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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

◆ 高規格救急自動車運用開始式を実施 

天童市消防本部（山形） 
 天童市消防本部では、令和４年１２月１９日（月）、一般社団法人日本損害保険協会から高規格

救急自動車の寄贈を受け、運用開始式を実施しました。 

式典では、山本市長が同協会へ謝意を述べるとともに、当消防本部職員に対し、寄贈を受けた

高規格救急自動車を適正かつ有効に運用して市民の安全・安心の確保に努めるよう、あいさつし

ました。 

この寄贈を受け、高度救命資器材も更新し、県内初となる電動ストレッチャーを導入しました。 

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。  
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【運用開始式の様子】  【運用開始式後の記念撮影】  
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訓   練 

◆ 特殊化学災害対応訓練を実施 

埼玉東部消防組合消防局（埼玉） 
  埼玉東部消防組合消防局では、令和４年１２月５日（月）、１２日（月）、１９日（月）の３日間、

特殊化学災害対応訓練を実施しました。 

この訓練は、特殊化学災害において、当消防局の人員及び資機材を有効に活用し、被害の拡大

防止、要救助者の救出及び除染における対応能力の強化、部隊間の連携を充実させることを目的

として、指令課及び１５署所全ての部隊を対象に実施したものです。 

 訓練では、「地震の影響により管内事業所から危険物が漏えいし複数の負傷者が発生した」との

通報から、特殊化学災害連携隊が中心となって行う初動対応、テント設営、救出、除染及び搬送ま

での一連の現場活動を確認しました。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により全体訓練ができない状況が続いていましたが、今後も、

新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分に行った上で訓練を行い、特殊災害対応力のさらな

る強化に努めてまいります。 

   
 

 
 

◆ 宮古島海上保安部と夜間合同潜水訓練を実施 

宮古島市消防本部（沖縄） 
宮古島市消防本部では、令和４年１２月１９日（月）、宮古島市平良港第４埠頭において、宮古

島海上保安部と夜間合同潜水訓練を実施しました。 

この訓練は、同海上保安部巡視船「はりみず」の潜水士と当消防本部が、協力して各種事案に対

応し、被害の発生を最小限にとどめることを目的として実施したものです。 

当日は、巡視船の船首から飛び込み、海面からロープを使って船に乗り込むロープ登攀
とうはん

、係留

ロープを使って船に乗り込むロープ渡過、水中結索などを実施しました。日没後には、行方不明

者が発生したという想定で、海中の平行捜索、環状捜索も実施しました。 

今後も、関係機関と連携を深め、迅速・円滑な活動ができるように努めてまいります。  

  
 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 自衛消防訓練を実施 

埼玉西部消防局（埼玉） 
 埼玉西部消防局では、令和４年１２月２１日（水）、株式会社西武ライオンズのオフィス棟及び

獅子ビルにおいて、自衛消防訓練を実施しました。 

この訓練は、球団職員の防火・防災意識の向上を目的として、球団本部ゼネラルマネージャー

の渡辺久信氏を含む同事業所の職員約１２０名が参加したものです。 

当日は、「オフィス棟１階の玄関ホールで火災が発生した」との想定で、救助隊によるはしご車

救出訓練、同事業所の職員による初期消火訓練及びＶＲ防災体験車による地震体験を行い、より

実災害に近い訓練を実施することができました。 

  
 

 
 

 

 

◆ 泥濘地
ぬかるみち

対応訓練を実施 

倉敷市消防局（岡山） 
倉敷市消防局では、令和４年１２月１６日（金）、２１日（水）の２日間、市内の河川において、

泥濘地対応訓練を実施しました。 

この訓練は、市内で発生した救助事案を再現して、泥濘地での救助活動における課題の抽出、

効率的な移動方法や救出方法等を習得することを目的として実施したものです。 

両日とも、バックボードやブルーシート等を使用した要救助者の移動方法や、ドラム缶の活用

や放水等による救出方法を検証しました。 

今後も、現状の活動に満足せず、課題に対するフィードバックを早期に行い、類似災害におい

て迅速・的確な救助活動が展開できるよう、災害対応能力の強化を図ってまいります。 

  
 

 

 

 
 

【ブルーシートを使用した移動方法の検証】  【放水による救出方法の検証】  

【訓練の様子】  
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◆ 消防法第５条の３のシミュレーション合同訓練を実施 

筑紫野太宰府消防組合消防本部（福岡） 
筑紫野太宰府消防組合消防本部では、令和４年１２月７日（水）、１４日（水）、２６日（月）の

３日間、消防法第５条の３のシミュレーション合同訓練を実施しました。 

 この訓練は、消防法令違反に対して適正な行政指導、行政処分による是正を行う査察員の育成

を目的として実施したもので、福岡地区の７消防本部計５９名の査察員が消防法第５条の３の規

定に基づく措置命令を通じて査察技術の向上を図りました。 

訓練では、直通階段が一つの防火対象物における物件除去等を想定し、知識、技術等の研さん

と実務上の課題や各消防本部の取り組みを共有しました。 

 今後も、福岡県における違反是正支援アドバイザー本部として、発展的で持続可能な研修会を

継続し、職員の技術向上に努めてまいります。  

  
 

 

 
 

研 修 等 

◆ 火災原因調査書類の作成研修会を実施 

うるま市消防本部（沖縄） 
うるま市消防本部では、令和４年１２月１４日（水）、１５（木）、２２日（木）の３日間、適切

な火災原因調査書類の作成研修会を実施しました。 

この研修会は、各署所から選出された火災調査に従事する３３名の署員を対象として、標準火

災調査書類作成マニュアルに基づき、火災原因判定書や実況見分調書の作成要領を中心に確認し

たものです。 

今後も、火災現場を恒久的に保存する精度の高い報告書を作成するため、さらなる知識の向上

を図ってまいります。 

  
 

 

 

 

【研修会の様子】  

【訓練の様子】  
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そ の 他 

◆ 消防長特別巡視を実施 

宝塚市消防本部（兵庫） 
宝塚市消防本部では、令和４年１２月２３日

（金）、各大規模店舗の混雑が予想される年末の

この時期に、「マーケットスクエア中山寺」にお

いて、消防長特別巡視を実施しました。 

当日は、主に避難経路の維持管理状況を確認

し、来客者と従業員にとって安全が確保された

施設であることを確認しました。 

消防長は、「今後も、施設全体の防火意識を緩

めることのないように。」と講評しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 高校生と連携した住宅用火災警報器の駅前街頭啓発を実施 

加古川市消防本部（兵庫） 
加古川市消防本部では、令和４年１２月２０日（火）、ＪＲ加古川駅南側駅前広場において、市

内の高校生と連携した住宅用火災警報器の設置・維持管理に関する街頭啓発を実施しました。 

啓発活動では、同高校美術部がデザインしたのぼり旗を掲示するとともに、住宅用火災警報器

の点検方法を記載したチラシを配布しました。 

また、街頭啓発に参加する生徒に対して、活動意識の高揚を図るため、住宅用火災警報器や火

災予防についての事前学習会も実施しました。 

今後も、火災予防啓発活動を通して一人でも多くの市民に関心を持ってもらえるよう、さまざ

まな啓発活動に取り組んでまいります。 

  
 

 

 

 
 

 

 

【事前学習会の様子】  【街頭啓発の様子】  

【特別巡視の様子】  
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◆ 入院している子どもたちを対象にオンライン消防署見学を実施 

千葉市消防局（千葉） 
千葉市消防局では、令和４年１２月２１日（水）、認定ＮＰＯ法人ミルフィーユ小児がんフロン

ティアーズと協力し、小児がんで千葉大学医学部附属病院に入院している子どもたちを対象にオ

ンライン消防署見学を実施しました。 

消防署見学では、子どもたちがＢｅａｍという遠隔操作ロボットを病院から自由に操作し、さ

まざまな角度から消防車両や資機材を見学しました。また、Ｚｏｏｍを使用して消防共同指令セ

ンターも見学しました。 

普段外出することができない子どもたちが、ロボットの操作を通して、興味津々に消防車を見

学しており、その上でたくさんの質疑が出るなど、有意義な見学となりました。 

  
 

 

 

 
◆ 新宿ゴールデン街で火災予防指導を実施 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁四谷消防署では、令和４年１２月２３日（金）、新宿ゴールデン街地区の飲食店１１

０店舗に対して一斉に火災予防指導を実施しました。 

新宿ゴールデン街は、昭和のたたずまいと風情ある飲食店がひしめき、国内だけでなく訪日外

国人にも人気の高い観光スポットです。一方で、防火造や木造２階建ての建物が密集しており、

ひとたび火災が発生すると延焼拡大危険が高い地域です。 

この火災予防指導は、令和４年１２月１７日（土）に新宿ゴールデン街で発生した火災を受け

て、全国的に親しまれる飲食店街を安心して利用してもらうために緊急に実施したものです。 

当日は、新宿区の職員も参加し、火気使用設備等の設置状況、火災発生時の通報、初期消火要領

等を指導しました。 

 
 

 

 

 

【遠隔操作ロボットでの撮影の様子】  【病院内の様子】  

【火災予防指導の様子】  
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◆ 職員意見発表会を実施 

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 

１２月２６日（月）、第２５回職員意見発表会を

実施しました。 

これは、職員の資質の向上、自己啓発の推進、

問題意識の醸成、文章発表力及び発表能力の向

上を目的として開催したものです。 

当日は、７人の職員が普段の業務で感じた問

題点や、今後の解決策を提案するなど、活発に意

見を発表する姿が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 無人航空機操縦者を認定 

那賀消防組合消防本部（和歌山） 
那賀消防組合消防本部では、令和４年１２月２６日（月）、無人航空機操縦者を認定しました。 

これは、令和４年３月に総務省消防庁から無人航空機の無償貸与を受け、操縦者の育成や飛行

に関する申請を行っており、このたび飛行制限空域での飛行等に関して管轄航空局長から許可・

承認を受けた２名の職員を操縦者として認定したものです。 

無人航空機は、これまで不可能であった上空からの活動により、各種災害等において、俯瞰
ふ か ん

的、

立体的、効率的な情報収集活動を可能にします。 

今後は、これまで以上に安全かつ効果的な消防活動を展開してまいります。 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

【意見発表会の様子】  

【認定式の様子】  【認定式後の記念撮影】  
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◆ 「無火災の願いを年賀状に！」火災予防啓発 

諏訪広域消防本部（長野） 
諏訪広域消防本部下諏訪消防署では、令和４年１２月２８日（水）、下諏訪町民あてに大型年賀

状を作成しました。 

この年賀状は、火災がなく幸せが訪れますようにと願いを込めて署員が造語した「火無来福（か

ないらいふく）」のほか、「火災の無いまちづくり」「お出かけはマスク戸締り火の用心」「皆さまの

ご多幸をご祈念申し上げます」と書き上げ、無火災と住民のご多幸を願う署員の気持ちを届けた

ものです。 

また、この取り組みが地元新聞社、ケーブルテレビなどに取り上げられ、火災予防を広くＰＲ

することもできました。 

今後も、「火災の無いまちづくり」を目指し、署員一丸となって火災予防に取り組んでまいりま

す。 

 
 

 

 
◆ スーパーマーケットのレシートに火災予防広報文を掲載 

奈良市消防局（奈良） 
奈良市消防局では、歳末火災予防運動期間中の令和４年１２月２０日（火）から３１日（土）ま

での１２日間、市内のスーパーマーケットにご協力をいただき、レシートに火災予防広報文を掲

載しました。 

これは、スーパーセンタートライアルの東九条店と宝来店、ならコープコープ七条店の計３店

舗に依頼し、「買い物と 火災予防も トライアル」、「お出かけは マスク戸締り 火の用心」な

ど、目に付きやすい印字文を掲載してもらい、年末年始に向けて多くの方々に広報することを目

的として実施したものです。 

また、一般住宅の防火を強化するために、当消防局オリジナル防火パンフレットと火災予防啓

発ティッシュを各店舗に設置させてもらいました。 

今後も地域の方々と連携し、火災予防に取り組んでまいります。 

  
 

 

【大型年賀状作成の様子】  

【火災予防広報文を掲載したレシート（拡大）】  【防火パンフレットと 

火災予防啓発ティッシュ】  
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消防庁通知等 

◆ 消防法令における各種手続に係る標準様式等の追加プリセットについて（情報提供） 

                          （事務連絡、令和５年１月４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。 

 

平素から消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

火災予防関係手続における電子申請等の導入については、令和４年度中の導入に向けて各消防

本部における取組を推進いただいているところです。 

今般、消防庁において、マイナポータル「ぴったりサービス」（以下「ぴったりサービス」とい

う。）に、標準様式・申請フォーム（以下「標準様式等」という。）の追加プリセットを行いまし

たのでお知らせします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/230104_yobou_jimu1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

◆ 消防団ＰＲムービーコンテストの応募作品に対する投票の受付開始        

（令和５年１月４日、消防庁）                                                

地域住民の方々に、消防団をより身近なものとして知っていただくため、消防団ＰＲムービー

コンテスト特設サイトにて、投票の受付を開始します。 

今回は、全国から 29作品の応募がありました。是非、投票をお願いします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（ https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/5573bb13ae17d5a93b3a02fa2be1364bdafe5

b52.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

総務省消防庁予防課 

担当：米田、中嶋、上野、藤原、原口 

TEL ：03-5253-7523 

MAIL：yobo@soumu.go.jp 

【担当】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室消防団係 

（鈴木課長補佐、青野係長、栃本事務官） 

TEL:03-5253-7561  FAX:03-5253-7535 

E-mail: syobodan@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/230104_yobou_jimu1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/5573bb13ae17d5a93b3a02fa2be1364bdafe5b52.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/5573bb13ae17d5a93b3a02fa2be1364bdafe5b52.pdf
mailto:yobo@soumu.go.jp
tel:03-5253-7561
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
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情報提供 

◆ 全国消防グループ保険（生命保険）等の新規加入・契約更新のご案内 

一般財団法人全国消防協会 

キャンペーン実施中!! このチャンスをお見逃しなく!! 

 

 全国の消防職員の皆様にご利用いただいております全国消防グループ保険（生命保険）等の新

規加入及び契約更新の時期がまいりました。各消防本部（局）のご担当者様を通じて皆様へご案

内させていただきます。 

ご存じのとおり消防団体保険は、お手頃な保険料と充実の保障（補償）内容で、全国の消防職員

とそのご家族だけが加入できる特別な保険です。 

新たな保険への加入をご検討の方、すでに加入している保険の見直しをご検討されている方は、

この機会にぜひご加入ください。 

また、退職を予定されている皆様にも継続して保障（補償）が受けられる保険をご提供させて

いただいておりますのでぜひご検討ください。 

全国消防グループ保険（生命保険）に新規にご加入等をいただいた方には、もれなく素敵なプ

レゼントを進呈するキャンペーンを実施中です。この機会にぜひご加入ください。 

 

★消防団体保険はお得な保険！！ 

 ○団体割引を適用したお手頃な保険料 

 ○各種ラインアップから充実の保障を選択可能 

 ○簡単な告知のみで加入でき、医師の診断書は不要 

 ○ライフステージに応じて毎年保障（補償）内容の見直しが可能 

 ○グループ保険（生命保険）と医療保障保険には、配当金があり実質負担が軽減 

 ○退職後も団体割引を適用したお手頃な保険料で継続加入可能 

 

★ご案内している保険のラインアップ！！ 

保険名称 保険期間 申込書提出締め切り 

全国消防グループ保険 

（生命保険） 
令和５年６月１日～令和６年５月３１日 

 

「全国消防グループ保険（生命保険）」に 

 加入することによって、この４つの保障 

にも加入することができます。 

令和５年２月１３日（月） 

(各本部担当者への提出期日

です。)  

医療費支援制度 

医療保障保険 

三大疾病保険 

プラスサポート生命保障 

消防退職者医療保険 令和５年６月１日～令和６年６月１日 

令和５年２月２８日（火） 

(各本部担当者への提出期日

です。) 

消防職員傷害保険 

令和５年７月１日～令和６年１月１日 令和５年２月２４日（金） 消防職員医療保険 

弁護のちから 

消防職員がん保険 令和５年６月１日～令和６年６月１日 令和５年２月２８日（火） 

消防職員介護保険 令和５年６月１日～令和６年６月１日 令和５年２月２８日（火） 

消防職員賠償責任保険 令和５年４月１日～令和６年４月１日 令和５年２月１０日（金） 
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新規加入 

キャンペーン 

実施中！ 
 

新規加入 

キャンペーン 

実施中！ 
 

★充実した保障（補償）内容！！ 

保険名称 主な保障（補償）内容 

全国消防グループ保険 

（生命保険） 

 
新規加入・保障額増額 

キャンペーン実施中！    

① 死亡・高度障害を加入コースに応じて保険金（一時金） 

１６５万円～２,４００万円まで保障 

② ５日以上のケガによる入院を１日目から保障 

③ 現職中に加入すれば退職後も８０歳まで継続加入可能 

  ※ 加入コースの制限があります。 

④ 配当金制度による実質保険料の負担軽減 

【令和３年度の配当率】４１.３３０％ 

 

医療費支援制度  

① 病気やケガで入院した場合に、入院日数に関わらず、１回の

入院につき、入院初期費用保険金として、一時金 

３０,０００円を給付 

② 入院月数に応じて１月につき、入院支援保険金として 

２５,０００円を給付 

 （例）日帰り入院の場合 

    ３０,０００円＋２５,０００円＝５５,０００円を給付 

③ 現職中に加入すれば退職後も８０歳まで継続加入可能 

医療保障保険 

 

① ５日以上のケガと病気による入院を５日目から保障 

② 現職中に加入すれば退職後は「消防退職者医療保険」 

（５,０００円タイプ）に無告知で移行加入可能 

 ８９歳まで継続加入可能 

③ 配当金制度による実質保険料の負担軽減 

【令和３年度の配当率】４２.１２６％ 

 

三大疾病保険 

 

 
 

① がん、急性心筋梗塞、脳卒中に対する一時金の生存給付を保障 

② 死亡・高度障害の際にも上記一時金と同額の給付金を保障 

③ リビングニーズ特約付 

④ 現職中に加入すれば退職後も７０歳まで継続加入可能 

プラスサポート 

生命保障 

① 死亡・高度障害の際に一時金３００万円を保障 

② 現職中に加入すれば退職後も７０歳まで継続加入可能 

③ 加入時の保険料率は７０歳まで変更なし 

④ リビングニーズ特約付 

消防退職者医療保険 

① ケガと病気による入院を１日目から補償 

② ケガと病気による手術を補償 

③ ケガと病気による死亡の際に葬祭費用として 

  １００万円を限度に実費を支給 

（満８０歳から満８９歳の方は、葬祭費用補償特約を付帯し
ないリーズナブルな保険料のプランを増設） 

④ 現在、消防グループ保険の医療保障保険に加入中の方は、 

  退職時に「５,０００円タイプ」に無告知で移行加入可能で 

  ８９歳まで継続可能 

⑤ 先進医療に対する補償 
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Ｗｅｂによる申込手

続きになりました。 
 

Ｗｅｂによる申込手

続きになりました。 
 

保険名称 主な保障（補償）内容 

消防職員傷害保険 

① ケガによる通院、入院を１日目から補償 

② ケガと手術、死亡、後遺障害を補償 

③ 家族コース、夫婦コース、個人コースの 3コースを準備 

  個人コースには、熱中症も補償 

④ 地震、噴火またはこれらによる津波などの天災によるケガも

補償 

⑤ 個人賠償・携行品・ゴルファーの各種オプションを追加可能 

消防職員医療保険 

① ケガと病気による入院を１日目から補償 

② ケガと病気による手術を補償 

③ ケガと病気による死亡を最大１００万円補償 

④ 地震、噴火またはこれらによる津波などの天災によるケガも

補償 

⑤ 先進医療を補償 

⑥ ７０歳まで新規加入可能（継続は９０歳まで可能） 

弁護のちから 

① 日常のトラブルにあったとき弁護士紹介サービスや相談窓口

が利用可能（職務外） 

② 弁護士へ法律相談を行うときに負担した法律相談費用を補償 

③ 弁護士へトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委

任費用を補償 

④ 弁護士紹介サービスや被害事故、嫌がらせ相談窓口が利用可

能 

消防職員がん保険  ① がん診断保険金のみプランでは、がんと診断されたとき、一時

金１００万円、２００万円、３００万円を給付 

② 補償プランの選択により、診断保険金に加えて、入院、通院、

手術、抗がん剤治療や再発転移、生活支援を補償 

消防職員介護保険  ① 要介護２以上の認定を受けたときまたは、引受保険会社が認

める所定の要介護状態が９０日を超えて継続した場合に、一時

金３００万円を給付 

消防職員賠償責任保険 

① 消防職員個人が被る法律上の損害賠償金や訴訟費用を補償 

② 救急救命士の専門業務に伴う損害も補償 

③ 消防職員が第三者からの迷惑行為による被害を被った場合の

弁護士費用等を補償 
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★ 全国消防グループ保険(生命保険)の新規加入･保障額増額キャンペーン実施中！！ 

全国消防グループ保険（生命保険）では、新規にご加入等をいただいた皆様に、素敵なプレゼ

ントを進呈するキャンペーンを実施中です。この機会にぜひご加入ください。 

【キャンペーンの概要】 

キャンペーン実施期間中に下記応募要件を満たした方に、もれなくプレゼント（有名スポー

ツブランドのマフラータオル）を差し上げます。 

【応募期間】 

令和５年度全国消防グループ保険の新規・更新募集期間 

【応募対象者】 

以下の２つの要件を満たした方が対象となります。 

① 以下のいずれかに該当したこと 

≪グループ保険≫  ・本人もしくは配偶者の新規加入 

         ・本人の保障額を増額 

≪三大疾病保険≫  ・本人もしくは配偶者の新規加入 

≪医療費支援制度≫ ・本人もしくは配偶者の新規加入 

②  令和５年６月期の保険料の入金確認ができたこと 

【応募方法】 

加入申込書兼告知書の上段にある「プレゼント送付先住所」欄にご記入いただき、令和５年

２月１３日（月）までに各消防本部（局）の保険事務担当者へご提出ください。 

 詳細は、全国消防グループ保険のパンフレットＰ５～Ｐ６をご参照ください。 

  このチャンスをお見逃しなく!! 

○ 各保険の詳細につきましては、各消防本部（局）に送付いたしましたパンフレット等、ま

たは協会ホームページ（https://www.ffaj-shobo.or.jp/hoken/index.html）をご覧ください。 

 

○ 本件についてご不明な点等は、以下の本協会各担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

全国消防グループ（生命）保険担当 

一般財団法人全国消防協会 

 

業 務 課 岩澤
いわさわ

・石井
い し い

（美
み

）・石渡
いしわたり

 

電  話 ０３－３２３４－１３２１ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－１１９－１４７ 

※土日祝日除く ９:００～１７:００ 

消防退職者医療保険･消防職員賠償責

任保険･消防職員がん･介護保険担当 

全国消防保険サービス株式会社 

担  当 妻
さい

神
がみ

・三品
み し な

・髙本
こうもと

・矢木
や ぎ

・安江
や す え

 

電  話 ０３－３２３４－１３３１ 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－０６５－９８８ 

※土日祝日除く ９:００～１７:００ 

https://www.ffaj-shobo.or.jp/hoken/index.html
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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

