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週間情報 

 

 

 

 

 

 
 

◆ クリアファイルで消防をＰＲ 

和歌山県消防長会 

和歌山県消防長会では、令和３年２月１２日（金）、当県消防長会総務部会の令和２年度事業で

クリアファイルを作成して県内の各消防本部へ配布しました。 

このクリアファイルは、「消防士の募集」や「女性消防吏員の活躍」について広報することを主

な目的として作成したもので、各消防本部において就職説明会、職場体験学習等で活用します。 

表面にはメッセージ付きのイラストと県内で活躍する女性消防吏員の写真を掲載し、裏面では

写真で消防業務の紹介をしています。 

また、表面のイラストは和歌山市立和歌山高等学校デザイン表現科の能瀬千晴さんに作成して

いただきました。 

   
 
 

 

行   事 

◆ 「命救われた」感謝の寄贈 

名古屋市消防局（愛知） 
名古屋市消防局では、令和３年２月１６日（火）、市民から救急車１台と積載する救急資器材一

式の寄贈を受け、記念式典を開催しました。 

式典では、河村たかし名古屋市長から寄贈していただいた市内守山区在住の小椋圴様に感謝状

が贈呈され、その後、小椋様から今回の寄贈に至った経緯として過去に迅速な救急搬送により自

身が一命を取り留めた経験や日ごろの救急活動に対する感謝の思いをお話ししていただきました。 

今回寄贈された救急車は、当消防局として初の愛称となる「小椋号」と名付けられ、守山消防署

に配置しました。 

小椋様の気持ちを乗せた「小椋号」は多くの市民のために活躍することが期待されています。 
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訓練・演習 

◆ 解体建物を使用した消防活動訓練を実施 

四街道市消防本部（千葉） 
四街道市消防本部では、令和３年２月２日（火）、３日（水）の２日間、市内の解体建物を使用

して消防活動訓練を実施しました。 

当日は、梯子車による消火活動や救出訓練、施錠されたドアの開放訓練などを行い、災害現場

活動における各隊の連携、隊員の災害対応能力を強化することができました。特に経験の少ない

若手職員には非常に貴重な経験となりました。 

今後もさまざまな訓練を実施し、消防力の向上に邁進してまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

◆ 救助技術訓練会を実施 

岡山市消防局（岡山） 
岡山市消防局では、令和３年２月２日（火）、３日（水）の２日間、当市消防教育訓練センター

で、救助小隊長の指揮能力及び救助活動能力の向上を図ることを目的として救助技術訓練会を実

施しました。 

当訓練会では、４消防署の特別救助隊が参加し、各種救助事象想定をブラインド型で実施して

日ごろの訓練成果を発揮しました。特別高度救助隊長が評価者となり、訓練後に助言を含めた検

討会も実施して安全・迅速な救助方法の選定と安全管理の徹底等を再確認しました。 

今後も、継続的に訓練を重ね災害対応力の強化を図ってまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練会の様子】  
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◆ ドローン操縦技能テストを実施 

天草広域連合消防本部（熊本） 
天草広域連合消防本部では、令和３年２月２日（火）、３日（水）の２日間、無人航空機（ドロ

ーン）の操縦者を対象とした操縦技能テストを実施しました。 

今回実施したテストは、ドローン操縦者技能評価方法であるＳＴＭ（ＮＩＳＴ）で、操縦者の操

縦技術や日ごろの訓練成果を確認する目的で行いました。 

当消防本部では、現在４機のドローンを所有し、２０名の操縦者で運用をしています。今後は、

さらに高度な訓練内容の検討を進めるとともに、災害等で最大限に有効活用できるよう継続して

訓練に取り組んでまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 解体予定建物を使用した各種災害対応訓練を実施 

豊中市消防局（大阪） 
豊中市消防局では、令和３年 1月１２日（火）から 

２月５日（金）までの間、独立行政法人都市再生機構

（ＵＲ都市機構）の協力を得て、解体予定建物を使用

した各種災害対応訓練を実施しました。 

今回の訓練では、実際の建物を使用することで、よ 

り実災害の現場状況に近い想定で放水、救助、破壊を

伴う活動など、日ごろ実施することが難しい内容を実

施することができ、職員の災害対応力の向上を図るこ

とができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【操縦技能テストの様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 山岳救助訓練を実施 

岩国地区消防組合消防本部（山口） 
岩国地区消防組合消防本部では、令和３年２月５日（金）、岩国市北部にある白滝山（標高４５

８ｍ）で山岳救助訓練を実施しました。 

今回の訓練は、登山者が滑落したとの想定で、山岳地における効率的な資機材搬送及び都市型

救助資機材による救助技術の向上を図ることを目的に行ったものです。 

当日、資機材搬送は登山道入口から山頂までの道程約１．７ｋｍを徒手で行ったほか、訓練場

所である斜面や崖において、都市型救助資機材を使用した救助訓練を実施しました。 

この訓練を通じて、山岳地における隊員間の連携をはじめ、救助活動時の共通認識の確認を行

うことができたほか、経験の浅い職員にとっても有意義な経験となりました。 

今後も、山岳救助事案を想定した訓練を継続し、救助技術の向上に努めてまいります。 

  
 

 

 

 

 

そ の 他 

◆ 消防協力団体に対する表彰を実施 

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３年２月３日（水）、消防長から心肺停止傷病者

を救った消防協力団体（株式会社女川観光ホテル華夕美）に対して表彰を行いました。 

当事案は、令和２年１１月１３日（金）、同ホテルで６０代の男性客が突然意識を失い倒れたと

ころ、支配人の中野勝重さんをはじめ、従業員５名が協力し、迅速な１１９番通報、胸骨圧迫及び

ＡＥＤを使用した応急手当を実施しました。その結果、救急隊到着前に心拍が再開し、「救命の連

鎖」により尊い人命が救われ、男性客の社会復帰につながりました。なお、中野さんは当消防本部

が実施した救命講習を過去に受講していました。 

 
 

 

 

 

【訓練の様子】  

【消防長表彰式の様子】  
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◆ 地元企業がマスク１万枚を寄贈、消防本部より感謝状を贈呈 

西はりま消防本部（兵庫） 
西はりま消防本部では、令和３年２月５日（金）、地元企業の株式会社新宮運送様より、新型コ

ロナウイルス感染症の感染予防対策として、救急隊員用マスク１万枚の寄贈を受けました。 

このことを受け、𠮷田好孝消防長が感謝状を贈呈し、「さらなる救急医療体制の発展に向け、大

切に使用させていただきます。」と感謝の意を表しました。 

今後も、より一層の感染症予防対策を徹底して適正な救急業務が安全・安心に遂行できるよう

に努めてまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ マルチサーモディスプレイによる火災予防広報を実施 

石狩北部地区消防事務組合消防本部（北海道） 
石狩北部地区消防事務組合石狩消防署では、令和

３年２月１日（月）、庁舎入口に設置しているマルチ

サーモディスプレイを使用して火災予防広報を開始

しました。 

このマルチサーモディスプレイは、新型コロナウ

イルスの感染予防対策をするため職員、来庁者の検

温を行う目的のほか、コロナ禍により火災予防イベ

ントの中止が相次ぐ中、人と人との接触を減らした

火災予防啓発活動をするため導入に至りました。 

分割されたディスプレイの上部には体温測定の結

果、下部には火災予防広報画像を映し出すことがで

きます。体温測定の際に立ち止まるわずかな時間を

有効に活用して今後も広報活動を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置したマルチサーモディスプレイ】  

【左：株式会社新宮運送 

代表取締役社長  木南一志氏 

右：西はりま消防組合 𠮷田好孝消防長】  

【寄贈されたマスク】  
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◆ 尾三消防組合公式ＬＩＮＥを開始 

尾三消防本部（愛知） 
尾三消防本部では、令和３年２月１日（月）、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

感染リスクを抑えながら地域住民の火災予防思想の向上に努めるとともに、防火安全対策を推進

していくため、「ＳＮＳ(ＬＩＮＥ)を活用した情報発信(火災予防啓発等)」を開始しました。 

地域住民へのサービス向上につながる新しいスタイルの広報手段として、イベント情報、火災

予防及び消防・救急に関する情報を随時配信してまいります。 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 予防技術資格者章「金章」を目指して！ 

奈良市消防局（奈良） 
奈良市消防局では、令和３年２月４日（木）、予防技術資格者章の交付式を開催しました。 

５９名の予防技術資格者認定者のうち「防火査察」、「消防用設備等」、「危険物」の３区分すべて

の資格を有する職員には「金章」、その他には「銀章」の資格者章を交付しました。 

当消防局では、交替勤務職員の意識も高く、切磋琢磨しながら積極的に予防業務に取り組んで

います。今回、交付された職員には、職責の自覚と誇りを持ってもらうとともに、消防行政の柱

となる予防業務を担うプロフェッショナルとしての活躍を期待しています。今後も、予防業務の

さらなる推進・強化を図るため職員の育成に努めてまいります。 

 
 

 

 

【尾三消防組合公式キャラクターサンビーくん】  【尾三消防組合公式ＬＩＮＥ】 

【交付式の様子】  【予防技術資格者章】  
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◆ 市内小学生の“想い”を込めた「山口市消防救助ロゴマーク」を作成 

山口市消防本部（山口） 
山口市消防本部では、「山口市消防救助ロゴマーク」を作成し、令和３年２月１１日（木）、秀逸

な作品を応募してくれた小学生３名に対し、最優秀賞と優秀賞の表彰式を行いました。 

これは今年、東日本大震災から１０年を迎えるにあたり、救助隊をより身近に感じてもらえる

ように作成を企画したものです。市内小学生を対象とした応募作品１９０点の中から当消防本部

救助隊を中心に３作品を選考し、ＳＮＳ（ＦａｃｅｂｏｏｋとＩｎｓｔａｇｒａｍ）を活用した

「いいね」投票と市内小学生による投票でロゴマークが決定しました。 

決定したロゴマークは、「山口七夕ちょうちんまつり」で飾られる「ちょうちん」を背景として、

山口市湯田温泉の伝説に登場する白狐（尻尾のモチーフは救助隊のシンボル「つばめ」）が、当市

の観光名所である「山口サビエル記念聖堂」と「国宝瑠璃光寺五重塔」を守る様子を“救助隊の強

さと優しさの証”として表現しています。今後このロゴマークは、救助服や車両のエンブレム等

に幅広く活用してまいります。 

 
 

 

 

  

  
◆ 職員がすべてを手掛け、消防隊ＰＲ動画を作成・配信！！ 

熊本市消防局(熊本） 
熊本市消防局では、令和３年２月１４日（日）、消防隊ＰＲ動画を当消防局公式動画としてＹｏ

ｕＴｕｂｅに配信しました。 

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から消防署見学のほか、幼年消防ク

ラブや小中高等学校の行事などあらゆるイベントが縮小傾向にある中で、当消防局を少しでも知

ってもらいたいとの思いで作成したものです。今回、２つの動画を配信しており、梯子ポンプ小

隊と特別高度救助小隊がそれぞれの小隊ごとに企画・撮影・編集を手掛けました。梯子ポンプ小

隊は「ツヨカワ♡ 新人消防士に密着」、特別高度救助小隊は「こっが熊本の救助ですばい」と題し

て配信しています。ぜひご覧ください。 

  
 

 

【表彰式での記念撮影】  【救助服と救助工作車のエンブレム】  

【動画サムネイルと動画ＱＲコード】  
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◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

八千代市消防本部（千葉） 
八千代市消防本部では、令和３年２月１５日（月）、消防協力者に対し、感謝状を贈呈しました。 

この事案は、令和３年１月１５日（金）に発生した建物火災において、近隣住民が火災発見後い

ち早く周囲に火災を知らせるとともに、１１９番通報し、その後、初期消火を行ったものです。火

災が発生した建物は木造住宅で、初期消火が遅れていれば延焼拡大して居住者が逃げ遅れる可能

性もありましたが、迅速・的確な行動により被害を最小限に留めることができました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消火協力者に感謝状を贈呈 

東海市消防本部（愛知） 
東海市消防本部では、令和３年２月１５日（月）、消火協力者に感謝状を贈呈しました。 

この事案は、令和３年１月１９日（火）午前１０時ごろ、飲食店で発生した建物火災において、

消防隊が現場到着する前に飲食店の店主から助けを求められた通行人が、店の消火器を使い初期

消火を実施したものです。この時、店内にはすでに煙が充満しており、非常に危険な状況でした

が、通行人の冷静な火元の確認と有効な初期消火により、延焼拡大することなく被害を最小限に

留めることができました。 

 
 

 
 

 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  

【感謝状贈呈の様子】  
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◆ 山崎製パン株式会社の「ランチパック」と消防が期間限定コラボ♪ 

松原市消防本部（大阪） 
松原市消防本部では、春季全国火災予防運動に伴い、令和３年３月１日（月）から４月３０日

（金）までの２か月間、山崎製パン株式会社の協力を得て、当市消防本部の消防車などがパッケ

ージデザインされた「ランチパック」を販売していただくことになりました。 

パッケージの裏面には、住宅用火災警報器の点検・本体交換のお願いや防火意識のチェック表

を掲載して幅広い世代の購買客へ火災予防を呼びかけます。 

  
 

 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

◆ 新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる消防団員等への新型コロナウイルス感染症に

係る予防接種について（依頼）  （消防消第３５号、消防地第４１号、令和３年２月１２日） 

消防庁消防・救急課長、国民保護・防災部地域防災室長から各都道府県消防防災主管部（局）長

あてに通知が発出されましたので、お知らせします。 

 

平素より、消防行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「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）（以下「厚生労働省通知」という。）（別添）に基づき、各市町

村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。以下同じ。）においても、接種予定者リストの

作成等の作業が進められているものと承知しております。（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/210212_kyuuki_01.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表面】  

 

【裏面】  

【担当】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

葛城、鈴木、伊藤、大野 

電 話：03-5253-7561 

メール：syobodan@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210212_kyuuki_01.pdf
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
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◆ 新型コロナウイルス感染症対策の消防庁対処方針                  

（令和２年３月２８日、令和２年４月７日改正、令和２年５月２５日改正、令和３年１月７

日改正、令和３年２月１２日改正） 
新型コロナウイルス感染症対策について、本日策定された政府の基本的対処方針（基本的対処

方針）及び新型コロナウイルス感染症対策の総務省対処方針（総務省対処方針）を踏まえ、新型コ

ロナウイルス感染症対策の消防庁対処方針（消防庁対処方針）を策定する。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210212_kyuuki_02.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

◆ 「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められ

る場合の休暇の取扱いについて」の一部改正について（情報提供） 

                                            （事務連絡、令和３年２月１５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。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の消防本部に対してもこの旨を周知いただきますよう

お願いいたします。（別添省略） 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0215jimurennraku1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策本部（第５５回）等の開催について（情報提供） 

                                          （事務連絡、令和３年２月１５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２月 12 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 55 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 52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 68 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/0215jimurennraku2.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/210212_kyuuki_02.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0215jimurennraku1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/0215jimurennraku2.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の医療提供体制の整備に向けた一層の取組への対応について（依

頼） 

                                                （事務連絡、令和３年２月１６日） 

消防庁救急企画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。 

 

消防機関における新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで「新型コロナウイ

ルス感染症に係る消防機関における対応について」（令和２年２月４日付け消防消第 26号消防庁

消防・救急課長、消防救第 32 号消防庁救急企画室長通知、令和２年５月 13 日一部改正）等によ

り、的確な対応をお願いしているところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210216_kyuuki_03.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 「消防法施行規則第三十一条の六第八項第六号の期間を定める件等の一部を改正する件」の

公布について                                  （消防予第４６号、令和３年２月１７日） 

消防庁次長から各都道府県知事、各指定都市市長あてに通知が発出されましたので、お知らせ

します。 

 

「消防法施行規則第三十一条の六第八項第六号の期間を定める件等の一部を改正する件」

（令和３年消防庁告示第４号）が、本日公布されました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/c74750208973493a2f11aa6b8db6e8e3f14179fd. 

pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

連絡先 消防庁救急企画室 

担 当 小塩専門官、伊藤理事官、増田係長 

TEL：03-5253-7529 

FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp 

（連絡先） 

消防庁予防課 

担当：桑折課長補佐、五味事務官 

TEL 03-5253-7523 

FAX 03-5253-7533 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210216_kyuuki_03.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/c74750208973493a2f11aa6b8db6e8e3f14179fd.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/c74750208973493a2f11aa6b8db6e8e3f14179fd.pdf
mailto:kyukyukikaku-kyukyurenkei@soumu.go.jp
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◆ 林野火災に対する警戒の強化について 

                                             （消防特第３７号、令和３年２月１８日） 

消防庁特殊災害室長から各都道府県消防防災主管部長、東京消防庁・各指定都市消防長あてに

通知が発出されましたので、お知らせします。 

 

林野火災対策の推進につきまして、平素から御尽力を賜り感謝申し上げます。 

例年、空気が乾燥し強風の吹く春に、たき火、火入れ、放火（疑いを含む）等の人的要因を

原因とした林野火災が全国各地で多発します。これから春を迎えるにあたり、出火防止及び火

災拡大防止のため、林野火災に対する警戒を強化することが重要と考えます。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210218_tokusai_37.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 労働安全衛生法令における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について 

                                            （事務連絡、令和３年２月１８日） 

消防庁危険物保安室から各都道府県消防防災主管課、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。 

 

危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所（以下「危険区域」という。）

については、「危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用につ

いて」（平成 31年４月 24日付け消防危第 84号）のとおり、改訂後の IEC60079-10に基づい

た危険区域の設定等の運用をお示ししてきたところです。 

―以下省略― 
 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210219_jimu_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

消防庁特殊災害室 山外 平原 

電 話：03-5253-7528（直通） 

F A X：03-5253-7538 

E-mail:tokusaishitsu@soumu.go.jp 

(問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：齋藤、勝本、蔭山 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210218_tokusai_37.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210219_jimu_1.pdf
mailto:tokusaishitsu@soumu.go.jp


13 

 

◆ 災害発生時における新型コロナウイルス感染症への対応について－ 情報共有及び避難所に

おける対応の経費 －                     （事務連絡、令和３年２月１９日） 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付、消防庁国民保護・防災部防災課か

ら各都道府県 防災担当主管部（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。 

 

先般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。

以下「感染症法」という。）が改正され、都道府県知事は、感染症にかかっていると疑うに足

りる正当な理由のある者や、感染症の患者に対して協力を求めるときは、必要に応じ市町村の

長と連携するよう努めなければならないこと（第 44条の３第６項）や、必要な宿泊施設の確

保に努めなければならないこと（同第７項）が新たに規定されました。（令和３年２月３日公

布、同 13 日施行。参考資料１）（参考資料１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/210219jimurennraku.pdf）に掲載されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 建築物防災週間（令和２年度春季）の実施について 

                                            （事務連絡、令和３年２月１９日） 

消防庁予防課から各都道府県消防防災主管課、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。 

 

標記について、「建築物防災週間（令和２年度春季）の実施について」（令和３年２月 16 

日国住指第 3914号）により、国土交通省住宅局長から別添のとおり協力依頼がありましたの

でお知らせします。（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/210219_yobou_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

消防庁予防課予防係 

吉田・西出 

ＴＥＬ (03)5253-7523 

＜連絡先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

赤司、長谷川、秋吉 

TEL 03-3501-5191（直通） 

 

消防庁国民保護・防災部防災課 

神田、舘野、飯田 

TEL 03-5253-7525（直通） 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210219jimurennraku.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210219_yobou_1.pdf
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報道発表 

◆ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定め

る件の一部を改正する件（案）及び耐火電線の基準の一部を改正する件（案）に対する意見公

募                                                    （令和３年２月１０日、消防庁） 

消防庁は、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様

式を定める件の一部を改正する件（案）及び耐火電線の基準の一部を改正する件（案）の内容に

ついて、令和３年２月12日から令和３年３月15日までの間、意見を公募します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20210210_yobou.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 
 

 

 

 

 

◆ 令和３年度消防防災科学技術賞の作品募集                                                    

（令和３年２月１７日、消防庁） 

消防庁では、消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に資することを目的として、

「令和3年度消防防災科学技術賞」の作品募集をいたします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/2323489e1120fd816704a44a67cfb7749 

80785dc.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 
 

◆ 令和２年度総務大臣感謝状（消防団関係）の贈呈団体の決定                                                    

（令和３年２月２２日、消防庁） 

令和２年度総務大臣感謝状（消防団関係）の贈呈団体を次のとおりとしましたので、お知らせ

します。 

なお、贈呈式典については、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等を踏まえ、本年４月下

旬以降に開催することを検討していますが、詳細は追ってお知らせします。 

○ 贈呈団体：４７消防団（詳細は別紙のとおり）（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/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_1.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 
 

 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課 桑折課長補佐、 

五味事務官 

TEL 03-5253-7523（直通） 

FAX 03-5253-7533 

＜連絡先＞ 

消防庁消防研究センター 

研究企画室  滝、深津、石田 

TEL：０４２２－４４－８３３１ 

FAX：０４２２－４２－７７１９ 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

藤ノ木理事官、伊藤係長、上月事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20210210_yobou.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/2323489e1120fd816704a44a67cfb774980785dc.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/2323489e1120fd816704a44a67cfb774980785dc.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_1.pdf
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
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◆ 令和２年度消防庁消防団協力事業所表示証の交付団体の決定                                                    

（令和３年２月２２日、消防庁） 

令和２年度消防庁消防団協力事業所表示証の交付団体を次のとおりとしましたので、お知らせ

します。 

なお、交付式典については、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等を踏まえ、本年４月下

旬以降に開催することを検討していますが、詳細は追ってお知らせします。 

○ 交付団体：６１団体（詳細は別紙のとおり）（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/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_2.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 令和２年度防災功労者消防庁長官表彰及び消防団等地域活動表彰の受賞団体の決定                                                    

（令和３年２月２２日、消防庁） 

令和２年度防災功労者消防庁長官表彰及び消防団等地域活動表彰の受賞団体を次のとおりとし

ましたので、お知らせします。 

なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月

２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。 

１ 防災功労者消防庁長官表彰（詳細は別紙のとおり）（別紙省略） 

受賞団体：９団体 

２ 消防団等地域活動表彰（詳細は別紙のとおり）（別紙省略） 

受賞団体：消防団表彰（１８団体） 

事業所表彰（２０事業所） 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_5.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

藤ノ木理事官、伊藤係長、﨑田事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

藤ノ木理事官、伊藤係長、﨑田事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_2.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_5.pdf
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
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◆ 「第２５回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定                                                    

（令和３年２月２２日、消防庁） 

「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、今回で２５回目

を迎えました。地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優れた取組や、防

災・減災、住宅防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を表彰し、広く全国に紹介するこ

とにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目的として実

施しています。 

この度、防災まちづくり大賞選定委員会（委員長：室﨑益輝（兵庫県立大学大学院減災復興政策

研究科長）氏。）において、「第２５回防災まちづくり大賞」の受賞団体を次のとおりとしました

ので、お知らせします。 

なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月

２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。 

○ 受賞団体（詳細は別紙のとおり）（別紙省略） 

・総務大臣賞          ３団体 

・消防庁長官賞         ５団体 

・日本防火・防災協会長賞     ９団体 

計 １７団体 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_3.pdf）に掲載されて 

います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 令和２年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）                                                   

（令和３年２月２２日、消防庁） 

令和２年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）の受賞クラブ及び指導者を次

のとおりとしましたので、お知らせします。 

なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月

２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。 

○ 受賞クラブ ・ 指導者（詳細は別紙のとおり）（別紙省略） 

・特に優良な少年消防クラブ（総務大臣賞）   ２１ クラブ 

・優良な少年消防クラブ指導者（総務大臣賞）  １９人 

・優良な少年消防クラブ（消防庁長官賞）       ４２ クラブ 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/9587286e8d3cdb97a99917a0d664137df 

267491e.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

藤ノ木理事官、武井係長、米山事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：chiikibousai@ml.soumu.go.jp 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

藤ノ木理事官、武井係長、米山事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：chiikibousai@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210222_chibou_3.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/9587286e8d3cdb97a99917a0d664137df267491e.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/9587286e8d3cdb97a99917a0d664137df267491e.pdf
mailto:chiikibousai@ml.soumu.go.jp
mailto:chiikibousai@ml.soumu.go.jp
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◆ 地方公共団体における業務継続性確保のための非常用電源に関する調査結果                                                   

（令和３年２月２５日、消防庁） 

消防庁では、災害対策本部が設置される地方公共団体の庁舎における非常用電源に関する調査

を実施し、この度、令和２年６月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。  

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/7ae946f919a3685e78f0c61ab0b3b3162 

a2677bd.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆ 地方公共団体における業務継続計画策定状況の調査結果                                                   

（令和３年２月２５日、消防庁） 

消防庁では、地方公共団体における業務継続計画の策定状況について調査を実施し、この度、

令和２年６月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。  
―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/23277b19769f198705f5355da5e4c8cb8 

5702d54.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊ お知らせ 

  住所等の変更がありましたので、ご連絡いたします。 

 

○ ４２５１０ 鳥羽市消防本部（三重） 

変更日      ：令和３年３月１日 

新郵便番号    ：〒５１７－００２１ 

新住所      ：鳥羽市安楽島町１４５９番地３ 

変更理由     ：新庁舎移転のため 

 

○ ９４７０２ 有明広域行政事務組合消防本部（熊本） 

変更日      ：令和３年３月１日 

新住所      ：玉名市築地３０９番地１ 

変更理由     ：新庁舎移転のため 

 

 

 

（連絡先） 

消防庁国民保護・防災部防災課 

津田震災対策専門官、鈴木係長、山﨑事務官 

電話:03-5253-7525 

FAX:03-5253-7535 

（連絡先） 

消防庁国民保護・防災部防災課 

津田震災対策専門官、鈴木係長、山﨑事務官 

電話:03-5253-7525 

FAX :03-5253-7535 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/7ae946f919a3685e78f0c61ab0b3b3162a2677bd.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/7ae946f919a3685e78f0c61ab0b3b3162a2677bd.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/23277b19769f198705f5355da5e4c8cb85702d54.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/23277b19769f198705f5355da5e4c8cb85702d54.pdf
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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

