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週間情報 

 

 

 

 

 

 

行   事 

◆ 「消防指令事務協議会」を設置するための調印式を実施 

松山市消防局／伊予消防等事務組合消防本部／東温市消防本部（愛媛） 
松山圏域３消防本部（松山・伊予・東温）では、令和３年８月３１日（火）、「消防指令事務協議

会」を設置するための調印式を実施しました。 

これは、３消防本部で共同運用する「松山圏域消防指令センター」を令和６年４月から運用開

始するため、同協議会を９月１日（水）に設置することとし、そのための調印式を実施したもので

す。 

当日は、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、オンライン方式で行いました。 

この共同運用により、四国地方では管轄人口と指令台数が最大の指令センターとなり、１１９

番通報の受信体制や消防本部間の応援体制の強化につながります。 
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【調印式の様子 ※左から松山市：野志市長、中矢消防局長、 

伊予消防等事務組合：武智組合長、三好消防長、東温市：加藤市長、和田消防長】 
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訓練・演習 

◆ 解体予定の公営住宅を使用した消防活動訓練を実施 

甲府地区広域行政事務組合消防本部（山梨） 
甲府地区広域行政事務組合消防本部では、令和３年８月３日（火）から１９日（木）までの間、

解体予定の公営住宅において、消防活動訓練を１４回実施しました。 

この訓練は、耐火建築物特有の密閉空間での火災を想定し、屋内進入、人命検索、そして各隊が

連携した放水を実施したほか、大規模地震による被害を想定し、倒壊建物内への進入（ドアの開

放、ブリーチング）や高層階からの要救助者救出など、実践に即した内容を実施しました。 

今後も、複雑多様化する災害に迅速的確に対応するために様々な訓練を行い、消防体制の強化

に努めてまいります。 

  
 

 

 

 

 

◆ 土砂埋没救助訓練を実施 

登米市消防本部（宮城） 
登米市消防本部では、令和３年８月２４日（火）、管内の宮城県迫川防災ステーションにおいて、

土砂埋没救助訓練を実施しました。 

これは、全国的に土砂災害が相次いで発生していることを受け、土砂災害時の救助技術の向上

を図る目的で実施したものです。 

当日は、初動対応から「応急土留め」を設定し、埋没した要救助者を救出するまでの一連の流れ

を実施しました。 

今後も、多様化する災害に対して円滑な現場活動が行えるよう、災害対応力の向上に努めてま

いります。 

  
 

 

 

 

 

【訓練の様子】 

【訓練の様子】  
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◆ 車両救助研修を実施 

高山市消防本部（岐阜） 
高山市消防本部では、令和３年８月２４日（火）、車両救助研修を実施しました。 

これは、全署所に配備している救助用資機材を使用し、車両からの救助技術を習得する目的で

実施したものです。 

当日は、若手職員を中心に２２名が参加し、レシプロソー、救助用ジャッキ、ハリガンツール等

の資機材を用いて、事故車両に閉じ込められた要救助者を救出する訓練を実施しました。 

今後も、若手職員の育成と組織全体の救助技術の向上を図るため、継続的に研修を行ってまい

ります。 

  
 

 

 

 

 

◆ 採石場を使用した土砂災害対応訓練を実施 

西胆振行政事務組合消防本部（北海道） 
西胆振行政事務組合では、令和３年８月２４日（火）、２６日（木）の２日間、伊達砕石株式会

社の敷地内で、土砂災害対応訓練を実施しました。 

これは、近年、全国的に多発する土砂災害に対応するため、救助技術の向上及び各中隊の連携

強化を図る目的で実施したものです。 

当日は、「土砂崩れにより要救助者が埋没している。」という想定のもと、「応急土留め」、「内堀

救出」、「一方掘り救出」の方法を確認した後、総合訓練を実施しました。この際、ドローンを活用

した上空からの安全管理要領も確認しました。 

今後も、土砂災害をはじめとする様々な災害に迅速・的確に対応できるよう、災害対応力の向

上に努めてまいります。 

  
 

 

 

 

 

【研修の様子】  

【訓練の様子 ※右はドローンで撮影】  
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◆ 解体中の建物を利用した耐火構造中高層建物火災想定訓練を実施 

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部（群馬） 
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部では、令和３年８月２６日（木）、３１日（火）の

２日間、旧公立藤岡総合病院において、耐火構造中高層建物火災想定訓練を実施しました。 

当日は、火災想定訓練をはじめ、梯子車による高所救出訓練や連結送水管の取扱確認を実施し

ました。実際の建物・設備を利用したため、隊員の知識・技術を高めることができ、とても有意義

な訓練となりました。 

今後も、あらゆる災害に対応できる消防隊を育成するため、継続して訓練に励んでまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

◆ 土砂災害対応訓練を実施 

西条市消防本部（愛媛） 
西条市消防本部では、令和３年８月２３日（月）、２７日（金）、３１日（火）の３日間、管内に

整備した訓練施設において、土砂災害対応訓練を実施しました。 

当消防本部は、令和２年度に総務省消防庁から「津波・大規模風水害対策車」が配備されたこと

を受け、土砂災害現場で担う役割がこれまでにも増して大きくなっています。この訓練は、こう

した状況を踏まえ、土砂災害への対応力をさらに向上させる目的で実施したものです。 

当日は、活動方針の決定手順や救出手技を確認したほか、ドローンによる上空からの情報収集

を行い、その有効性を確認しました。 

今後も、土砂災害への知識を深めるとともに、さらなる救助技術の向上を図るため、訓練に取

り組んでまいります。 

  
 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【訓練の様子 ※右はドローンで撮影】  
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◆ 後方支援中隊活動訓練を実施 

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部（大阪） 
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部では、令和３年９月４日（土）、５日（日）の２日間、後方

支援中隊活動訓練を実施しました。 

これは、緊急消防援助隊後方支援中隊の活動を再確認する目的で実施したものです。 

当日は、同中隊が出動要請を受けたことを想定し、資機材の取り扱い及び宿営地（デコンタミ

ネーションエリア・炊事エリア・宿営エリア）の設営訓練を実施しました。 

今後も、被災地で活動する隊員の後方支援に万全を期すよう、訓練を継続してまいります。 

  
 

 

 

 

 

 

 

研 修 等 

◆ 電気火災の原因調査研修を実施 

浦安市消防本部（千葉） 
浦安市消防本部では、令和３年８月１６日（月）、１７日（火）の２日間、消防本部多目的ホー

ルにおいて、職員を対象に電気火災の原因調査研修を実施しました。 

これは、年々増加傾向にある電気を起因とする火災に対して、個々の調査能力の向上を図る目

的で実施したものです。 

当日は、昨年度まで外部機関に派遣していた職員が講師となり、座学と実験の２部構成で、発

火のメカニズムや見分・鑑識要領を学びました。 

今後も、火災原因調査力のさらなる向上に努めてまいります。 

  
 

 

 

 

 

【訓練の様子】  

【座学の様子】  【実験の様子】  
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◆ 女性消防吏員活躍推進に関する研修会を開催 

いわき市消防本部（福島） 
いわき市消防本部では、令和３年８月１９日（木）、総務省消防庁女性消防吏員活躍推進アドバ

イザーの及川由佳里氏（仙台市消防局）を講師として、女性消防吏員活躍推進に関する研修会を

開催しました。 

これは、男女ともに働きやすい職場環境づくり及び女性消防吏員数を増加させるための施策に

ついて学ぶことを目的として実施したものです。 

研修会では、講師が入職してから現在に至るまでのキャリア形成、女性が働きやすい職場の環

境や制度、業務と子育てを両立することの苦労など、貴重なお話を聴くことができました。 

今後は、他消防本部の女性消防吏員との意見交換などを積極的に行い、男女ともに働きやすい

職場環境の構築を目指してまいります。 

  
 

 

 

 

 
◆ 危機管理研修を実施 

可茂消防事務組合消防本部（岐阜） 
可茂消防事務組合消防本部では、令和３年９月１日（水）、幹部職員に対し、危機管理研修を実

施しました。 

これは、いつ発生するか分からない危機に対して幹部職員の危機管理意識の高揚を図る目的で

実施したものです。 

研修では、記者会見の対応要領を確認するため、参加者が順次記者会見時の会見者役と記者役

に分かれてシミュレーションを行い、消防大学校幹部科を修了した職員がこれを評価しました。 

研修後は、受講者による活発な意見交換ができ、とても有意義な研修となりました。 

今後も、定期的に研修を行い、危機管理能力の向上を図ってまいります。 

  
 

 

 

【研修会の様子】  

【研修の様子】  
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そ の 他 

◆ 消防協力者表彰式を実施 

呉市消防局（広島） 
呉市消防局では、令和３年９月５日（日）、消

防協力者に対し、消防長から表彰状及び感謝状

を贈呈しました。 

本事案は、令和３年７月２７日（火）、市内で

発生した建物火災において、建物から黒煙と炎

が出ていることに気付いた７歳の女の子が父親

に知らせ、この知らせを聞いた父親が水道ホー

スで初期消火を行った後、煙と熱気が充満して

いる住宅内から８０代の女性を抱きかかえて屋

外へ救出したものです。 

親子の行動により、火災の拡大を防ぐととも

に、尊い命が救われました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 一ひろ巻きロープを使用した搬送法を考案 

一宮市消防本部（愛知） 
一宮市消防本部では、令和３年８月２４日（火）、一ひろ巻きロープ（２０～３０ｍ）を活用し

た搬送法を考案しました。 

一ひろ巻きロープは、ほとんどの消防車に積載しているため、出場している各消防車のロープ

を複数使用することで、負傷者を同時に搬送することができます。また、空気呼吸器を背負って

いる隊員にも使用することができます。さらには、徒手搬送と比較するとロープをしっかりと握

れるため、階段や瓦礫場のような悪路での搬送が容易となり、搬送者の負担を軽減することがで

きます。 

ぜひ、この搬送法をお試しください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

【一ひろ巻きロープの設定状況】  【搬送時の様子】  

【消防協力者表彰式後の記念撮影】  
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◆ 消防協力者に感謝状を贈呈 

南国市消防本部（高知） 
南国市消防本部では、令和３年８月２４日

（火）、消防協力者２名に対し、感謝状を贈呈し

ました。 

本事案は、令和３年６月１１日（金）、市内で

発生した建物火災において、偶然近くにいた大

学生（元少年消防クラブ員一期生）が迅速に１１

９番通報をするとともに、近隣住民の避難誘導

を行ったものです。また、「助けて」という声を

聞いた近隣住民の男性が、燃えている建物の玄

関で動けなくなっている家人を発見し、黒煙の

中から安全な場所へ救出を行ったものです。 

２名の勇気ある行動で尊い命が救われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 一斉立入検査「歌舞伎町クリーンキャンペーン～夏の陣～」を実施 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁新宿消防署では、歌舞伎町ビル火

災が発生した９月１日に先駆け、令和３年８月

２７日（金）、「歌舞伎町クリーンキャンペーン～

夏の陣～」と銘打ち、歌舞伎町地域の一斉立入検

査を実施しました。 

当日は、４班体制で１６対象物に立入検査を

実施し、５件の物件除去命令を発令しました。ま

た、多数の報道機関が取材に訪れ、機動査察隊員

へのインタビュー取材や立入検査の様子などが

各種メディアに取り上げられ、普及啓発の追い

風となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【消防協力者表彰式後の記念撮影】  

【立入検査の様子】  
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◆ 防災士に向けた研修用動画をＷｅｂ公開！ 

大津市消防局（滋賀） 
大津市消防局では、令和３年８月２７日（金）、当消防局ホームページにおいて、防災士に向け

た研修用動画を公開しました。 

これは、当市で活躍されている約７２０人の防災士の知識・技術の向上を目的に例年開催して

いる集合形式のフォローアップ研修を、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点でＷｅｂによ

る動画研修に変更したことから、この動画を公開したものです。 

動画の内容は、「コロナ禍における避難所の開設について」、「安全管理について」、「消火器・消

火栓器具の取り扱いについて」など、自主防災活動等に役立つ６項目をテーマにしています。 

今後も、自主防災活動を支援するとともに、地域防災力の向上に努めてまいります。 

〇当消防局ホームページ

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/075/2353/jisyubousai/22692.html  

     
 

 

 

 
◆ 夏休みに初期消火選手権を開催！ 

薩摩川内市消防局（鹿児島） 
薩摩川内市消防局では、令和３年７月２１日（水）から８月３１日（火）までの間、小・中学生

を対象に初期消火選手権を開催しました。 

これは、将来、地域の防火の担い手となる小・中学生に初期消火の重要性を理解してもらうな

ど、防火教育の充実を図る目的で開催しているもので、今年で５回目となります。 

この選手権は、ゲーム感覚で初期消火を実践してもらうもので、大声を出して火災を知らせて

から水消火器を使用して標的（予防課職員が作成）を倒すまでの時間を競争するものです。小学

生の部と中学生の部に分け、期間を通して順位付けを行い、各部門の上位３名に金・銀・銅のメダ

ルと賞品をそれぞれ贈呈しました。 

今後も、楽しく学べる企画等により、防火思想の普及につなげてまいります。 

  
 

 

【防災士フォローアップ研修 

         ＱＲコード】  

【動画の１コマ】  

【選手権の様子】  

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/075/2353/jisyubousai/22692.html
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◆ 救急の日 園児の描いた絵を活用した動画の作成とポスターの制作！ 

熊本市消防局（熊本） 
熊本市消防局南消防署では、令和３年９月５日（日）、当市南区内の幼年消防クラブの園児が描

いた絵を活用した動画を作成し、当市のＹｏｕＴｕｂｅ公式チャンネルで配信しました。 

これは、９月９日の「救急の日」を含む救急医療週間に合わせ、「みんなの救急車展」と題して、

園児から救急車や消防車などの絵を募集し、その絵を活用して動画を作成したものです。 

また、救急医療に対する理解と認識を深めることを目的として、集まった作品を活用したポス

ター「私たち救急隊はくまもとの笑顔守ります！！」も制作しました。このポスターは、当消防局

の各消防署をはじめ、区役所などの公共の場所にも掲示しています。 

どの作品もキラキラ、ワクワクした気持ちのあふれる作品で、見た人を笑顔にしています。 

   
 

 

 

 

 

 
 

消防庁通知等 

◆ 自動体外式除細動器の使用法の市民への普及啓発について（依頼）   

（事務連絡、令和３年９月２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。 

 

自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）の使用法については、「応急手当の普及啓発活

動の推進に関する実施要領」（平成５年３月 30日付け消防救第 41号消防庁次長通知、平成 28年

４月 25日最終改正）に基づき消防機関が開催する各種講習において、市民に対する正しい知識と

技術の普及に努めていただいているところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210902_kyuuki_jimu1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

消防庁救急企画室 

小塩救急専門官、久保田係長、呉地事務官 

ＴＥＬ：03-5253-7529 

【ポスター】  【動画サムネイル ※左下に動画ＱＲコード】  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210902_kyuuki_jimu1.pdf
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◆ 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律の一部の施行に係る周知について（通知） 

（消防救第３１１号、令和３年９月２日） 

消防庁救急企画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。 

 

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正す

る法律（令和３年法律第 49号。以下「改正法」という。）が令和３年５月 28日に公布され、改正

法のうち救急救命士法（平成３年法律第 36 号）の一部改正については、同年 10 月１日付けで施

行することとされています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210902_kyuuki_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

報道発表 

◆ 令和３年度「救急の日」及び「救急医療週間」 

                                                  （令和３年９月３日、消防庁） 

○「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認

識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年に定められ、以来、９月９日

を「救急の日」、この日を含む一週間（日曜日から土曜日まで）を「救急医療週間」としています。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210903_kyuki_1.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

 

◆ 住宅用火災警報器の設置率等の調査結果（令和３年６月１日時点） 

                                                  （令和３年９月７日、消防庁） 

消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和３年６月

１日時点での調査結果をまとめました。（都道府県別等の結果は、別添１、２参照） 

消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理・交換

に関する広報を行ってまいります。（別添１、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/210907_yobou_1.pdf）に掲載されています。 

 

 
 

 

 

【問合せ先】消防庁救急企画室 

小塩専門官、久保田係長、小渕事務官 

電話：03-5253-7529 

E-mail：kyukyukikaku@soumu.go.jp  

（連絡先）消防庁予防課 

桒原補佐・佐藤係長 

電 話：03-5253-7523（直通） 

Ｆａｘ：03-5253-7533 

【連絡先】消防庁救急企画室 救急連携係 

担当：若味、入江、冨樫、尾形 

TEL：03-5253-7529（直通） FAX：03-5253-7532 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210902_kyuuki_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210903_kyuki_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210907_yobou_1.pdf
mailto:kyukyukikaku@soumu.go.jp
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◆ 「住宅火災の早期覚知方策のあり方に関する検討部会」の開催 

                                                  （令和３年９月７日、消防庁） 

住宅火災による死者数の低減を図るため、「住宅火災の早期覚知方策のあり方に関する検討部

会」を開催することとしましたのでお知らせします。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210907_yobou_2.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（№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。 

【問い合わせ先】 
消防庁予防課 桒原課長補佐、佐藤係長、藤本事務官 

T E L：03-5253-7523（直通） FAX：03-5253-7533 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/210907_yobou_2.pdf
mailto:kikachosei@fcaj.gr.jp
mailto:honoo@ffaj-shobo.or.jp
mailto:weekly@fcaj.gr.jp

