーニング」 

～ＰＰＥはどのようにあなたを守るか～ 

(17) 一般発表１～１２ 

【１月２７日（金）】 

(1) 教育講演４「次世代へＬｉｎｋ」 

～たすきをつなぐ、先達からのメッセージ～ 

(2)  総合討論「Ｌｉｎｋ 救命への思いをつなぐ」 

～平和を願う街ヒロシマから～ 

(3)  シンポジウム５「新型コロナウイルス感染症対応」 

～新型コロナウイルス感染症対応から得られた知見をつなぐ～ 

(4) パネルディスカッション５「事後検証」 

～救急活動のＰＤＣＡ～ 

(5) スキルセミナー１「聴診トライアル」 

～聴診による観察能力の向上～ 

(6) スキルセミナー２「ミニＰＥＥＣ」 

～精神疾患傷病者への対応～ 

(7) 一般発表１３～２０ 

 

６ その他 

(1) 参加に係る費用（参加費、資料代等）は徴収いたしません。 

(2) 参加につきましては、完全事前登録制といたします。第３１回全国救急隊員シンポジウム

ホームページからご登録ください。 

(3) プログラムの内容は、今後、追加・変更等が生じることが考えられますが、第３１回全国救

急隊員シンポジウム専用ホームページにてシンポジウムに関する最新の情報を掲載し、随時

更新しておりますので、ぜひ、ご覧ください。 

（ https://31hiroshima99sympo.com/ ） 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

広島市消防局 警防部救急課  

〒730-0051 広島市中区大手町五丁目２０番１２号

                                TEL:082-546-3461  FAX:082-249-1160 

 

一般財団法人救急振興財団 事務局総務部企画調査課 

〒192-0364  東京都八王子市南大沢４丁目６番地 

TEL:042-675-9931   FAX:042-675-9050 
 

 

 

 

 

←こちらの二次元コードからもアクセスいただけます。 

https://31hiroshima99sympo.com/
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◆ 「防火・防災管理講習修了者１００万人達成記念特設サイト」をＨＰに開設 

一般財団法人日本防火・防災協会 
一般財団法人日本防火・防災協会では、総務大臣の登録機関として、平成１５年から全国の消

防本部や大規模事業所等からの要望を受け、防火・防災管理講習事業を行っています。 

この度、今年１０月をもって講習修了者が１００万人を超え大きな節目を迎えたことを記念し、

当協会のホームページに「防火・防災管理講習修了者１００万人達成記念特設サイト」を開設し、

広くＰＲしていますから、ぜひ、ご覧ください。 

 (http://www.n-bouka.or.jp/achieve/) 

また、防火・防災管理講習事業に関するご意見・ご要望がありましたら、下記問い合わせ先まで

ご連絡ください。 

                    

 

 

 

 

 

 
 

◆ 「危険物施設の鋼製地下貯蔵タンク・配管に適用する電気防食規格及びガイドライン」 令和

５年度Ｗｅｂ講習会開催のご案内について 

公益社団法人腐食防食学会 

公益社団法人腐食防食学会では、第５回講習会「危険物施設の鋼製地下貯蔵タンク・配管に適

用する電気防食規格及びガイドライン（JSCE S 1901:2019）」を計画しています。 

講習会では、動画による講習会後に、Ｚｏｏｍによるオンライン質疑応答の会を設けています。 

全国に適切な電気防食システムが設置、運用されるために、特に講習会未受講の消防本部にお

かれては、ぜひ参加いただきますよう、ご案内申し上げます。 

１ 開催日時：令和５年４月２１日（金）１３：３０～１７：００ 

２ 開催方法：Ｗｅｂ講習会（講演の動画配信、及びＺｏｏｍ ｍｅｅｔｉｎｇによる質疑応答） 

３ 参 加 費：講習会参加費 ３,０００円：講習会資料（ＰＤＦデータ）代含む 

４ 申込方法：令和４年１１月７日から受付を開始しています。 

       概要、講習会プログラムは https://www.jcorr.or.jp/yotei/web_kikenbutsu.html

をご覧ください。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

一般財団法人 日本防火・防災協会 

 業務部  石井 藤田 木下 

電話：03-6263-9904  

【問い合わせ先】 

公益社団法人 腐食防食学会 

 事務局 吉田 

電話：03-3815-1161  

http://www.n-bouka.or.jp/achieve/
https://www.jcorr.or.jp/yotei/web_kikenbutsu.html
https://www.jcorr.or.jp/yotei/web_kikenbutsu.html
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◆ 令和５年春の火災予防運動用ポスター等のあっせん等について  

一般財団法人全国消防協会 

 一般財団法人全国消防協会では、防火意識の普及啓発の推進を目的に、毎年春と秋の火災予防

運動の時期に併せて、全国の消防本部（局）に火災予防運動用ポスター等のあっせんを行ってお

ります。 

 令和５年春の火災予防運動用として、下記のとおりポスター等をあっせんいたしますので、貴

消防本部（局）の火災予防運動にぜひ、ご活用ください。 

記 

１ 令和４年度全国統一防火標語 

『お出かけは マスク戸締り 火の用心』 

２ あっせんするポスター等 

 以下の６種で、いずれもモデルは川原 美杏（かわはら みあん）さんです。 

種 別 
ポスター 

立看板用ポスター 防火チラシ 
Ｂ２判 Ｂ３判 

記 号 
Ｎ－１ Ｎ－２ 

Ｎ－３ Ｎ－４ 
Ｓ－１ Ｓ－２ 

３ 申込方法 

所定の申込書により、ＦＡＸまたは郵送にて直接業者にお申し込みください。 

４ 申込先 

 熊谷印刷株式会社 

 〒１３５－００５２ 東京都江東区潮見２－３－４ 

 ＴＥＬ ０３－６６５９－８１０２ ＦＡＸ ０３－６６５９－８１０７ 

５  申込締切日   

  令和４年１２月２７日（火）（業者必着） 

６ その他 

 詳細は、各本部あてに送付したご案内文書（令和４年 11月 30日付全消協第 215 号）および 

ポスター等の見本をご確認ください。  

  また、令和５年秋以降の火災予防運動用ポスター等の価格改定およびサイズ変更についての

ご案内文書（令和４年７月 29日付全消協第 127号）を送付いたしましたが、このたび、改め

て送付しておりますので（令和４年 11月 30日付全消協第 216号）、併せてご確認をお願いい

たします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合せ先】 

業務課  

担当：岩澤、石井（健）、茂呂 

電話：０３－３２３４－１３２１ 
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◆ 指定店登録事業者からのお知らせ（令和４年１１月分） 

一般財団法人全国消防協会 

  一般財団法人全国消防協会では、指定店登録事業者からのご案内をメールにて定期的に各消 

防本部へ配信しています。１１月は以下の配信を実施いたしました。 

  お見逃しの方にはご希望により同メールを再送いたしますので、問い合せ先までメールにて

ご連絡ください。 

 １ １１月２日（水）配信 

  ⑴ 株式会社全国儀式サービス：遺品整理・相続手続オンラインセミナー（１１月２６日に 

て終了） 

  ⑵ 株式会社サクセス・ワールド：防災用品の特別販売 

 ２ １１月９日（水）配信 

  ⑴ 株式会社エスクリ：結婚式場の限定割引と特典 

  ⑵ 株式会社エッセンコーポレーション：ビレロイ＆ボッホの食器の特別販売 

 ３ １１月２４日（木）配信 

   株式会社東平商会：さつまいも、お魚ナゲット、さば缶等の特別販売 

４ １１月３０日（水）配信 

   アシックス商事株式会社：各種シューズの特別販売 

  

  

                            
 

【問い合せ先】 

業務課  

担当：石井（健）、茂呂 

 メール：zaimu-5@fcaj.gr.jp 

zaimu-5@fcaj.gr.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（№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

