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◆ 一般社団法人日本消防服装・装備協会からの寄付 

全国消防長会 

全国消防長会では、令和２年９月２５日（金）、一般社団法人日本消防服装・装備協会から、新

型コロナウイルス対応に懸命に取り組んでいる消防職員のために役立ててほしいとのことでご寄

付をいただきました。 

寄付金は、全国消防長会の各支部等で、新型コロナウイルス等の感染症対策に活用してまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 消防法令違反是正事例研究会を開催 

京都府消防長会予防部会 

京都府消防長会予防部会では、令和２年１０月２日（金）、京都市内で、総務省消防庁及び一般財

団法人日本消防設備安全センターの支援を受け、「令和２年度京都府消防長会消防法令違反是正事例

研究会」を開催しました。 

 この研究会は、府内消防（局）本部の違反是正に携わる職員の知識向上と、予防業務の強化を図る

ことを目的に開催したもので、消防庁派遣アドバイザーとして、大津市消防局の南氏、乙訓消防組合

消防本部の徳井氏をお招きし、府内消防（局）本部の担当者３６名が参加しました。 

 違反事例に対する対応策をグループに分かれ検討、発表し、アドバイザーから妥当性や過去の事例

に基づく助言などをしていただきました。グループ討議を行うことで、消防本部間の交流を深めるこ

とができ、顔の見える関係が築け、有意義な研究会となりました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、参加者を制限するとともに、会場入り口

での検温、手指のアルコール消毒、マスクの着用、広い会場の使用、ソーシャルディスタンスの確保

を行い、また、各テーブルに仕切り板を設置して開催しました。 
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行   事 

◆ 消防艇が定期歓迎放水でおもてなし ～すべての人に元気を！明るさを！～ 

神戸市消防局（兵庫） 
神戸市消防局では、令和２年１２月２５日（金）までの毎週金曜日の１５時から約１５分間、

消防艇による定期歓迎放水を行っています。 

この放水は、神戸を訪れるすべての人へ「ようこそ神戸へ！」、「コロナに負けるな！」などの

感謝や応援のメッセージを届けるために、そして世界中でコロナと戦っているすべての人へ共に

立ち向かっていこうという思いを込めて行っているものです。 

これまでは、外国客船が神戸港に入港・出港する際に、乗船客に対して歓送迎の放水を行って

いましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で低迷する市内の観光振興のひとつと

して取り組み、市民に少しでも元気や明るさが戻ることを願い新たに始めました。 

  
 

 

 

 

 

 

訓練・演習 

◆ 「海老名市消防署・消防団合同訓練」を実施 

海老名市消防本部（神奈川） 
海老名市消防本部では、令和２年９月１３日（日）、神奈川県消防学校で消防団との合同訓練

を実施しました。この訓練は、消防団による地域防災力の強化が求められている中、甚大化・頻

発化する風水害の発生時に迅速な活動ができるよう、連携強化を目的に行いました。実災害さな

がらの状況を経験することができ、大変有意義なものになりました。 

※当消防本部では、相模川河川敷を管轄とする消防団に水難救助用ボートを配備しています。 

 
 
 

 

 

 

【定期歓迎放水（カラー放水含む）の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 静岡県防災ヘリコプターを使用した合同訓練を実施 

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２年９月１６日（水）、静岡県消防防災航空隊

と合同訓練を実施しました。 

訓練では、令和２年４月に開所した袋井消防庁舎・袋井市防災センター屋上のへリポートや訓

練塔を活用し、水害時に逃げ遅れて救助を求めている人がいるとの想定で、屋上やベランダから 

の救出活動を行い、救助手順などを確認しました。 

今後も、こうした救助訓練を重ねることで地域住民の安心・

安全の確保に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ＩＲＢ講習会を開催 

倉敷市消防局（岡山） 
倉敷市消防局では、令和２年９月１８日（金）、公益財団法人日本ライフセービング協会から講

師をお招きし、ＩＲＢ（膨張式救命ボート）講習会を開催しました。 

今回の講習会では、同協会の教本を活用した座学をはじめ、救命ボート組立訓練、操船訓練、要

救助者救出訓練を行いました。 

近年、全国的に大規模な水害が発生しており、当市でも平成３０年７月豪雨で大規模な浸水被

害を受けました。この講習会で学んだ救命ボートの特性、操船要領を今後の活動に生かせるよう

災害対応能力の向上に努めてまいります。 

 
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【講習会の様子】  
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◆ ドローン協定業者合同山岳訓練を実施 

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２年９月２３日(水)、西郷村にある旧白河高原スキ

ー場登山道で、災害発生時におけるドローン協定業者との連携訓練を実施しました。 

訓練では、登山者が転倒し自力歩行ができなくなったとの想定で、登山者（要救助者）役を当消

防本部職員が行い、活動部隊が上空から赤外線カメラを搭載したドローンで現場の撮影を行い、

スキー場駐車場に設置された現場指揮本部内の大型モニターと、当消防本部内に設置した協定業

者用モニターにリアルタイムで状況を映像配信しました。 

当日は、台風の影響で雨が降りガスがかかり、自然災害さながらの有意義な訓練となりました。 

 

  
 

 

 

 

 

 

◆ 大規模自然災害対応訓練を実施 

岡山市消防局（岡山） 
岡山市消防局では、令和２年９月２５日（金）、当市消防教育訓練センター「大規模災害対応複合訓

練施設」で、近年頻発する大雨による大規模自然災害への対応力強化を目的として訓練を実施しまし

た。 

当日は、激しく雨が降る災害現場さながらの環境のもと、参加救助隊は重機、水陸両用バギー、各種

救助資機材等を使用して救助活動を実施し、各隊の連携強化、指揮・活動能力の向上を図りました。 

 今後も、同施設を有効活用し、土砂災害・風水害において、安全・確実・迅速な現場活動を効果的に

展開できるよう、災害対応力の更なる強化を図ってまいります。 

 
 

 

 

 

 

【現場指揮本部の様子】  【登山者役から見たドローンの様子】 
       ※丸囲いは飛行するドローン  

【訓練の様子】 
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◆ 新規オープン前の高齢者社会福祉施設で自衛消防訓練を実施 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁三鷹消防署では、令和２年９月３０ 

日（水）、新規オープン前の高齢者社会福祉施設で自

衛消防訓練を実施しました。この施設は、令和２年

１０月１日（木）から入居が開始された有料老人ホ

ームで、運営スタッフを対象に、自動火災報知設備

及び火災通報装置の仕組みや作動時の対応要領を説

明するとともに、放送設備の取り扱いの確認と、初

期消火訓練（補助散水栓及び模擬消火器を使用）を

行いました。 

参加者からは、「教養や訓練を通じて実践に即した 

対応要領を学ぶことができ、大きな自信を持てた。」、

「火災が発生したら人命危険の高い施設なので、自

衛消防訓練の大切さを改めて感じた。」などの声があ

り、防火管理体制の向上につながりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

◆ ユーチューバーによる動画制作研修を実施 

浜松市消防局（静岡） 
浜松市消防局では、令和２年９月１６日（水）、当市出身でフィリピンの首都マニラを拠点に、

ユーチューバーや俳優、歌手として活躍するＦｕｍｉｙａ（本名：三海郁弥）氏を講師に迎え、動

画制作の研修を実施しました。 

研修には、広報業務に取り組む職員約３０人が参加し、「多くの市民に興味を持って見てもらえ

る動画」の制作や編集のコツ・ノウハウを学びました。 

 世界で活躍するユーチューバーをお迎えして、とても刺激的かつ斬新な研修となりました。 

  
 

 

 

 

 

  
 

【訓練の様子】  

【研修の様子】  
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◆ 女性消防吏員活躍推進研修会を開催 

利根沼田広域消防本部（群馬） 
利根沼田広域消防本部では、令和２年９月１８日（金）、沼田市白沢支所で女性消防吏員活躍推

進研修会を開催しました。 

研修会では、高崎市等広域消防局職員であり総務省消防庁の女性消防吏員活躍推進アドバイザ

ーの樋口千絵美様から、「女性消防吏員が働きやすい職場・環境づくり」と題して、自身の経験を

踏まえた女性消防吏員の活躍を実現させるための取組方法を紹介していただきました。また、訓

練や災害現場での状況に応じた配慮すべき点や、女性ならではの現場活動、住民対応などのメリ

ットなどについて講演していただきました。 

研修に参加した職員からは、「救急現場や災害現場、火災予防業務など女性ならではの見方や対

応方法が必要になることもあり、女性が活躍できる場を職員全員が意識し推進していきたい。」と

感想を述べていました。 

 
 

 

 

 

 

◆ ゲートキーパー及び認知症サポーター養成講座を実施 

つくば市消防本部（茨城） 
つくば市消防本部では、令和２年９月１６日（水）から１８日（金）までの３日間、当市職員を講師

に招き、ゲートキーパー及び認知症サポーター養成講座を当消防本部の全職員を対象に実施しました。 
 「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（声掛け・傾聴・必要な支

援の提供等）を図ることができる人のことです。また、「認知症サポーター」とは、認知症の人やその

家族に対して手助けができる人のことです。本研修は、自殺及び認知症に対して正しい知識に基づき

理解を深め、それぞれの支援者を養成するために行ったものです。 

 自殺及び認知症は、救急活動等で消防とは常に隣り合わせであり、その対応に苦慮することも多い

ことから、受講者は真剣に耳を傾けていました。 

今後もこのような研修等を実施し、様々な事象に対応できる職員の養成につなげてまいります。 

  
 

 

【研修会の様子】  

【講座の様子】  【講師による寸劇の様子】  
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◆ 建築基準法令研修会を開催 

多治見市消防本部（岐阜） 
多治見市消防本部では、令和２年９月１７日（木）、１８日（金）の２日間、建築基準法令研修

会を開催しました。 

当研修会は、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会東濃支部（以下「協会」という。）のご協力

のもと、東濃支部長を講師にお招きし、消防法と密接な関係である建築基準法の基礎について講

義していただいたもので、大変有意義な研修となりました。 

協会には、今回の研修会でお示しいただいた以外にも、消防法の違反是正を行うため、協会に

属する建築士が違反建物関係者からの相談に最善な改修方法等の提案をし、是正に至った事例も

あります。 

今後も、協会と連携し、査察、違反処理等に必要な建築基準法の知識や技術の向上に努めてま

いります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

◆ Ｎｅｔ１１９緊急通報システム登録説明会を開催 

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２

年９月２５日(金)、石巻市ささえあいセンターで、

宮城県咽頭摘出者福祉協会立声会の方々を対象に、

Ｎｅｔ１１９緊急通報システム登録説明会を開催し

ました。当日は参加者の検温や室内の換気を行い、

ソーシャルディスタンスに配慮するなど、新型コロ

ナウイルス感染症の感染防止対策を講じて実施しま

した。 

説明会では、登録方法の説明を行い、担当者がサ 

ポートしながら登録・設定・通報試験を行いまし

た。当消防本部は、令和元年１０月１日（火）から

当該システムの運用を開始しており、管内全体の登

録者数は現在８０人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【研修会の様子】  

【登録説明会の様子】  
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そ の 他 

◆ 消防協力者へ消防長より感謝状を贈呈 

北広島町消防本部（広島） 
北広島町消防本部では、令和２年９月２１ 

日（月）、消防協力者２名と１団体に対し、感

謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和２年８月３０日（日）、管内

のテニスコートで、部活動をしていた男子高

校生が突然倒れたところ、一緒に練習をして

いたテニスクラブの方々、引率の教員、保護者

が、迅速な１１９番通報、的確な胸骨圧迫、施

設のＡＥＤを使用しての電気ショックを行っ

たものです。 

救急隊到着時には、男子高校生の呼吸、脈拍 

が再開しており、病院で治療後は、後遺症もな 

く元気に学校生活を過ごしています。 

勇気ある行動と適切な処置により、若く尊 

い人の命が救われました。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 市内の小学３年生に応援リーフレット等を配布 

熊谷市消防本部（埼玉） 
熊谷市消防本部熊谷消防署では、令和２年９月７日（月）から１８日（金）までの間、市内の

小学３年生１，４３８名を対象に小学生応援リーフレット等の配布を行いました。 

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、楽しみにしていただいていた消防

署見学を含む小学校行事が中止になったことから、小学生を応援するとともに住宅の火災予防を

推進する目的で行ったものです。配布物は、小学生への応援メッセージや消防署紹介を載せた小

学生応援リーフレット（職員がデザイン作成）、住宅用火災警報器の紹介リーフレット、遊びなが

ら学べる住宅用火災警報器シール、消防車消しゴムの４点です。 

今後も、子供達への消防の魅力発信及び防火教育について積極的に取り組んでまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

【配布した小学生応援リーフレット等】  

【贈呈後の記念撮影】  
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◆ ＳＴＯＰ！通電火災！！コロナ禍での啓発活動を実施 

柏市消防局（千葉） 
柏市消防局旭町消防署では、令和２年９月２１日（月）の敬老の日に合わせ、商業施設「クリエ

イトエスディー柏西原店」で、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じ、 防火・防災啓

発活動を実施しました。 

当市では、震災時における通電火災を防ぐため、「感震ブレーカー設置補助金交付事業」を展開

しており、今回のイベントでは多くの市民が関心を寄せました。 

今後も、市民の防火・防災意識の向上を図るとともに、地域に密着したイベントを開催し、市民

の安心・安全を守ってまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

◆ 市内小学校へ「火災を防ぐ仕事 ～土浦消防署のご紹介～」動画を配布 

土浦市消防本部（茨城） 
土浦市消防本部では、令和２年９月２４日（木）、当市教育委員会を通じて、市内小学校１６校

（義務教育学校１校含む）に消防署紹介動画を配布しました。 

市内の小学校は例年、３年生が社会科見学で当消防本部土浦消防署に訪れ、消防署の仕事を学

んでいます。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市内小学校が臨時休校となったため、

学校カリキュラムが逼迫しています。このことから当消防本部では、児童の授業時間確保や消防

署見学時の３密を防ぎ、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減することを目的に、消防

署紹介動画を当市教育委員会担当課と連携し制作・配布しました。 

今後も様々な広報活動を行うことで、市民にとって身近な消防本部となるよう努めてまいりま

す。 

  
 

 

 

【防火・防災啓発活動の様子】  

【制作動画と制作者】  
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◆ セルフ式ガソリンスタンドの夜間立入検査を実施 

大津市消防局（滋賀） 
大津市消防局では、令和２年７月１０日（金）から９月２５日（金）までのうち５日間、市内

全てのセルフ式ガソリンスタンド２１施設に対して、無通告で夜間の立入検査を実施しました。 

近年、危険物施設は全国的に減少傾向にある一方で、社会的影響の大きい事故を含む危険物関

係の火災や流出事故は増加しています。それらの事故の多くは、危険物の維持管理や施設の操作

確認が不十分といった人的要因によって発生しています。 

そのような事故を未然に防止することを目的に立入検査を実施したもので、今回は、特に夜間

の業務状況を確認し、危険物施設の更なる自主保安体制の徹底を依頼しました。 

今後も防火安全対策の強化を図るとともに、市民の安心・安全の確保に努めてまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

◆ ２０２１年新春おせちの特別販売について  

一般財団法人全国消防協会 

 一般財団法人全国消防協会の指定店登録事業者である株式会社サクセス・ 

ワールドでは、会員（消防職員）向けに、２０２１年新春おせちを令和２年 

１２月１０日（木）まで数量限定で販売いたします。 

 商品やお申し込み方法の詳細は、令和２年１０月１４日（水）に各本部宛 

にメールにてご案内チラシを送付いたします。 

 今回は老舗自慢のおせち全１２品を、５％割引の特別価格にて販売いたし 

ますので、ぜひこの機会にご覧ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夜間査察の様子】  
【火災予防 QR コード】  

【問合せ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 
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◆ あしや竹園オンラインショップ及びホテル竹園芦屋のご案内  

一般財団法人全国消防協会 

 新たに一般財団法人全国消防協会の指定店登録事業者となりました株式会社竹園では、但馬牛

や神戸牛などの和牛の精肉やコロッケ、カレーなどをオンラインで販売しております。 

 この度、会員（消防職員）限定で、公式オンラインショップで販売する全商品を 

１０％割引（合計１万円以上ご注文の場合）で購入できることとなりました。 

 また、同社が経営するホテル竹園芦屋（兵庫県芦屋市）の宿泊も特別割引料金に 

てご利用できます。 

 以上につきまして、令和２年１０月１４日（水）に各本部宛にメールにて案内チ 

ラシを送付いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）３３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 田島 

原稿データは、kikakeikaku@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 田中 

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。 

記事の投稿に関する注意点 

・配信日（原則火曜日）に近い時期のイベント、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 菅原 

原稿データは、weekly@fcaj.gr.jpに送信願います。 

【問い合わせ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 
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