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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

行   事 

◆ 災害時における食料・物資の供給等に関する協定を締結 

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、令和３年８月５日（木）、「株式会社とりせん」と災害時におけ

る食料・物資の供給等に関する協定を締結しました。 

この協定は、管内を流れる一級河川の利根川や同水系で流域面積が最大の支川である渡良瀬川

の氾濫等により、いつ被害を受けてもおかしくない状況であることから、緊急消防援助隊を受援

した際の消防隊員への食料や物資を確保する目的で締結したものです。 

この協定により、地震や風水害などの大規模な災害が発生し、または発生するおそれがある場

合に、災害活動に従事する消防職員に対して食料や物資を供給していただけることになりました。

また、この協定は、当消防本部の部隊が緊急消防援助隊として応援出動する際にも適用されます。 

今後も、緊急消防援助隊の受援体制や後方支援体制の充実強化を図ってまいります。 
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【締結式の様子 ※写真左から福地消防長と株式会社とりせん前原社長】  
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訓練・演習 

◆ 若手職員育成訓練を実施 

田原市消防本部（愛知） 
田原市消防本部では、令和３年８月６日（金）、田原市消防署において、採用後５年目までの職

員を対象とした若手職員育成訓練を実施しました。 

これは、近年の若手職員増加に伴う消防力の低下を防ぐため、若手職員の早期育成を目的に「田

原市消防署若手職員基本教育実施要領」に基づき実施しているものです。 

当日は、田原市消防署の職員２２名が参加し、礼節と規律を高めるための礼式訓練と、火災現

場において迅速で確実な消火をするための消防活動訓練を実施しました。 

今後も、若手職員の育成に尽力し、消防力の向上に努めてまいります。 

  
 

 

 

 

◆ 大雨による自然災害に備え水難救助訓練を実施 

砺波地域消防組合消防本部（富山） 
砺波地域消防組合消防本部では、令和３年８月１１日（水）、南砺消防署東分署の調整池や訓練

施設において、潜水救助隊による水難救助訓練を実施しました。 

これは、近年、大雨による自然災害が全国的に増加傾向にあることから、管内の一級河川が氾

濫したことを想定し、浸水区域での危険箇所や活動注意点、救出手順等を確認したものです。 

訓練では、昨年度に更新整備した水難救助用車両から救命ボートを迅速に搬出した後、セミド

ライスーツを着用した隊員が要救助者を救出するまでの一連の流れを確認しました。また、ドロ

ーンによる上空からの情報収集（要救助者の状況確認や安全監視など）も同時に行いました。 

当日は、報道機関の取材があり、夕方にはテレビニュースで放映されたため、消防広報として

も効果的なものとなりました。 

  
 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【取り残された要救助者を 

救命ボートへ収容してる様子】  

【ドローンによる上空からの映像】  
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◆ 「国際消防救助隊千葉県連携訓練」を実施 

松戸市消防局（千葉） 
松戸市消防局では、令和３年８月１２日（木）、１３日（金）の２日間、旧国保松戸市立病院跡

地において、千葉県下の国際消防救助隊登録消防本部（７消防本部・合計１８０名）が合同で「国

際消防救助隊千葉県連携訓練」を実施しました。 

当日は、海外で大規模な地震災害により、建物が倒壊して多数の負傷者が発生したことを想定

し、建物内部への進入が可能かどうかを評価する訓練、余震の影響等による二次倒壊を未然に防

ぐための訓練（ショアリング）、そして負傷者を救出するための開口部を確保するための訓練（ブ

リーチング）を実施しました。 

この訓練では、解体中の建物を使用して実施したため、実際の被災地さながらの緊張感ある訓

練を実施することができました。 

  
 

 

 

 

◆ 土砂災害救出訓練を実施 

東山梨行政事務組合東山梨消防本部（山梨） 
東山梨行政事務組合東山梨消防本部では、令和３年８月５日（木）、６日（金）、１２日（木）、

１３日（金）の４日間、管内の塩山総合グラウンドにおいて、土砂災害救出訓練を実施しました。 

令和３年７月３日（土）に発生した静岡県熱海市伊豆山地区の土砂災害現場において、当消防

本部の部隊が緊急消防援助隊として出動し、検索救助活動を実施しました。この経験から、土砂

災害現場では、非常に危険で困難な活動を強いられることが分かりました。振り返って当管内で

も近年、気候変動の影響により集中豪雨の発生頻度が増大し、大規模な土砂災害の発生が危惧さ

れることから、この訓練を行ったものです。 

今後も、土砂災害に対する知識を深めるとともに、救助技術の向上を目指し、訓練に取り組ん

でまいります。 

 
 

 

 

 

【訓練の様子】  【集合写真】  

【訓練の様子】  
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◆ 豪雨災害対応図上型防災訓練を実施 

松山市消防局（愛媛） 
松山市消防局では、令和３年８月１８日（水）、豪雨災害対応図上型防災訓練を実施しました。 

これは、近年、国内で頻発している豪雨災害や台風に備えるため、風水害発生時に設置する消

防対策本部の機能向上を目的として実施したものです。 

今回の訓練では、通信班、統括班、情報班、消防団班に加え、消防署連絡員も参加し、情報を共

有し、連携をとりながら実施することができたため、活動上の課題を抽出することができました。

また、訓練実施後には、この課題について検討や修正すべき点の整理も行ったため、災害活動体

制の強化を図ることができました。 

  
 

 

 

 

 

そ の 他 

◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

城陽市消防本部（京都） 
城陽市消防本部では、令和３年８月４日（水）、消火活動協力者２名に対して南郷消防長から感

謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和３年７月１８日（日）、管内で発生した建物火災（共同住宅）において、自動火

災報知設備の鳴動により火災を発見した男性２名が一早く現場に駆け付け、建物内に設置してあ

った消火器を用いて消火活動を行ったものです。 

男性２名が火災発見から初期消火活動、近隣住民への避難誘導までの一連の行動を、迅速かつ

的確に行ったことで、被害を最小限に抑えることができました。 

  
 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【感謝状贈呈式後の記念撮影】  【感謝状贈呈式の様子】  
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◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

奈良市消防局（奈良） 
奈良市消防局では、令和３年８月１０日（火）、

人命救助を行った協力者２名に対し、消防長及

び消防団長から感謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和３年３月２４日（水）、市内の

住家で発生した火災において、煙が上がってい

ることに気付いた近隣住民の男性２名（うち１

名は消防団員）が現場に駆けつけたところ、建物

の２階で意識が朦朧とした状態で動けない男性

を発見し、炎と煙がせまる状態のなか、協力して

屋外の安全な場所まで救出したものです。 

２名の勇気ある行動により尊い命を救うこと

ができました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

衣浦東部広域連合消防局（愛知） 
衣浦東部広域連合消防局では、令和３年８月１３日（金）、消防協力者に対し、可児消防長から

感謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和３年７月１７日（土）、市内で発生した建物火災において、物が燃えるにおいに

気付いた隣人男性が、火災の発生を近隣住民へ知らせるとともに、自宅の庭先にある散水ホース

を２０メートルほど延長して初期消火を成功させたものです。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  

【感謝状贈呈後の記念撮影】  
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◆ 歌舞伎町ビル火災から２０年…避難経路の適正管理を促す動画を制作！ 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁新宿消防署では、令和３年９月１日（水）で歌舞伎町ビル火災から２０年が経過す

ることを契機に、令和３年７月２６日（月）、避難施設の適正管理を促す動画を制作しました。 

この動画は、物件存置が法令違反となることを認知させる３０秒の注意喚起プロモーション動

画で、物件存置状況を再現するとともにキュータ（当庁のマスコットキャラクター）が出演し、都

民へ認知されやすい演出となるよう工夫をしています。８月１日（日）から９月４日（土）まで、

新宿駅前をはじめとする管内１７か所の大型デジタルサイネージで放映しています。 

また、当署ホームページにおける特設ページの作成やＹｏｕＴｕｂｅでの動画の公開など、連

動した広報展開を行っています。 

今後も、管内の防火安全対策を強化し、法令違反対象物の減少に貢献してまいります。 

  
 

 

 

 

 

◆ 夏の防火指導を開催 

尾張旭市消防本部（愛知） 
尾張旭市消防本部では、令和３年８月４日（水）、５日（木）の２日間、市内の保育園等を対象

とした夏の防火指導を開催しました。 

これは、火災予防普及啓発の一環として、これまで春と秋に実施してきたものを、試行的に夏

にも拡大して実施したものです。 

この防火指導では、順番待ちの時に距離を保つことや花火後に手洗いを行うことなど、新型コ

ロナウイルス感染症の感染予防対策を行いながら、花火で遊ぶときにやってはいけないことを学

んでもらいました。  

来年度からの本運用に向け、園児たちの笑顔があふれる防火指導となるよう、準備を進めてま

いります。 

  
 

 

 

【防火指導の様子】  

【動画放映の様子 ※左：新宿駅東口付近 右：歌舞伎町内】 【歌舞伎町ビル火災 

特設ページ】  
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◆ オンラインで消防署を見学する「消防署見学動画」を作成 

湖西市消防本部（静岡） 
湖西市消防本部では、令和３年８月６日（金）、「消防署見学動画（小学生向け、園児向け）」を

作成しました。 

これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年通りに消防署を見学することが困難な

状況の中、市内の小学校、幼稚園、保育園、こども園で統一的な消防署見学を行ってもらうために

作成したものです。 

この動画は、当市のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信しています。 

〇小学生向け動画ＵＲＬ：https://youtu.be/W_kbj6emke0  

〇園児向け動画ＵＲＬ：https://youtu.be/3cWGDMr98ik  

  
 

 

 

 

 

◆ 「熱中症０（ゼロ）火災０（ゼロ）プロジェクト」を実施 

多治見市消防本部（岐阜） 
多治見市消防本部では、令和３年８月１６日（月）、「熱中症０（ゼロ）火災０（ゼロ）プロジェ

クト」を実施しました。 

これは、平成１９年に当市で国内最高気温（４０．９℃）を記録した日と同日に、熱中症と火災

の予防を目的として、熱中症予防と火災予防のためのリーフレット及び啓発品を市民に配布した

ものです。 

当日は、女性防火クラブ員と保健センターの職員にも参加してもらい、新型コロナウイルス感

染症の感染防止対策を講じた上で、コロナ禍でも行える広報活動として、熱中症と火災の予防に

ついて広く呼びかけました。 

  
 

 

 

 

 

【小学生向け動画のサムネイル】  【園児向け動画のサムネイル】  

【リーフレット及び啓発品を配布する様子】  

https://youtu.be/W_kbj6emke0
https://youtu.be/3cWGDMr98ik
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◆ 住宅用火災警報器の維持管理（手話付き）動画を作成！ 

宇都宮市消防局（栃木） 
宇都宮市消防局では、令和３年８月１８日（水）、住宅用火災警報器の維持管理（手話付き）動

画を作成しました。 

この動画は、住宅用火災警報器と連動して、発光や振動など警報音以外の方法で火災を知らせ

る「補助警報装置」など、聴覚障がい者に配慮した機器が登場してきたことから、住宅用火災警報

器と併せて定期的な点検等の必要性を訴える目的で作成したものです。 

内容は、聴覚障がい者の方々に対しても住宅用火災警報器や補助警報装置の設置及び維持管理

について理解していただきやすいよう、手話や字幕を使っています。 

ぜひ、以下のＱＲコードから読み取っていただき、ご視聴ください。 

【製品提供：ホーチキ株式会社、手話指導：宇都宮市聴覚障害者協会】 

    
 

 

 

 

◆ 熱中症予防街頭広報を実施 

新潟市消防局（新潟） 
新潟市消防局東消防署では、令和３年７月１日（木）から９月３０日（木）までの間、熱中症予

防街頭広報を実施しています。 

これは、毎年、初夏から秋にかけて熱中症による救急需要が増加することから、熱中症予防の

周知・啓発を目的に、庁舎前で署員手作りのメッセージボードを掲げて市民に呼びかけているも

のです。 

この街頭広報は、期間中の毎月９日、１９日、２９日のほか、当地域において気象庁の高温注意

報と環境省の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を連携させた「熱中症警戒アラート」が発表され、かつ、当署

の管轄地域の暑さ指数が３３以上になると予想される日に実施しています。また、多くの車両や

市民が通行する朝の通勤・通学時間帯に実施しているため、効果的な広報につながっています。 

  
 

 

 

 

【街頭広報の様子 ※上り・下り線の両方から見やすいように工夫（右）】  

【動画の１コマ】  【動画ＱＲコード】  
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報道発表 

◆ 「消防団員の処遇等に関する検討会」報告書の公表 

                                                  （令和３年８月１８日、消防庁） 

消防庁では、消防団員数が減少していることや、災害が多発化・激甚化する中、消防団員の負担

が増加していることを踏まえ、消防団員数を確保することを目的とした「消防団員の処遇等に関

する検討会」を開催し、検討を行ってきました。 

今般、検討の結果を報告書として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/210818_chibou_1.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

情報提供 

◆ カシオ製腕時計のアウトレットサマーセールのご案内  

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カシオマーケティングアドバンス株式会

社では、会員（消防職員）向けに腕時計のアウトレットセールを行っており、G-SHOCK 等を特

別価格にて販売しています。（週間情報 No.０３２４に掲載済み） 

 このたびご好評につき、特別販売期間を令和３年９月３０日（木）まで延長いたします。 

 本件につきまして、令和３年９月２日（木）に改めて各本部宛に専用サイトのご案内チラシを

メールにて送付いたします。 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

業務課  

担当：河
かわ

野
の

、石井健一 

電話：０３－３２３４－１３２１ 

 

 

【連絡先】 

消防庁国民保護・防災部地域防災室 

鈴木課長補佐、青野係長、前田事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：syobodan@ml.soumu.go.jp  

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210818_chibou_1.pdf
mailto:syobodan@ml.soumu.go.jp
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◆ 消防用設備等講演会（オンライン講演会）の開催について 「自動火災報知設備」  

主催：一般財団法人日本消防設備安全センター・後援：全国消防長会 
消防用設備等講演会は、消防用設備等に関する新しい知識・技術等についての理解と消防用設

備等の適正な設置の更なる認識を深めていただくことを目的として、総務省消防庁、関係団体等

のご協力を得て、毎年、消防用設備等の設計者、施工者、点検者、消防職員等を対象として実施し

ています。 

本年は、近年、自動火災報知設備の設置対象が小規模福祉施設や宿泊施設などに拡大されたこ

となどを踏まえ、自動火災報知設備の現状、最近の予防行政の動向、日本消防設備安全センター

の業務紹介、特殊消防用設備等の性能評価及び消防設備システム評価のご紹介などの講演を予定

しています。 

配信期間 令和３年 10月 1日(金)～令和４年１月 31日(月) 

参加費 
無 料 

※通信料は、ご自身の負担となります。 

募集対象 
消防用設備等の設計者・施工者・点検者、 

消防職員等 

配信場所 
日本消防設備安全センターホームページ内 

特設サイト 

申込方法 日本消防設備安全センターホームページ 

視聴方法 ＰＣ・スマートフォン等 

申込期間 令和３年９月６日(月)～令和４年１月 24日（月） 

 

講演内容 講演者 

１ 主催者挨拶 

２ 日本消防設備安全センターの最近の動き 
日本消防設備安全センター 

３ 最近の予防行政の動向 総務省消防庁予防課 

４ 自動火災報知設備の現況及び今後 

 ・自動火災報知設備の概要 

 ・自動火災報知設備の非火災報対策 

 ・総合操作盤 

 ・工事基準書 

日本火災報知機工業会 

５ 特殊消防用設備等及び消防設備システム評価事例 日本消防設備安全センター 

 

【講演会申込み及び聴講方法】 

 ・聴講を希望される方は、日本消防設備安全センターホームページから事前登録をしてください。   

 ・事前登録は、令和３年９月６日(月)10:00 から申込可能です。 

 ・配信及び聴講要領については、登録者に対し個別にメールにて送付いたします。 

 ・登録者については、配信期間中いつでも聴講可能です。 

 

【参加申し込みサイト】 

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/symposium/  

 

 

 

 

 

イラスト： 

（一社）日本火災報知機工業会より提供 

【問い合わせ先】 

企画研究部 違反是正センター  

宇津澤、平野 

TEL：03-5422-1492  

e-mail： lecture@fesc.or.jp  

https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/symposium/
mailto:lecture@fesc.or.jp
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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（№０３１４）１ページ、機関誌「ほのお」 

 ２０２１年４号（４／２５発刊）２５ページ又は５号（５／２５発刊）３０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 菅原 

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：企画課 菅原 

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２００～４００文字程度で作成をお願いします。 

・写真は、１～２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 浅倉 

原稿データは、weekly@fcaj.gr.jpに送信願います。 

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

