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週間情報 

 

 

 

 

 

 

行   事 

◆ 可搬型架台付２号消火栓格納箱贈呈式を開催 

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉） 
坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部では、令和２年１２月２３日（水）、坂戸・鶴ヶ島防火安全協会

から訓練用可搬型架台付２号消火栓１基を贈呈していただきました。 

近年では、一人で操作可能な２号消火栓設備の設置が主流となっています。今回寄贈いただい

た訓練用消火栓を使用して講習会や消防訓練などを行うことにより、有事の際に迅速に初期消火

できるようになるものと期待されます。 

今後は、管内事業所を中心に、自衛消防組織の技術の向上及び防火思想の普及啓発を図るため、

最大限に有効活用してまいります。 

また、贈呈式後には、当消防組合から同防火安全協会へ消防協力者表彰を授与しました。 

 
 

 

 

◆ 令和３年尼崎市消防出初式を挙行 

尼崎市消防局（兵庫） 
尼崎市消防局は、令和３年１月１０日（日）、尼崎市立中央中学校で令和３年尼崎市消防出初式

を挙行しました。 

挙行に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を徹底し、参加人員や構成内容に

ついて例年よりも規模を縮小しました。 

当日は、消防職員や消防団員、消防車両による入場行進をはじめ、式典や訓練等を行い、防火・ 

防災を担う消防職団員の強固な団結と士気の高揚を図ることができました。
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【贈呈後の記念撮影】  
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訓練・演習 

◆ 令和２年度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、令和２年１２月２２日（火）、市内の運動公園駐車場において、建物火

災を想定した消防技術競技会を実施しました。 

競技は、市内５つの消防署ごとに８名でチームを編成します。防火衣・空気呼吸器を着装し、車

両で現場に向かい、消火・救助活動を完了するまでのタイムを競うものです。 

競技会当日は、各消防署での事前訓練の成果が表れ、安全・確実で迅速性のある活動が確認で

きました。今後も、様々な想定の競技会を企画し、活動技術の向上に努めてまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

そ の 他 

◆ 消防活動協力者に感謝状を贈呈 

三木市消防本部（兵庫） 
三木市消防本部では、令和３年１月１２日（火）、火災事案における消防活動協力者３名に対し

て、藤原消防長から感謝状を贈呈しました。 

この事案は、令和２年１２月２６日（土）に発生した建物火災（店舗兼住宅火災）で、消防隊が

現場に到着する前に駆け付けた３名が、逃げ遅れた女性１名を発見し、協力して店舗シャッター

をこじ開け救出しました。とっさの判断と勇気ある行動により、市民の命を救った功績に対し、

感謝の意を表しました。 

  
 

 

 

 

 

 

【競技会の様子】  

【感謝状贈呈と贈呈後の記念撮影】 

※もう１名には後日、贈呈しました。  
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◆ 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３年１月１３日（水）、消防功労者に対し感謝状贈呈式を行いまし

た。 

この事案は、同年１月５日（火）１５時頃、管内で発生した住宅火災において炎上する２階の居

室から、身動きできずにいた高齢男性を近隣の住民３名が協力して迅速に救助したものです。 

この功績に対し、地域のコミュニティの手本となる事案として、長岐消防長から出席された２

名に感謝状と記念品を贈呈し、感謝の意を表しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 職員手作りカレンダー３０年目に「新型コロナウイルスと闘うすべての皆さんに感謝！！」 

鳥取県東部広域行政管理組合消防局（鳥取） 
鳥取県東部広域行政管理組合消防局では、令和２年１２月１６日（水）から順次、管内の保育

所、小学校、病院などの事業所に職員手作りカレンダー（２,０００枚）を配布しました。 

これは、子どもから大人まで消防に親しみを持ってもらうために完全オリジナルで職員手製の

イラストカレンダー（Ｂ２判）を毎年制作して配布しているものです。開始から３０年目となる

今年（２０２１年版）は、「新型コロナウイルスと闘うすべての人に感謝を贈り、今一度、自身

の健康に目を向けよう」をテーマとして、身体の中で消防士がウイルスと闘っているデザインに

しました。ステイホーム中に小さな消防士の活躍で心を癒していただければとの願いを込めてい

ます。 

また、これらのカレンダーは毎年市民から好評で、防火のＰＲにも一役買っています。 

  
 

 

 

 

【２０２１年版カレンダー】  【これまでのカレンダーの例】  

 

【贈呈後の記念撮影】  

※もう１名には後日、贈呈しました。 
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◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

柏市消防局（千葉） 
柏市消防局では、令和２年１２月１９日（土）、消防協力者に感謝状を贈呈しました。 

この事案は、令和２年１０月２３日（金）早朝に発生した建物火災において、近所に住むご夫

婦が協力し、消火器を使用して迅速・的確に初期消火活動を行っていただいたことにより、火災

を最小限に留めることができたものです。 

表彰されたご夫婦は、これまでに地域の消火訓練に参加されており、その成果が発揮された事

案となりました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 文化振興事業団との連携による動画配信（ＹｏｕＴｕｂｅ） 

名古屋市消防局（愛知） 
名古屋市消防局では、令和２年１２月２８日（月）、消防音楽隊（愛称：ポッカレモン消防音楽

隊）が実施した演奏・演技を、名古屋市文化振興事業団との連携で撮影・編集し、動画配信しまし

た。 

これは、コロナ禍においても「文化芸術の灯」を守り抜くため、文化庁・名古屋市文化振興事業

団が主催した「ナゴヤ大文化交流まつり」（会場：特殊陶業市民会館）に出場した際の演奏・演技

です。動画は同文化振興事業団のホームページ内に掲載されています。ぜひご覧ください。 

       
 

 

 

 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  

【演奏・演技の様子】  【動画はこちらから↑】  
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◆ 新型コロナウイルス感染防止器材の寄附を受け感謝状を贈呈 

取手市消防本部（茨城） 
取手市消防本部では、令和３年１月８日（金）、管内にある千葉機械株式会社より、新型コロナ

ウイルス感染防止器材（感染防護衣、防塵マスク、ディスポキャップ、消毒用アルコール）の寄附

を受け、藤井取手市長から感謝状を贈呈しました。 

当消防本部では感染防止器材の確保に苦慮していたところでしたが、器材を寄附していただい

たことにより、適正な救急業務を安全・安心に遂行することができるようになりました。 

また、代表取締役の千葉氏は当市の消防団員としてもご尽力されています。市長は今回の寄附

のみならず日頃の消防団活動についても感謝の意を表しました。 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

◆ 令和３年千葉市消防出初式をＹｏｕＴｕｂｅに掲載 

千葉市消防局（千葉） 
千葉市消防局では、令和３年１月１３日（水）、開催を予定していた「令和３年千葉市消防出初

式」（令和３年１月９日（土）開催予定）が新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止とな

ったことから、本来披露する予定であった消防車両の行進や消防演技訓練の模様を動画撮影し、

ＹｏｕＴｕｂｅに掲載しました。 

撮影や編集など、全ての作業を当消防局職員が行い作成した動画です。大迫力の映像ですの

で、ぜひご視聴ください。 

   
 

 

 

 

【感謝状贈呈と贈呈後の記念撮影】  

 

【動画のひとコマ】  【動画はこちらから↑】  
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消防庁通知等 

◆ 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための取組について（情報提供） 

 （事務連絡、令和３年１月８日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部（局）、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。 

 

総務省から別添のとおり通知を行っておりますので、情報提供させていただきます。（別添省

略） 

各消防本部においては、引き続き、地域の実情、予防・警防・救急等の各職域における業務の実

情等に応じ、職員が柔軟な働き方ができるよう、できる限りの取組をお願いいたします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0108jimurennraku1.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の運用拡大等について（情報提供） 

 （事務連絡、令和３年１月８日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部（局）、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。 

 

内閣府地方創生推進室及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、令和３年１月

７日付け事務連絡「地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の運用拡大等について」が別

紙のとおり発出されましたのでお知らせいたします。（別紙省略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0108jimurennraku2.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉 

電 話：03-5253-7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

連絡先 

消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉 

電 話：03-5253-7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 
 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0108jimurennraku1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0108jimurennraku2.pdf
mailto:shokuin@soumu.go.jp
mailto:shokuin@soumu.go.jp
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◆ 新型コロナウイルス感染症対策本部（第５２回）等の開催について（情報提供）                             

（事務連絡、令和３年１月１４日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部（局）、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。 

 

令和３年１月 13 日、政府においては、「新型コロナウイルス感染症対策本部（第 52 回）」が

開催されました。また、これに伴い、総務省においても「第 49回新型コロナウイルス感染症総務

省対策本部」を開催し、消防庁においても「第 61 回新型コロナウイルス感染症消防庁対策本部」

を開催いたしました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0114jimurennraku1.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための出勤回避等について（情報提供） 

                                                 （事務連絡、令和３年１月１４日） 

消防庁消防・救急課から各都道府県消防防災主管部（局）、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。 

 

総務省から別添のとおり通知を行っておりますので、情報提供させていただきます。 

各消防本部においては、引き続き、地域の実情、予防・警防・救急等の各職域における業務の実

情等に応じ、職員が柔軟な働き方ができるよう、できる限りの取組をお願いいたします。（別添省

略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0114jimurennraku2.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先 

消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉 

電 話：03-5253-7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

連絡先 

消防庁消防・救急課 阿部、永峯、若杉 

電 話：03-5253-7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0114jimurennraku1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0114jimurennraku2.pdf
mailto:shokuin@soumu.go.jp
mailto:shokuin@soumu.go.jp
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◆ 医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における接種対象者について 

 （周知）                             （事務連絡、令和３年１月１５日） 

消防庁消防・救急課、救急企画室、国民保護・防災部地域防災室、国民保護・防災部広域応援室

から各都道府県消防防災主管部（局）あてに事務連絡が発出されましたので、お知らせします。 

 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「新型コロナウイルス感染症に係るワ

クチンの接種について(案)」（令和２年 12月 23 日新型コロナウイルス感染症対策分科会（第 19

回）資料）において、まずは医療従事者等への接種を行うこととされているところ、今般、厚生労

働省健康局健康課長より、全国の都道府県衛生主管部（局）長あて「医療従事者等への新型コロナ

ウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」（令和３年１月８日付け健健発 0108

第１号厚生労働省健康局健康課長通知）（別添参照。以下「１月８日付け厚生労働省通知」とい

う。）が発出され、医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の基本的な考え

方等が示されるとともに、医療従事者等に対する接種を行う体制の構築を進めるよう依頼がなさ

れました。（別添省略） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210115_kyuuki_01.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

◆ 「令和２年版消防白書」の公表 

（令和３年１月１５日、消防庁） 

消防白書は、消防防災に対する国民の理解を深めることなどを目的として、毎年刊行していま

す。 

令和２年版消防白書では、特集において、最近の大規模自然災害への対応などのほか、新型コ

ロナウイルス感染症対策や、消防団の充実強化、ＡＩ等の活用、戸別受信機等の配備促進に向け

た取組について記載しています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210115_soumu_1.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁総務課 石川課長補佐 

四維企画係長 

TEL：03-5253-7506 

FAX：03-5253-7531 

【問合せ先】  

②・④について 消防・救急課   阿部   永峯        ＴＥＬ 03-5253-7522（直通）  

①について    救急企画室   小塩   増田        ＴＥＬ 03-5253-7529（直通）  

⑤について      地域防災室   葛城   鈴木  伊藤  ＴＥＬ 03-5253-7561（直通）  

③について      広域応援室   中道   長尾        ＴＥＬ 03-5253—7527（直通） 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210115_kyuuki_01.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210115_soumu_1.pdf
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情報提供 

◆ 葬儀支援サービスのご案内  

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全国儀式サービスでは、会員

（消防職員）向けに葬儀支援サービスを提供しております。 

 同サービスにより、万一の際に、電話１本で全国の加盟葬儀社の紹介を受けられ、全国共通の

葬儀の基本セットを低価格でご利用可能です。また、葬儀に関するお問い合わせや事前相談も受

け付けております。 

 サービス内容やお問い合わせ方法等の詳細につきましては、１月のほのお・会報便にご案内チ

ラシを同梱いたしましたので、ぜひご覧ください。 

                            
 

 

 

◆ 賃貸住宅の仲介のご案内  

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大和エステート株式会社では、会員（消

防職員）向けに賃貸住宅の仲介を行っております。 

 対象物件へ入居の際は、仲介手数料７０％オフ、敷金免除等の消防職員限定の特典があります。 

 なお、本年４月に採用される新職員の方にもご利用いただけますので、この点の周知もよろし

くお願いいたします。 

 本件につきましては、令和３年１月２７日（水）に各本部宛にご案内資料をメールにて送付い

たします。賃貸物件の検索や詳細につきましては、下記ＵＲＬの専用ホームページもご参照くだ

さい。 
 〇 会員（消防職員）専用ホームページ 

 https://www.daiwahouse.co.jp/chintai/?6oLnUOH9vo 

                            

 

 

 

 

 

 

◆ 消防関連図書のご案内  

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新日本法規出版株式会社では、「建築消防

advice2021」、「建築申請 memo2021」、「2021図解建築法規」の最新版を発行いたします。 

 書籍の内容や申し込み方法等の詳細につきましては、１月のほのお・会報便にご案内資料を同

梱いたしました。 

 会員（消防職員）が２冊以上お申し込みの場合は送料が無料となりますので、ぜひ実務にご活

用ください。 

                            
 

【問合せ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 

 

【問合せ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 

 

【問合せ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 

 

https://www.daiwahouse.co.jp/chintai/?6oLnUOH9vo
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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№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。 

mailto:kikakeikaku@fcaj.gr.jp
mailto:honoo@ffaj-shobo.or.jp
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

