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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年度全国消防長会財政委員会秋季常任委員会を開催 

全国消防長会財政委員会 

平成２８年１０月１２日（水）、群馬県館林市（館林市文化会館）において、平成２８年度全国

消防長会財政委員会秋季常任委員会を開催しました。 

会議における議案審議等については、次のとおりです。 

【情報提供】 

 １ 平成２８年度消防庁第２次補正予算の概要について 

 ２ 平成２９年度消防庁予算概算要求の概要について 

【議案審議】 

 １ 消防財源確保にかかる要望について 

２ 平成３０年度の国の予算概算要求に対する要望の方向性について 

  ⑴ 今後の広域的な消防体制の構築に向けた財政支援について 

  ⑵ 無償使用制度に係る今後の財政支援について 

【意見交換】 

１ 緊急防災・減災事業債の延長に係る財政要

望について 

２ 女性消防吏員採用における施設等の改善

に係る財政支援について         

【その他】 

 次期開催地について 
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◆ 消防実務講習会（第３８回救急コ・メディカルセミナー、平成２８年度火災調査研究発表会） 

を開催                      

一般財団法人全国消防協会東海地区支部 

一般財団法人全国消防協会東海地区支部では、平成２８年１０月１２日（水）及び１３日（木）、

愛知県名古屋市（名古屋市青少年文化センター「アートピア」）において、消防職員の知識及び能

力の向上を目的に消防実務講習会（第３８回救急コ・メディカルセミナー、平成２８年度火災調

査研究発表会）を開催しました。 

本講習会は、平成２８年度事業計画に基づき開催され、救急業務、火災調査に従事する職員を

対象として、関係機関からお招きした講師による講義が行われました。 

講習科目等は、以下のとおりです。 

〇 「急性期脳卒中における最新治療と救急隊の対応要領」 

独立行政法人国立病院機構 

名古屋医療センター 脳神経外科 浅井 琢美 氏 

〇 「小児救急の現状と小児救急医療体制」 

  あいち小児保健医療総合センター 救急科 伊藤 友弥 氏 

〇 「ＮＩＴＥの紹介及び事例紹介」 

  独立行政法人 製品評価技術基盤機構 専門官 浅井 幹夫 氏 

  

【救急コ・メディカルセミナーの様子】 

 

【火災調査研究発表会の様子】 
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◆ 「八女地区消防フェスタ２０１６」を開催 

八女消防本部（福岡） 

八女消防本部では、八女のまつり「あかりの祭典」の開催に併せて平成２８年９月１７日（土）、

八女のまつり特設ステージ及び伝統工芸館西側駐車場において「八女地区消防フェスタ２０１６」

を開催しました。 

このイベントでは、八女地区防火ポスターコンクール表彰式を実施したほか、梯子車乗車体験

をはじめ、レスキュー体験や防火服・救助服着装体験、初期消火体験など、子ども達が楽しみな

がら体験できるコーナーを設けました。 

来場者の多くが家族連れということもあり、幅広い世代へ防火防災意識の普及啓発を図るとと

もに、消防に対する理解を深めることができました。 

 

 

 

◆ 「防災フェスタとよなか in 大門公園」を開催 

豊中市消防局（大阪） 

豊中市消防局では、平成２８年９月２４日（土）、大門公園において、市制施行８０周年記念事

業として「防災フェスタとよなか in大門公園」を開催しました。 

自主防災組織や女性防火クラブ、消防防災協力事業所、少年消防クラブをはじめとして、多数

の方が参加しました。 

 フェスタでは、煙体験、地震体験などのコーナーを開設するとともに、約２００人が一斉に行

う救命講習やドクターヘリとの連携訓練、炊き出し訓練、救援物資搬送訓練などを実施したこと

で、参加者の防災意識の向上が図られました。 

 

 

消防本部の動き 

【フェスタの様子】 

【フェスタの様子】 
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◆ 幸田町消防本部発足４０周年記念事業「消防ひろば」を開催 

幸田町
こうたちょう

消防本部（愛知） 

 幸田町消防本部では、平成２８年１０月１日（土）、当消防本部発足４０周年記念事業として、

「消防ひろば」を開催しました。 

このイベントは、住民が消防と触れ合うことで、消防に対する親しみと理解を深め、防災意識

の高揚を図るとともに、災害のない安心安全な町づくりを推進するために実施しました。 

当日は、リオデジャネイロオリンピック女子バレーボール日本代表選手の鍋谷友理枝さんを一

日消防署長に迎えるとともに、各消防車試乗体験やはしご車体験、放水体験、救助訓練体験、防

火衣着装体験の各コーナーを設けたほか、住民参加型の消防○×クイズも実施し、大盛況なイベ

ントとなりました。 

 

訓練・演習 

 

◆ 河川水難救助訓練を実施 

千葉市消防局（千葉） 

 千葉市消防局花見川消防署では、平成２８年９月１２日（月）、管轄区内の印旛沼水系花見川に

おいて、近年の集中豪雨や台風の襲来などによる水難事故への対応能力向上のため、河川水難救

助訓練を実施しました。 

本訓練には、消防職員２９名のほか、千葉県警察本部第二機動隊員と警察署員ら２４名が参加

し、災害現場で協力して対応に当たる警察機関との連携強化を図ることも目的として実施しまし

た。 

 参加した隊員からは「訓練を通じて、各機関との相互理解が深まり、連携強化が図られた」と

訓練を振り返っており、警察・消防ともに合同訓練による十分な成果が得られました。 

今後も、様々な訓練を通じて、各機関との相互理解を深め、「顔の見える関係」を構築すること

で更なる連携強化を図って参ります。 

 

 

 

【一日消防署長辞令交付式の様子】 【救助訓練体験コーナーの様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 高等学校と福祉施設が連携訓練を実施 ～施設を救う共助の力～ 

湖南広域消防局（滋賀） 

 湖南広域消防局では、平成２８年９月１４日（水）、滋賀県立守山北高等学校と近隣の福祉施設

（守山学園、蛍の里、ゆいの里）が合同で、大規模災害時の協力体制を確立させることを目的に

連携訓練を実施しました。 

訓練では、大規模地震により学校及び福祉施設で火災が発生したとの想定のもと、各々で消火・

通報・避難を開始した後、「福祉教育ゾーンパートナーシップ協定」に基づき、教師と生徒が福祉

施設の避難活動に協力し、施設利用者を避難所まで誘導しました。 

参加者は、高齢社会が進展するなか、日頃からの協力体制の重要性を再認識していました。 

 

◆ 遊戯施設での飛行塔事故に備え救助救出訓練を実施 

前橋市消防局（群馬） 

 前橋市消防局では、平成２８年９月２７日（火）、前橋市中央児童遊園「るなぱあく」において、

園内の飛行塔事故に備えた救助救出訓練を実施しました。 

本訓練には、市の担当課職員と指定管理者のほか、同園の遊具や乗り物を保守管理する遊戯施

設メーカー関係者が参加し、基本的な構造説明から事故発生時の対処法などについて、説明を受

けた後、飛行塔が乗客を乗せたまま高さ９ｍの位置で、地震により緊急停止したとの想定で訓練

を行いました。 

訓練は、施設の管理者からの通報を受け、消防隊が現場到着、６機のうち２機にそれぞれ１名

ずつが取り残されている想定で、高度救助隊は救助用ロープを活用、はしご車隊は１５ｍ級はし

ご車を活用して、安全・確実に救出することを主眼に行いました。 

１９５４年の開園以降、関係機関が合同で訓練を行うのは初めてとのことで、訓練終了後には、

幅広い年代層が集まる遊戯施設での安全対策や有事の際の対応方法等について、情報交換を行い、

相互に連携強化を図ることができました。 

 

 

【避難誘導の様子】 【消火訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 新東名高速道路トンネル災害を想定した訓練を実施 

豊田市消防本部（愛知） 

 豊田市消防本部では、平成２８年９月２８日（水）、中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱豊

田基地敷地内において、新東名高速道路トンネル災害を想定した訓練を実施しました。 

 この訓練は、愛知県下高速道路消防連絡協議会が主催し、豊田市消防本部南消防署の訓練企画

により、豊田市消防本部、岡崎市消防本部、愛知県警察本部高速道路交通警察隊及び中日本ハイ

ウェイ・パトロール名古屋㈱豊田基地交通管理隊の計４機関、１４車両、計６２名が参加しまし

た。新東名高速道路上り岩中岩戸トンネル内での追突事故による車両火災とトンネル外での追突

事故による交通救助の２つの災害を想定し、各機関の初動対応訓練と消防部隊の災害対応訓練を

実施しました。 

 高速道路上での災害発生時に備え、消防本部や関係機関の活動を確認し、連携体制の強化を図

ることができました。 

 

 

◆ 世界に広げる防災の輪 ～モスクで防災訓練～ 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁豊島消防署では、平成２８年１０月１日(土)、南大塚三丁目の大塚モスク日本イス

ラーム文化センターにおいて、巣鴨警察署と合同で防災訓練を実施しました。 

大塚モスクとしては初めての防災訓練で、休日にもかかわらず、バングラデシュ、スリランカ

をはじめ数多くの国から４５人の参加者が集まり訓練を行いました。災害時、外国人にとっては

言葉や習慣の違いから不安が付きものですが、参加者は、大塚モスクが地域の防災リーダーにな

るとの思いで、子どもから大人まで積極的に参加していました。 

「防災の輪」の裾野を広げることのできた有意義な訓練となりました。 

 

 

 

 

 

【排煙電源車を活用した活動の様子】 【車両からの救助・救命活動の様子】 

【訓練の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 岸和田だんじり祭りの露店等に対する一斉査察を実施 

岸和田市消防本部（大阪） 

岸和田市では、平成２８年９月４日（日）、１６

日（金）、１７日（土）及び１８日（日）、勇壮で

豪快な祭りと全国的にも有名な岸和田だんじり

祭りが開催され、今年の観客数は４日間で、

425,000 人（当市発表値）にのぼりました。 

この祭りには、南海本線岸和田駅周辺に１日あ

たり約７００もの露店等が出店し、そのうち、約

４割が火気器具等を取り扱っています。 

岸和田市消防本部においても、３年前に起こっ

た福知山花火大会での火災を教訓とし、露店等に

対して一斉査察を実施し、消火器の設置状況、危

険物や液化石油ガスの貯蔵取扱い、火気器具等の

設置状況を確認し、火災予防の指導を行いました。 

 

 

◆ ドローン（小型無人航空機）の運用を開始 

 いわき市消防本部（福島） 

 いわき市消防本部では、大規模災害や特殊災害現場

で消防隊員が近づくことが困難な場合において、上空

からの情報収集、人命検索及び傷病者救出ルートの確

認等を目的に、ドローン１機（ファントム４）を導入

し、平成２８年１０月１日より運用を開始しました。 

 今後は、災害現場で活用し、課題等を検証するとと

もに訓練を重ね、効果的な運用を目指して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防本部のメールアドレス変更について 

 ○ １０３０８ 歌志内市消防本部（北海道） 

   新メールアドレス shobo.soumu@city.utashinai.lg.jp（LGWANより送信の場合） 

shobo.soumu@city.utashinai.hokkaido.jp（LGWAN以外より送信の場合） 

   ※ 理由 セキュリティ強化のため 

   平成２８年１０月１１日より運用開始 

 

○ ６３３０８ 高槻市消防本部（大阪） 

新メールアドレス ssoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp 

※ 理由 アドレス変更のため 

平成２８年１０月１２日より運用開始 

 

○ ２０９０１ 最上広域市町村圏事務組合消防本部（山形） 

  新メールアドレス soumu@fd-mogami-yamagata.jp 

 ※ 理由 業務効率化のため 

平成２８年１０月１３日より運用開始  

【査察の様子】 

【訓練の様子】 

mailto:shobo.soumu@city.utashinai.lg.jp
mailto:shobo.soumu@city.utashinai.hokkaido.jp
mailto:ssoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp
mailto:soumu@fd-mogami-yamagata.jp
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 ○ ９５０２０ 沖永良部与論地区広域事務組合消防本部（鹿児島） 

   新メールアドレス koiki1@town.china.lg.jp 

   ※ 理由 メールサーバーシステム変更のため 

平成２８年１０月１４日より運用開始 

 

 

 

 

◆ 災害活動事例研修会を実施 

青森県消防学校（青森） 

 青森県消防学校では、平成２８年１０月７日（金）、当消防学校において、第３５回救助科入校

中の学生４１名及び災害対策課程８７名を対象とした災害活動事例研修会が実施されました。 

 講師に茨城県常総広域消防本部高度救助隊長の土橋輝一氏を迎え、平成２７年９月に発生した

関東・東北豪雨災害での救助活動、緊急消防援助隊の受援態勢や普段行っている訓練のあり方、

さらに若手救助隊員に対するメッセージとして土橋氏が救助隊員を志した理由、隊員から小隊長

時代、そして現在の隊長になるまでの救助業務に対する自身の考え方の変化を盛り込み、大変有

意義な講義となりました。 

 

 

 

 

通 知 等 

 

◆ 消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合における公共施設等総合管理計画の策定に

係る再依頼及び策定状況調査について（依頼）（１０月１３日、消防総第６２６号） 

 総務課長より、各都道府県消防防災主管部長あてに次のとおり通知されましたのでお知らせし

ます。 

 

標記については、切迫する首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規模災害に対応し、国民

の安全・安心を確保することが求められることから、「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25年 11

月 29 日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）（別添１（省略））に基づき、

各インフラの管理者はインフラ長寿命化計画（以下「行動計画」という。）及び個別施設毎の長寿

命化計画をできるだけ早期に策定することとされています。 

このことを踏まえ、総務省としては「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平

成 26年４月 22日付け総財務第 74 号総務大臣通知）（別添２（省略））により、地方公共団体にお

ける行動計画として、「公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）の策定を要請

するとともに、消防庁としても「消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合における「公

共施設等総合管理計画」の策定について」（平成 27年３月 31日付け消防総第 236号消防庁総務課

長通知）（別添３（省略））により、消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合（以下「消 

防組合」という。）においても、平成 28 年度までのできるだけ早い時期に総合管理計画を策定す

るようお願いしてきたところです。 

国等の動き 

消防学校からの便り 

【研修会の様子】 

mailto:koiki1@town.china.lg.jp
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しかしながら、平成 28年４月１日時点で策定済の消防組合は６団体にとどまっている状況です

（別添４（省略））。 

平成 28年６月２日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2016～600兆円経済への

道筋～」（別添５（省略））においても、地方公共団体において本年度中に行動計画を策定するこ

とと明記されており、近年の様々な災害に鑑み、インフラの戦略的な維持管理・更新等の取組を

進め、消防力の維持・向上を図るとともに住民の安全・安心を確保することが必要不可欠である

ことから、貴都道府県においては、本通知の趣旨を十分理解いただくとともに、管内消防組合に

おいて本年度末までのできるだけ早い時期に計画が策定されるよう、あらためて周知及び助言を

お願いします。なお、消防組合を構成する全ての市町村の総合管理計画において消防施設に係る

記載がある場合には、消防組合独自の総合管理計画を策定する必要はありません。 

計画策定の参考として、別紙（省略）のとおり「消防組合における公共施設等総合管理計画の

策定にあたっての留意事項」を送付しますので、策定にあたっては参照ください。なお、本通知

は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発出するものである

ことを申し添えます。 

あわせて、下記（省略）のとおり総合管理計画の策定状況について、調査を実施しますので、

貴都道府県分について取りまとめのうえ、提出をお願いします。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2810/pdf/281013_sou626.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

報道発表 

 

◆ 「外国人来訪者等が利用する施設における避難誘導のあり方等に関する検討部会」の開催 

（１０月１１日、消防庁） 

多様な利用者の来訪が想定される駅、空港などのターミナル施設や競技場、旅館・ホテルにお

ける避難誘導のあり方等について検討するため、「外国人来訪者等が利用する施設における避難

誘導のあり方等に関する検討部会」を開催することとし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

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281011_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

 

◆ 災害情報伝達手段等の高度化事業に係る提案の公募（１０月１２日、総務省） 

総務省は、災害の発生時において、高齢者等の住民が適切な避難行動等をとることができるよ

う、地域の実情に応じて新技術や既存技術を組み合わせる等して情報伝達手段等の効果を検証す

る「災害情報伝達手段等の高度化事業」に係る提案を公募します。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281012_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

【問い合わせ先】 

予防課 

担当：伊藤補佐、四維係長 

千葉補佐、桐原係長 

【問い合わせ先】 

総務課企画係 

担当：野崎 

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2810/pdf/281013_sou626.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281011_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281012_houdou_1.pdf
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◆ 平成２８年の熱中症による救急搬送状況（１０月１２日、消防庁） 

熱中症による救急搬送人員数について、平成２８年（５月から９月まで）の確定値を取りまと

めましたので、その概要を公表します。 

（以下省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281012_houdou_2.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

◆ 平成２８年度消防設備関係功労者等に係る消防庁長官表彰（１０月１４日、消防庁） 

消防庁では、１１月２日（水）に平成２８年度の「消防設備保守関係功労者」、「消防機器開発

普及功労者」及び「優良消防用設備等」に係る消防庁長官表彰を行います。なお、受賞者は別紙

（省略）のとおりとなっています。 

 

１ 表彰種類 

【消防設備保守関係功労者表彰】３０名 

消防用設備等の設置及び維持管理の適正化を通じ、消防行政の推進に寄与し、その功績が顕

著であった者 

【消防機器開発普及功労者表彰】２８名 

消防機器その他の消防に関する物品の開発・普及等を通じ、消防行政の推進に寄与し、その

功績が顕著であった者 

【優良消防用設備等表彰】３件 

平成２７年度末までに設置された消防用設備等又は特殊消防用設 備等のうち、消防防災技術

の高度化に資するもので、他の模範となるもの 

２ 表彰式 

⑴ 日時 １１月２日（水）１５時３０分～ 

⑵ 場所 明治記念館 ２階 蓬莱の間 

東京都港区元赤坂２－２－２３ 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281014_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

国民保護・防災部防災課防災情報室 

担当：明田、塚狹、三浦、鈴木 

総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室 

 担当：瀬田、戸部、加納 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：森川、勝森、足立 

【問い合わせ先】 

予防課 

担当：佐藤、大坊 

(消防設備保守関係功労者表彰） 

(消防機器開発普及功労者表彰) 

四維、平山 

(優良消防用設備等表彰) 

 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281012_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/10/281014_houdou_1.pdf
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※ 消防庁各課室の直通電話番号は（http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html）に掲載さ 

れています。 

 

 

週間情報では、各本部の身近な情報を掲載していますので情報をお寄せ下さい。 

週間情報への投稿は企画課へ！ 

TEL 03-3234-1321 FAX 03-3234-1847  E-mail : weekly@fcaj.gr.jp 

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

