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◆ 令和元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 

全国消防長会財政委員会では、令和元年１１月７日（木）、愛知県名古屋市（キャッスルプラザ）

において、令和元年度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 令和２年度国の予算概算要求に関する要望活動の概要について 

 ２ 令和２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 令和３年度国の予算概算要求に対する要望の方向性について 

  ⑴ 措置期限を迎える緊急防災・減災事業債について 

  ⑵ 無償使用制度の車両資機材等の更新と配置について 

  ⑶ 大規模災害等に対応するための財政措置について 

【情報交換・情報提供】 

１ 庁舎等の災害復旧について 

２ 消防の広域化について 

【その他】 

次期開催地について 
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◆ 第３０回全国消防長会警防防災委員会を開催 

全国消防長会警防防災委員会 

 令和元年１１月１４日（木）、鹿児島県霧島市（ホテル京セラ）において、第３０回全国消防長

会警防防災委員会を開催しました。 

会議における議案審議等は次のとおりです。 

【情報交換】 

１  緊急消防援助隊応援派遣時における管轄区域内の消防力維持について 

２  フラッシュオーバー等の発生危険を活動隊員に周知する方策等について 

３  県内応援における高速道路等の通行について 

４  労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行に伴う対応について 

（チェーンソー作業時における切創防止用保護衣の着用について） 

【情報提供】 

１  最近の消防情勢について 

２  台風１５号における県内被害状況等の報告 

３  平成３０年度緊急消防援助隊埼玉県大隊合同訓練について 

（女性消防吏員の活躍推進について） 

４  川崎市多摩区救急事案について 

５  京都アニメーション火災について 

６  令和元年度の消防研究センターの事業について 

７  部分更新分析評価並びに消防の連携・協力に伴う情報提供について 

８  公益財団法人日本防炎協会の事業取組状況について 

９  石けん系消火剤に係る大学研究機関での研修会の開催等について 

【その他】 

次期開催地について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警防防災委員会の開催状況】 



3 

 

 

◆  消防実務講習会（警防）を開催 

一般財団法人全国消防協会北海道地区支部 

 一般財団法人全国消防協会北海道地区支部では、令和元年１１月５日（火）、北海道旭川市（ア

ートホテル旭川、北海道旅客鉄道株式会社 旭川運転所）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（警防）を開催しました。 

 本講習会は、令和元年度事業計画に基づき開催されたもので、警防業務に従事する職員を中心

に道内から３９消防本部７６名が出席しました。北海道旅客鉄道株式会社様のご協力により、同

社職員による座学講習及び鉄道車両実機を使用した車両構造等の視察と訓練が行われました。 

 講習会内容等については、以下のとおりです。 

 

座学講習 

 ○「列車運行管理と事故発生時の安全確保について」 

   北海道旅客鉄道株式会社 旭川支社 技術運輸グループ  

グループリーダー 大越 太郎 氏 

 ○「車両の危険箇所及びリフトアップ時の注意点について」 

   北海道旅客鉄道株式会社 車両部検修課 車両検修グループ 北村 健次 氏 

 

鉄道災害対応訓練 

 ○「鉄道車両の構造及び危険箇所等の視察」 

   北海道旅客鉄道株式会社 旭川運転所 検修科 科長 宮岡 秀樹 氏 他３名 

 ○「人身列車事故における要救助者のはさまれ救出訓練」 

   訓練隊 旭川市消防本部北消防署 指揮隊、救助隊、消防隊及び救急隊 

       旭川市消防本部南消防署 調査隊 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【訓練の様子】 【座学講習の様子】 
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行   事 

◆  袋井消防フェスタを開催 

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、令和元年１１月３日（日）、地域住民の防火・防災

意識の向上と、安全で住み良い「日本一防火のまち」を目指し、地元消防団と協働して、第２８回

袋井消防フェスタを開催しました。 

 式典では、市内小学校少年消防クラブの代表者による力強い「防火の誓い」や、地元消防団員に

よるラッパ隊ドリル演奏などが披露されました。 

また、体験型のコーナーでは、放水体験やレスキュー体験、応急救護体験のほか、自衛隊車両の

展示や炊き出し、災害救助犬のデモンストレーションなど、防火・防災の全般を、大人から子ども

までが楽しみながら経験していただきました。 

 今後も、このような防火・防災イベントを通じて、地域住民の意識高揚を図っていきます。 

  
【クラブ員による「防火の誓い」】         【レスキュー体験の様子】 

 

 

訓練・演習 

◆  秋季火災予防運動に伴う消防演習を実施 

富士市消防本部（静岡） 

 富士市消防本部西消防署では、令和元年１１月３日（日）、富士市クリーンセンターききょうに

おいて、秋季火災予防運動に伴う消防演習を実施しました。 

 この消防演習は、火災防ぎょ技術の向上や消防隊及び消防団との連携を図るために行うもので

す。今回は、大規模な耐火建築物から火災が発生し、従業員数人が逃げ遅れたとの想定のもと、消

防隊・消防団が連携した放水訓練、要救助者の救出訓練や傷病者の治療優先度を判断するトリア

ージ訓練などを実施し、的確な部隊運用や消防職団員間の連携強化を図ることができました。 

  
【消防団員と連携した放水訓練】     【消防団員と連携したトリアージ訓練】 
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◆  秋の火災予防運動 夜間繁華街消防訓練 

豊橋市消防本部（愛知） 

 豊橋市消防本部は、秋の火災予防運動に合わせ、令和元年１１月５日（火）、夜の繁華街で消防

訓練を実施しました。 

 訓練は、５階建て雑居ビルの４階から出火したとの想定で行い、４階の従業員は緩降機にて避

難し、逃げ遅れた要救助者は、はしご車により屋上から救出しました。 

その後、ビル周辺の飲食店員等を対象に消火器の取り扱い訓練を行いました。１０月の法改正

により新たに消火器を設置した関係者も参加しました。 

 忘年会シーズン前の繁華街で火災が起きやすい時間帯に消防訓練を実施することで、火災予防

に対する意識の向上を図ることができました。 

  
 

 
 

◆  「老人福祉施設消防訓練」を実施 

瀬戸市消防本部（愛知）  

瀬戸市消防本部では、令和元年１１月５日（火）、「秋の火災予防運動」行事の一環として、瀬戸

市紺屋田町にある老人福祉施設、「社会福祉法人 樹の里」を災害拠点とした合同訓練を実施しま

した。 

訓練は、２階南中央調理室から火災が発生し、施設内に濃煙が立ち込めているという想定の下、

施設職員により、１１９番通報訓練や初期消火訓練、入居者の避難誘導や心肺停止になった傷病

者に対する心肺蘇生訓練が行われました。 

また、消防隊は３階で逃げ遅れた要救助者を空中活動車により救出しました。 

今後も、火災発生時における老人福祉施設の円滑な初動体制の確立及び消防機関との連携強化

を図るとともに、火災予防思想の普及・啓発に取り組んでまいります。 

  
 

 

 
 

 

【訓練の様子】  

 

【消火訓練の様子】  

 

【空中活動車による救助の様子】  
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◆  第７回埼玉県下国際消防救助隊員合同訓練を実施 

川口市消防局（埼玉） 

 川口市消防局では、令和元年１１月７日（木）、埼玉県内の国際消防救助隊登録隊員を対象に合

同訓練を実施しました。 

 当訓練には、さいたま市消防局、川越地区消防局、朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本

部及び川口市消防局の国際消防救助隊登録隊員が参加し、仮想海外被災国にて地震による土砂崩

れが発生したとの想定で訓練を実施しました。 

 訓練場所は川口市の区画整理地内にある資材置き場の残土を利用し、トレンチレスキューを主

体とした訓練を実施しました。 

 例年はＩＥＲ受験を視野に入れた基本訓練を重ねていますが、７回目となる今回は隊員からの

アンケートに基づく半ブラインド型想定訓練としたことで実践かつ効果的な訓練を行うことがで

きました。 

  
 

 

 

◆  関係機関と連携し諏訪広域消防大規模救急救助演習を実施 

諏訪広域消防本部（長野） 

諏訪広域消防本部では、令和元年１１月７日（木）、茅野市の東海大学付属諏訪高等学校におい

て、中高層建築物火災により多数要救助者、傷病者が発生したという想定で演習を実施しました。 

 当消防本部管内では今年度、木造街区火災が発生し、円滑な隊の連携、関係機関との情報共有

の重要性を再認識したところです。演習ではこのことを受け、活動困難な火災発生時の災害対応

能力の向上及び関係機関との連携強化を図る事を目的に、警察・消防団・医療チームに参加を依

頼し、医療と連携した救護活動や相互に情報共有した上での報道対応などを行い、有意義な訓練

となりました。 

  
【関係機関との情報共有の様子】      【医療チームとの連携の様子】 

 

 

 

 

 

【合同訓練の様子】  

 



7 

 

 

 

研 修 等 

◆  公務災害防止対策セミナーを開催 

柏崎市消防本部（新潟） 

 柏崎市消防本部では、令和元年１１月５日（火）、公務災害防止対策セミナーを開催しました。 

 今回の研修は、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セミナー市町村

研修支援を受け、一般社団法人日本防災教育訓練センター代表理事のサニーカミヤ氏を講師に招

き、殉職事故を発生させない意識を組織全体で共有することを目的に、災害現場における安全管

理についてご講義いただきました。１１８人の職員が参加し、火災防ぎょ戦術の基本、安全管理

や危機管理について深く学ぶことができました。 

 今後、さらに職員の安全と健康の確保、公務災害の未然防止に努め、快適な職場環境の形成に

尽力してまいります。 

  
【研修の様子】 

 

 

 
 

◆  「先手を打つ広報」として報道対応研修会を開催  

大津市消防局（滋賀） 

大津市消防局では、令和元年１１月５日（火）、報道対応に関する考え方や技術の習得を目的に、

朝日放送報道局ニュース情報センター木戸崇之

氏を講師として招き、報道対応研修会を開催し

ました。 

当研修会では、社会的影響の大きい事故での

経験を踏まえ、「先手を打つ広報」と題して、マ

スコミ側の考え方や対処方法を学び、受け身の

広報ではなく、市民に有益な情報を積極的に発

信する広報の大切さを再認識することができま

した。 

この研修会で得た知識を生かし、適切なタイ

ミングで、的確な情報を発信できるように努め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報道対応研修会の様子】  
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◆  女性消防吏員活躍推進に関する研修会を開催 

石巻地区広域行政事務組合消防本部（宮城） 

石巻地区広域行政事務組合消防本部では、令和元年１１月７日（木）、女性消防吏員活躍推進に

関する研修会を開催しました。 

女性消防吏員活躍推進アドバイザーである千歳市消防本部の小野寺宏美氏を迎え、「女性消防吏

員が働きやすい職場環境に・・・」と題し、「女性消防吏員の魅力とは」や「女性消防吏員採用に

向けた効果的なＰＲ方法」など自らの体験をもとに講演をいただきました。 

また、本研修会には、宮城県内の他消防本部の女性消防吏員も多数参加し、研修会後には女性

消防吏員のみで昼食を取りながらの意見交換会が行われました。 

 今後も、女性消防吏員が活躍できる職場環境を組織的に整備していくように、各種取り組みを

継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

そ の 他 

◆  消防功労者へ感謝状を贈呈 

北秋田市消防本部（秋田） 

北秋田市消防本部では、令和元年１１月３日（日）、当消防本部の秋季火災予防運動初日に消防

功労者に対し感謝状贈呈式を行いました。 

 同年９月７日、管内で発生した建物火災において、近隣住民５名が、火災発見から迅速に１１

９番通報及び初期消火を互いに連携して行い、被害を最小限に留め人命危険の排除に努められま

した。 

この勇気ある消防活動に対して、被害の軽減及び他への模範が多大である功績が認められ、中

嶋消防長から出席された３名に対し感謝状と記念品を贈呈しました。 

  
 

 

【女性消防吏員活躍推進に関する研修会の様子】  

 

【感謝状贈呈の様子】  
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◆  一日消防署長を委嘱 

河内長野市消防本部（大阪） 

河内長野市消防本部では、令和元年１１月５日（火）、当消防本部屋外訓練場において、秋の全

国火災予防運動に先駆け、市内で撮影された映画「鬼ガール！！」主演女優の井頭愛海（いがしら 

まなみ）さんに一日消防署長を委嘱しました。この日は清教学園幼稚園幼年消防クラブ員による

防火パレード、クラブ員による防火の誓い、消防救助訓練、消防車両の見学、ＶＲ初期消火体験な

どのイベントを実施しました。井頭さんは実際にホースを使った放水訓練を行い、またはしご車

で地上３５メートルを体験するなどして、集まった観覧者に火災予防への再認識を呼びかけまし

た。 

   
 

 

 

 

◆  消防署長による特別査察を実施 

松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、令和元年１１月５日（火）及び１１月６日（水）の２日間、沖縄県那覇市の

首里城跡で発生した火災を受け、市の文化財課と合同で市内の重要文化財等建造物５６件の特別

査察を実施しました。 

今回は、消防署長が指揮をとり、工事・イベントの際の出火防止対策の徹底や消防設備の日常

的な点検、火災発生時の初動対応と役割分担、休日・夜間等の防火対策の徹底について、関係者に

指導しました。 

  
                       

 

 

 

 

 

 

【火災予防ＰＲ写真】  

 

【放水訓練の様子】  

 

【消防設備の確認の様子】  

 

【委嘱状交付の様子】  
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◆  Ｋ－ＰＯＰアイドルグループ「ＮＴＢ」一日消防署長に就任！イケメン通りで「火の用心！」 

東京消防庁（東京） 

東京消防庁新宿消防署では、令和元年１１月７日（木）、東京都新宿区大久保のイケメン通り

において一日消防署長イベントを実施しました。 

今回、当消防署の一日消防署長として秋の火災予防運動

（１１月９日～１１月１５日）をアピールしたのは、今売出

し中のＫポップアイドル『ＮＴＢ』のリーダーでボーカルの

エルミン（写真左）とソウン（写真右）です。 

 当日は、西大久保公園に約２００名の地域住民とファンが

集まり、一緒に消火器の取り扱い訓練を行ったほか、イケメ

ン通りでティッシュを配りながら火災予防を呼びかけまし

た。 

 当消防署では、日頃から様々な国にルーツを持つ地域住民

に向き合い、防火防災意識のさらなる向上を目指して、活動

を行っていきます。 

 

 
 

 

 

◆  女子学生等向け消防職場体験を実施 

つくば市消防本部（茨城） 

つくば市消防本部では、令和元年１１月９日（土）、当消防本部中央消防署において、女子学生

等向け消防職場体験を実施しました。 

 参加者に対し、防火衣着装・放水体験や支援ロボットＨＡＬ®着装・模擬体験、梯子車の搭乗体

験を行いました。 

また、昼食時に女性消防吏員とのランチミーティングを行い、参加者からは具体的な話ができ

有意義であったと好評で、女子学生等の受験者増加への手ごたえをつかむことが出来ました。 

 今後も、消防本部として女性活躍に向けた事業を実施してまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

【火災予防呼びかけの様子】  

 

【梯子車搭乗体験の様子】  

 

【防火衣着装体験の様子】  
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◆  ガソリン購入時の注意事項について映像による広報活動を実施  

大阪市消防局（大阪） 

大阪市消防局予防部規制課では、令和元年１１月１２日（火）、本年７月に発生した京都アニメ

ーションでの爆発火災を受け、ガソリン購入時に身分証や使用目的を確認することについて、市

民の皆様に理解と協力を求めるため、新たに作製した広報映像を使用して情報発信を行いました。 

大阪の２大ターミナルである大阪駅付近及び難波駅付近の大型街頭ビジョン、鉄道の駅モニタ

ーなどでの広報映像の放映は、多くの方がご覧になるため反響も大きく、非常に有効であると実

感しています。 

ガソリンは非常に危険な物質であるにもかかわらず、あまりにも身近な存在であるために危険

性が認識されていない場合があります。大阪市消防局では、ガソリンの危険性を多くの方に理解

していただくため、今後も定期的に広報する予定です。 

なお、映像はＹｏｕＴｕｂｅ（検索/「大阪市消防局 ガソリン」）でも公開しておりますので、

皆様も是非ご覧ください。 

  
【ガソリン広報映像（ＹｏｕＴｕｂｅ）】  【大阪ターミナルビル大型ビジョンでの放映】 

 

 

報道発表 

◆  「うんこドリル」キャラクターと連携した救急分野の広報実施 

（令和元年１１月８日、消防庁） 

11月８日（金）より、株式会社 文響社の協力のもと、子供たちに訴求力の高い「うんこドリル」

と連携して、救急安心センター事業（♯7119）の認知度向上など「救急」をテーマとしたコンテン

ツを、消防庁ホームページにて公開いたします。 

１ 救急の現状について 

昨年（平成 30年）の救急出動件数は、速報値で約 661万件、搬送人員数は約 596万人と、いず

れも過去最多となっており、救急車の適正利用は重要な課題です。 

救急安心センター事業（♯7119）は、救急車を呼ぶか迷った場合に専門家が相談に応じる電話

相談窓口であり、救急車の適正利用対策としても有効です。既に全国 15地域（国民の 43.3％をカ

バー）で実施されていますが、更なる普及と認知率向上が課題と考えています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/191108_kyuuki_1.pdf）に掲載されて

います。 

 

 
 

 

 

 

 

【問合せ先】 

消防庁  救急企画室 齋藤(健)・堤・名達・柳内 

総務課 藤原・塚田 

ＴＥＬ：03-5253-5111 

ＦＡＸ：03-5253-7531 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/191108_kyuuki_1.pdf
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◆  避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果等 

（令和元年１１月１３日、消防庁） 

災害対策基本法の改正により、市町村による避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支

援等関係者への提供等の規定が設けられ、平成 26年４月に施行されました。 

この度、令和元年６月１日現在における各市町村の取組状況について調査を実施し、結果を取

りまとめましたので公表します。（下記概要、別紙１参照）（別紙１省略） 

また、本調査結果を受け、本日、消防庁では内閣府と連名で、各都道府県消防防災主管部長に対

し、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の平常時からの提供の促進等について、通知を発

出しましたので、併せて公表します。（別紙２参照）（別紙２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/191113_hinan_tyousa_1.pdf）に掲載

されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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№０１１７又は機関誌「ほのお」２０１９年４ 

号（４／２５発刊）を参照願います。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」担当：企画課 石井 

原稿データは、kikachosei@fcaj.gr.jpに送信願います。 

 

④消防ワイド 

・文章は、Wordで１５０文字程度（１６０文字以内）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。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」（消防ワイド）担当：情報管理課 渋谷 

原稿データは、joho-sys@fcaj.gr.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。 

（連絡先）消防庁国民保護・防災部防災課  

外囿
ほかぞの

災害対策官、舘野
た て の

防災調整係長、古池
こ い け

事務官  

Tel 03-5253-7525 (直通) Fax 03-5253-7535 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/191113_hinan_tyousa_1.pdf
mailto:kikachosei@fcaj.gr.jp
mailto:joho-sys@fcaj.gr.jp
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週間情報への投稿は企画課へ！ 
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ください。 

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

記事の投稿に関する注意点 

・配信日（原則火曜日）から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字～４００字程度で作成をお願いします。 

・写真は、１枚～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。） 

・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 清田 

mailto:weekly@fcaj.gr.jp

