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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 第２４回全国消防長会総務委員会を開催 

全国消防長会総務委員会 

 平成２８年１０月３１日（月）、和歌山県和歌山

市（ダイワロイネットホテル和歌山）において、

第２４回全国消防長会総務委員会を開催しました。 

 会議における議題は、次のとおりです。 

【議題審議】 

 １ 消防本部間の連携・協力の推進について 

 ２ 次期開催地について 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防実務講習会（予防・広報）を開催 

一般財団法人全国消防協会四国地区支部 

 一般財団法人全国消防協会四国地区支部では、平成２８年１１月２日（水）、愛媛県松山市(松

山市保健所・消防合同庁舎)において、消防職員の知識及び能力の向上を目的として、消防実務講

習会（予防・広報）を開催しました。 

 本講習会は、平成２８年度一般財団法人全国消

防協会事業計画に基づき開催され、予防・広報業

務に従事する職員を中心に８５名が出席し、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、次のとおりです。 

○ 「地震火災シミュレーション」 

   愛媛大学防災情報研究センター 

副センター長 准教授 二神 透 氏 

○ 「コミュニケーションを考える」 

   舞台俳優／演出家／ワークショップデザイ

ナー 山本 清文 氏 

○ 「予防消防の復権」 

   岐阜市消防本部 中消防署 消防司令 藤井 浩平 氏 

  （消防庁違反是正支援アドバイザー） 

№２８４３  

発行日 平成２８年１１月８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 電話 03（3234）1321 

両会の動 き 

【講習会の様子】 

【委員会の様子】 
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行   事 

 

◆ 春日部市民の日に防災イベントを開催 

春日部市消防本部（埼玉） 

 春日部市消防本部では、平成２８年１０月１日（土）、市内の大型ショッピングモールにおいて、

自衛隊、警察、市内路線バス会社等と防災イベントを開催しました。 

 消防のイベントとして、消防車、救急車、救助工作車及びはしご車の展示や、煙体験、訓練用

水消火器を使用した消火体験、訓練用ＡＥＤを使用した救命体験などを実施しました。また、女

性消防団員も参加し、消防団ＰＲと募集活動も併せて行いました。 

埼玉県防災航空隊のヘリコプターが飛行し、会場を大いに盛り上げ、イベント参加者からは、「楽

しみながら、防災や救急など、たくさんのことを学べた。」との感想をいただきました。 

 

 

 

◆ 第３８回千葉県消防音楽隊フェスティバルを開催 

千葉県消防長会（千葉） 

千葉県消防長会では、平成２８年１０月１５日（土）、森のホール２１（松戸市文化会館）にお

いて、第３８回千葉県消防音楽隊フェスティバルを開催しました。 

このフェスティバルは、昭和５４年から毎年１回、参加消防本部の輪番で開催しています。今

回は１３の消防音楽隊が参加、各音楽隊を４つのグループに編成し、合同でクラシック、歌謡曲、

アニメーションソングなどを演奏しました。 

また、音楽隊員や消防団員による火災・地震発

生時の対応要領、胸骨圧迫方法の展示、消防団加

入促進などの消防広報も併せて行いました。 

ゲストとして、「歌う！松戸観光大使・吉崎さと

し氏」の特別出演もあり、会場は１，５００人を

超える来場者とともに大盛況のうちに幕を閉じま

した。 

今後もフェスティバルを通じて、消防音楽隊が

奏でるメロディにのせた火災予防普及啓発活動を

展開してまいります。 

 

 

 

消防本部の動き 

【イベントの様子】 

【フェスティバルの様子】 
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◆ ラグビートップリーグ会場において火災予防広報を実施 

磐田市消防本部（静岡） 

磐田市消防本部では、平成２８年１０月１５日（土）、ラグビートップリーグ第８節ヤマハ発動

機ジュビロ対 HondaHEAT の試合が行われたヤマハスタジアムにおいて、磐田市消防団と合同で、

火災予防と住宅用火災警報器の設置及び維持管理を呼び掛けました。 

スタジアム敷地内のジュビロ広場において、子ども達には消防車両や赤バイの乗車体験や子ど

も用消防服を着ての撮影会などにより消防に触れて楽しんでもらい、大人の方にはチラシを配布

しながら火災予防を訴えました。 

ハーフタイムには、スタジアムのオーロラビジョンに磐田市消防本部のＰＲ動画を流すととも

に、消防職員と磐田市消防イメージキャラクターべっくんが｢取り付けましょう！命を守る住宅用

火災警報器｣と書かれた横断幕を掲げながらピッチを広報して周りました。 

当日は、ジュビロくんとジュビィちゃんにも協力していただき、消防職員・べっくんとスクラ

ムを組んで（力を合わせ）磐田市の火災ゼロを呼び掛けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 幼年消防まつり（防火パレード・防火教室）を開催 

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、平成２８年１０月２５日（火）、管内の七宗町第一保育園園児

による防火パレードが開催され、園児の鼓笛隊とともに、地元消防団員、消防職員等が参加し、

住宅街を行進しました。 

防火パレードでは、園児のみなさんが「火の用心」の歌に合わせて、拍子木を打ち鳴らし、「火

の用心」と元気な声を上げて、地域のみなさんに火災予防を呼び掛けました。 

パレード後に行われた防火教室では、幼児に対する防火教育を推進する『ひまわり隊』から、

火災時に安全に避難する方法や衣服に火がついた時の消火方法などの実技指導を受けるとともに、

煙ハウスで煙道を体験しました。 

最後には、園児が防火の誓いを宣言し、今後の「火の用心」を約束しました。 

 

 

【ピッチでの広報活動の様子】 【撮影会の様子】 

【防火パレードの様子】 【防火教室の様子】 
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訓練・演習 

 

◆ 第２５回消火技術競技大会を開催 

富士宮市消防本部（静岡） 

平成２８年１０月６日（木）、市内上条大石寺駐車場において、富士宮市防火安全協会の主催に

より、第２５回消火技術競技大会が開催されました。 

この大会は、富士宮市防火安全協会会員事業所が参加し、防火意識の高揚を図り、災害に備え

て迅速な通報・伝達・消火方法を習得し、初動体制と自衛消防の確立を図ることを目的として、

毎年開催しています。当日は、消火器の部（男子・女子）、屋内消火栓の部（男子・女子）の４競

技に２５事業所６０チーム１１４人が参加し、日頃の訓練成果を発揮しました。 

参加者からは「日頃の訓練成果を多数の事業所で競うことで自分たちの実力が測れる良い機会

になった。」などの感想も聞かれました。 

今後も、富士宮市消防本部では当協会と連携を図り、消火技術競技大会を通じて、事業所にお

ける初動体制及び自衛消防の確立と充実を推進していきたいと思います。 

◆ 東北自動車道埼玉県消防連絡協議会合同訓練を実施 

館林地区消防組合消防本部（群馬） 

 館林地区消防組合消防本部では、平成２８年１０月７日（金）、館林市役所東広場において、東

北自動車道路で発生した交通災害における消防及び救急業務の円滑かつ効率的な実施と関係各機

関の連携強化を目的として、東北自動車道埼玉県消防連絡協議会会員である、当消防組合消防本

部、川口市消防局、さいたま市消防局、羽生市消防本部、蓮田市消防本部、埼玉東部消防組合消

防局、東日本高速道路（株）関東支社加須管理事務所及び埼玉県警察本部交通部高速道路交通警

察隊から車両１６台、職員等８４名が参加し、合同訓練を実施しました。 

訓練は、タンクローリー、大型バス及び複数の乗用車による多重衝突事故が発生し、多数の負

傷者や脱出不能者がいるとの想定で実施しました。傷病者役として群馬県太田市の太田医療技術

専門学校の学生も参加し、横転した車両からの救出訓練や車両火災に対する放水・中継訓練、傷

病者のトリアージや病院選定並びに搬送訓練など、実践さながらの訓練を実施し、初期の目的を

果たすことができました。 

この訓練は毎年、同消防連絡協議会会員が持ち回りで実施しており、今後も、より一層の連携

強化を図っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【消火器の部の様子】 【消火栓の部の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 防災航空隊と水難救助訓練を実施 

 三郷市消防本部（埼玉） 

 三郷市消防本部では、平成２８年１０月１３日

（木）、千葉県との境の江戸川において、千葉県流

山市消防本部及び埼玉県防災航空隊と合同で水難

救助訓練を実施しました。 

訓練では、防災ヘリコプターと消防本部の救命ボ

ートとの消防無線の統制波の有効性を確認すると

ともに、河川における上空からの水難救助検索の有

効性を併せて検証しました。 

 

 

◆ 岐阜県防災航空隊との合同訓練を実施 

大垣消防組合消防本部（岐阜） 

大垣消防組合消防本部では、平成２８年１０月１４日（金）、管轄内の池田山において、岐阜県

防災航空隊等と合同で捜索救助訓練を実施しました。 

訓練は、林業関係者２人が木から転落し負傷したという想定のもと、消防指令課による初動対

応訓練並びに指揮隊、救助隊等による現場到着後の情報収集及び救出訓練、支援隊による場外離

着陸場誘導訓練等を実施しました。 

指揮隊及び救助隊は、連携を図りながら急傾斜地でロープレスキュー資機材を活用し、４倍力

システムにより要救助者２人を３０メートル引き上げ、ピックアップポイントまで救出し、その

後、防災ヘリで場外離着陸場に搬送する訓練を実施しました。 

この訓練により、防災航空隊や場外離着陸場施設管理者等と連携強化を図ることができました。 

  

 

◆ 香川県防災航空隊との合同訓練を実施  

          坂出市消防本部（香川） 

坂出市消防本部では、平成２８年１０月１８日（火）及び１９日（水）、管内の山間地において、

香川県防災航空隊と合同訓練を実施しました。 

 訓練は、山の管理機関である香川森林管理事務

所の職員が業務中に山の事故にあったとの想定で、

救急救助訓練を実施しました。また、要救助者を

管内の災害拠点病院のヘリポートへ搬送・収容し、

防災航空隊と医療機関スタッフとの要救助者引継

ぎ訓練も実施しました。  

実際に管内の山に登り訓練を実施したことで、

山の特徴も理解することができ、効果的かつ実践

的な訓練になりました。  

当市消防本部では、今後も迅速な現場活動がで

きるように合同訓練を重ね、実践的な訓練を継続

的に実施し災害対応力の向上を図ります。 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】 
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◆ 列車事故総合訓練を実施 

湖南広域消防局（滋賀） 

湖南広域消防局では、平成２８年１０月１８日（火）、野洲市内のＪＲ車両基地において、「列

車事故総合訓練」を実施しました。 

この訓練は、平成１７年に発生した「ＪＲ福知山線脱線事故」を教訓に、関係機関との連携強

化を目的として、ＪＲ西日本京都支社が主催したもので、消防・警察・医療機関等から約２３０

名が参加しました。 

訓練では、自動車と列車の衝突事故により多数の傷病者が発生したとの想定のもと、各機関の

責任者が現地指揮本部に集結し、情報の共有や活動方針の一元化を図るなど、連携のとれた救出

救護活動が展開されました。 

今後も訓練を通じ、関係機関との連携を図り、万全の体制で市民の安心安全を守ります。  

 

 

 

◆ 消防技術競技会を実施  

いわき市消防本部（福島） 

 いわき市消防本部では、平成２８年１０月２４日（月）、若手職員を対象に、安全、確実、迅速

な消防技術の習得及び指導的職員の能力向上を目的に、消防訓練を競技会形式で実施しました。 

 競技は、各消防署７名１チーム編成で、防火衣

及び空気呼吸器の着装にはじまり、２台のポンプ

車で出動し、２箇所に設定された火点を倒すまで

のタイムを競いました。 

 今回は初めての試みとして、若手職員のみで隊

を編成したことで、出場した職員はチーム一丸と

なって、安全で確実な各種行動に加え、チーム毎

に創意工夫をもって臨む姿が見られました。 

 今後は、磨いた技術を災害現場で発揮し、市民

の安全で安心な暮らしへとつなげて参ります。 

 

 

【訓練の様子】 

【競技会の様子】 
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そ の 他 

 

◆ 熱海市消防団女性消防部と合同で高齢者防火訪問を実施 

熱海市消防本部（静岡） 

 熱海市消防本部では、平成２８年１０月２３日（日）、女性消防団員、民生児童委員及び消防職

員で構成する５グループが、７０歳以上で１人暮らしの高齢者宅約４０世帯を訪問しました。 

当日は、住宅用火災警報器の設置・維持管理、救急キットの適切な保管、コンロ回りの点検な

どの確認を行いました。住宅用火災警報器設置世帯には、定期的な点検を呼び掛け、また設置が

困難な世帯には、市消防職員に相談すれば職員が設置する事もお知らせしました。 

  

 

 

 

 

◆ 中級幹部科と救助科の合同総合訓練を実施 

千葉県消防学校（千葉） 

 千葉県消防学校では、現在、平成２８年度教育訓練計画に基づき各種消防職員・団員教育を実

施しているところです。平成２８年１０月２６日（水）に本校教育訓練の特色である中級幹部科

と救助科入校生による合同総合訓練を行いました。 

 訓練では、交通救助と火災救助を想定し、中級幹部科の学生が指揮隊として指揮統制を、救助

科の学生が消火・救急隊等として人命救助活動等を実施しました。 

この訓練は、検討会を含めた実践的かつ効果的な訓練であることから、学生からも意識の高揚

が図れる等の高評価を得ています。 

 

 

 

消防学校からの便り 

【防火訪問の様子】 

【訓練の様子】 
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報道発表 

 

◆ 平成２８年秋の叙勲（消防関係）（１１月３日、消防庁） 

平成２８年秋の叙勲（消防関係）受章者は、６０２名で勲章別内訳は次のとおりです。 

 

瑞宝小綬章    ２０名 

旭日双光章     ３名 

瑞宝双光章    ７１名 

瑞宝単光章   ５０８名 

計     ６０２名 

（受章者名等は、別添（省略）の受章者名簿に記載されています。） 

発令年月日 平成２８年１１月３日（木） 

 

受章者は、永年にわたり国民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防御するとともに消防

力の強化、充実に尽力され、消防の発展に貢献し、社会公共の福祉の増進に寄与された方々です。 

○ 伝達式日程 

１ 日   時 １１月１４日（月）１１時３０分～１２時００分 

２ 場   所 ニッショーホール 

港区虎ノ門二丁目９番１６号 

３ 出席予定者 総務大臣、消防庁長官、消防庁次長、国民保護・防災部長、総務課長 

 

※ 名簿には、１０月２８日（金）の閣議において、勲章が授与されることに決定した者を記載

しておりますが、発令日までの間に、名簿の記載事項に異動が生じることもありますので、ご

承知おきください。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281103_houdou_1.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（案）に対する意見募集（１１月４日、消防庁） 

消防庁は、消防法施行令の一部を改正する政令（案）の内容について、平成２８年１１月５日

から平成２８年１２月５日までの間、意見を募集します。 

 

１ 主な改正内容 

救急隊の編成について、現行では救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもって編成しなけ

ればならないとされているところ、過疎地域及び離島において、市町村が救急業務の適切な実

施を図るための計画を定めた場合に限り、救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び一定以

上の教育を受けた准救急隊員一人以上をもって編成できることとします。 

２ 意見募集対象及び意見公募要領 

○ 意見募集対象 

・消防法施行令の一部を改正する政令（案） 

○ 意見公募要領の詳細については、別紙（省略）を御覧ください。 

３ 意見募集の期限 

平成 28年 12月５日（月）（必着）（郵送についても、募集期間内の必着とします。） 

国等の動き 

【問い合わせ先】 

総務課 

担当：篠宮政策評価広報官･髙橋係長 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281103_houdou_1.pdf
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４ 今後の予定 

皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該政令を公布する予定です。 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281104_houdou_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 

 

 

 

※ 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 

【問い合わせ先】 

救急企画室 

担当：大嶋理事官・谷口事務官 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/11/281104_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/about/tel.html
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

