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訓   練 

◆ 釧路管内消防事務組合連絡協議会で日頃の訓練成果を披露 

釧路東部消防組合消防本部（北海道） 
釧路東部消防組合消防本部では、令和４年７月１日（金）、釧路管内消防事務組合連絡協議会の

開催に併せて、弟子屈
て し か が

消防庁舎屋外訓練場において、釧路北部消防事務組合消防本部と合同で日

頃の訓練成果を披露しました。 

 当日は、総勢２８名の隊員が参加し、救助技術大会の種目であるロープブリッジ渡過、はしご

登はん、ほふく救出の３種目を披露しました。 

 来賓として参加された釧路北部消防事務組合の德永組合長をはじめ、全ての構成町村の理事者

から、懸命に訓練を行う隊員の姿に拍手が送られました。 

 今後も、あらゆる災害に対応できるよう自己の気力・体力の充実に努め、この訓練で培った体

力・精神力・技術力をさらに向上できるよう励んでまいります。  
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【訓練の様子】  【德永組合長あいさつの様子】  
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◆ 解体予定の公共施設を活用した消防活動訓練を実施 

魚沼市消防本部（新潟） 
魚沼市消防本部では、令和４年６月２９日（水）から７月１日（金）までの３日間、解体予定の

公共施設を活用した消防活動訓練を実施しました。 

この訓練は、３部の各救助隊を中心に計２１名の隊員が参加し、ブリーチングに主眼をおいて

実施しました。 

実際の建築物を使用して得た貴重な経験を今後の活動に生かし、災害対応能力の向上を図って

まいります。  

   
 

 

 

 

 

◆ 解体予定の住宅を活用した災害訓練を実施 

 蓮田市消防本部（埼玉） 

 蓮田市消防本部では、令和４年６月２７日（月）から７月１日（金）までの５日間、解体予定の

住宅を活用した災害訓練を実施しました。 

この訓練は、各部隊が作成した計画に基づき、実践的な訓練を通じて、消火と救助の円滑かつ

効率的な活動を行うことを目的として実施しました。 

当日は、最高気温３８度を超える過酷な環境の中、熱中症対策・新型コロナウイルス感染症の

感染対策を図り、延べ１２隊３６名の職員が参加しました。 

当消防本部は、職員の平均年齢が埼玉県内で一番低い消防本部であり、若い力に溢れ活気ある

職員が多い反面、災害経験が少なく消防の知識・技術の維持と向上が課題となっています。 

今後も、熱中症対策・新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じ、住民の安心・安全を守れる

ようさまざまな訓練を継続してまいります。 

   
 

 

 

 

【ベランダから救出の様子】  【屋上から救出の様子】  

【切り込み活動の様子】  【掘削活動の様子】  
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◆ 水難救助訓練を実施 

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部（山梨） 
富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部では、令和４年７月５日（火）、管内の富士河口湖

町の西湖沖合いにおいて、水難救助訓練を実施しました。 

この訓練は、観光シーズンが到来し、水難事故の発生が予測されることから、水難救助隊と他

隊との連携強化を目的として実施したものです。 

訓練では、ドローンと救助艇を活用して水上・水中検索を行い、要救助者を救助艇に救出する

活動を実施しました。 

今後も質の高い訓練を継続し、水難救助対応能力の向上に努めてまいります。  

   
 

 

 

 

 

 

◆ 衣浦港消防防災訓練を実施 

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４年７月５日（火）、管内の海域等において、衣浦海上保安

署のほか１３機関と合同で衣浦港消防防災訓練を実施しました。 

この訓練は、衣浦港東部消防防災業務協定に基づいて、消防防災体制の確立と防災意識の高揚

を図ることを目的として実施したものです。 

当日は、関係機関と協力して、海中転落者の救助訓練や流出油対応訓練等に取り組みました。  

    
 

 

 
 

 

 

 

【救助艇に救出する様子】  【救助艇から搬送する様子】  

【海中転落者の救助訓練の様子】  【流出油対応訓練の様子】  
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◆ 合同水難救助訓練を実施 

伊万里・有田消防本部（佐賀） 
伊万里・有田消防本部では、令和４年７月６日（水）、佐賀県防災航空隊と合同水難救助訓練を

実施しました。 

 この訓練は、水のレジャーシーズンを迎えるに当たり、水難救助に必要な活動要領の習得、防

災ヘリや各隊の連携活動及び水難救助技術の向上を目的として実施したものです。 

 当日は、「遊泳中の男性２名が離岸流により沖まで流され、助けようとした男性１名も途中で溺

れて姿が見えなくなった」という想定で訓練を実施しました。 

 今後も、連携の強化を図る合同訓練を実施し、災害対応能力の向上に努めてまいります。  

  
 

 

 
 

研 修 等 

◆ 救急隊員研修を実施 

西はりま消防本部（兵庫） 
西はりま消防本部では、令和４年７月４日（月）、たつの市民病院の辻翔太郎医師を講師に迎え、

救急隊員研修を実施しました。 

 この研修では、高齢者の整形外科疾患に対する救急対応能力の向上を図ることを目的に、地域

医療に携わる専門医の観点から講義していただきました。 

近年、高齢者の整形外科疾患に起因する救急要請は増加の一途をたどっていることから、地域

医療機関と連携し、プレホスピタルケアを充実させる貴重な機会となりました。 

今後も、各事案に対する適切な救急活動を確認するために、多角的な視点で研修を計画し、救

急隊員の育成、地域医療機関との連携強化に努めてまいります。  

  
 

 
 

 

 

【研修会の様子】  

【訓練の様子】  
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◆ 火災調査に関する研修会を実施 

富士山南東消防本部（静岡） 

 富士山南東消防本部では、令和４年６月２４日（金）、２７日（月）、７月５日（火）の３日間、

全職員を対象に火災調査に関する研修会を実施しました。 

この研修会は、近年の火災発生件数の減少などにより、火災調査の実務経験が少なくなってい

ることや、経験豊富な職員が退職することに対応するため、火災原因調査技術の向上を目的に実

施したものです。 

当日は、総務省消防庁消防大学校消防研究センターに２年間派遣していた職員が、鑑識・鑑定

要領及び火災原因調査における一連の流れなどについて講義しました。 

今後も、職員一人一人のスキルアップを図り、さらなる火災調査技術の向上に努めてまいりま

す。  

   
 

 

 

 

◆ 女性活躍推進研修会を開催 

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部（福島） 

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部では、令和４年７月６日（水）、会津三広域消防連

絡協議会の開催に併せて、喜多方地方広域市町村圏組合消防本部、南会津地方広域市町村圏組合

消防本部と合同で女性活躍推進研修会を開催しました。 

この研修会は、女性消防職員を目指す学生を含む総勢７９名を対象として、講師に仙台市消防

局予防部予防課の及川由佳里氏を招き、「女性が輝く消防を目指して」をテーマに開催したもので

す。 

 「女性消防吏員の活躍と職場環境について」をテーマとしたパネルディスカッションでは、講

師と各消防本部から選出された４名のパネリストにより、職場環境の整備、女性職員の拡充や採

用増に向けた取り組みなど、さまざまな視点による活発な意見がありました。 

 今後も、女性職員の働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでまいります。  

   
 

 

 

【研修会の様子】  

【講演の様子】  【パネルディスカッションの様子】  
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◆ 技術向上研修会を実施 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部（茨城） 

常総地方広域市町村圏事務組合消防本部では、令和４年７月６日（水）、７日（木）の２日間、

実務経験が５年以下の救急救命士２２名を対象に技術向上研修会を実施しました。 

 この研修会は、地域ＭＣの医師をメディカルアドバイザーとして招き、経験の少ない救急救命

士が、現場で適切な判断と処置を行い、救急活動の円滑化を図ることを目的に実施したものです。 

当日は、基本特定行為の手技の確認と内因・外因を想定したシミュレーション訓練を実施しま

した。 

今後も訓練を重ね、救急活動能力の向上に努めてまいります。  

  
 

 

 

 

 
◆ 「消防職員のパワハラ対策」研修会を開催 

取手市消防本部（茨城） 

  取手市消防本部では、令和４年７月７日（木）、「消防職員のパワハラ対策」研修会を開催しまし

た。 

この研修会は、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の支援を受け、一般社団法人日本防

災教育訓練センター代表理事であるサニーカミヤ氏を講師に迎えて、ハラスメント防止対策を目

的として開催したものです。 

当日は、当消防本部の職員約７０人が参加し、実例を交えた具体的な対策などを学ぶことがで

き、改めてハラスメントの撲滅に真摯に取り組むきっかけとなりました。    

今後も、全職員で明るく活気ある職場づくりに努めてまいります。 

    
 

 
 

 

 

【研修会の様子】  

【基本特定行為の手技の確認の様子】  【シミュレーション訓練の様子】  
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そ の 他 

◆ 幼年消防クラブ大会を開催 

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４年７月１日（金）、幼年消防クラブ大会を開催しました。 

本大会は、管内の幼稚園・保育園・こども園の園児を対象に、幼児期から防火・防災思想を普及

することを目的として、煙道訓練、消防車見学、消防ぬり絵大会を行いました。今回が初めての開

催となります。 

今後も防火、防災に関する教育の一環として、幼年消防クラブ大会を継続してまいります。  

  
 

 

 
 

 

◆ 「ライブ通報１１９」の試験運用を開始 

志太広域事務組合志太消防本部（静岡） 

 志太広域事務組合志太消防本部では、令和４年７月１日（金）、「ライブ通報１１９」の試験運用

を開始しました。 

これは、１１９番通報時に、ライブ配信により、通報者が火災や交通事故の状況、傷病者の症状

などの現場の映像を消防指令センターに送ることができるライブ通報機能で、静岡県内初めて導

入することになります。この機能を活用することで、出動部隊に詳しい情報提供を行い迅速な現

場活動につなげることができます。   

また、通報者の不安の軽減や、応急手当の口頭指導の実施効果が高まることも期待できます。 

今後は、令和４年１０月１日（土）の本運用開始を目指し、継続して検証を実施してまいりま

す。  

      
 

 

 

 

 

【送られた映像を確認する指令員】  【ライブ通報１１９紹介動画  

二次元コード】 

【煙道訓練の様子】  【消防ぬり絵大会の様子】  
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◆ 深日港フェスティバルで消防フェアを開催 

泉州南広域消防本部（大阪） 
泉州南広域消防本部では、令和４年７月３日（日）、深日港フェスティバルにおいて、消防団、

婦人防火クラブと合同で、消防フェアを開催しました。 

 当日は、はしご車搭乗体験、消防車両展示、消防服の着装等を行い、各ブースとも多くの来場者

で賑わいました。 

 また、住宅防火の重要性を呼びかけるため、住宅用火災警報器の設置状況等のアンケート調査

を実施し、設置していない方には設置を働きかけるとともに、設置している方に対しても適切な

維持管理をするよう普及啓発を行いました。  

   
 

 
 

 

 

◆ 予防技術資格者認定職員に対して予防技術資格者章の交付式を実施 

呉市消防局（広島） 

  呉市消防局では、令和４年７月５日（火）、予防技術資格者認定職員に対して予防技術資格者章

の交付式を実施しました。 

当消防局は、今まで使用していた予防技術資格者章を一新し、防火査察、消防用設備等、危険物

の資格区分の保有数によって、金色（３区分）、銀色（２区分）、銅色（１区分）と色分けして表示

することにしました。これにより、３０名の予防技術資格者（金色６名、銀色７名、銅色１７名）

に交付しました。そのほか予防技術検定に合格している職員が３４名います。 

森島消防局長が、「予防行政は、火災が起こらないようにするために、法律上の権限を行使する

ことができます。このような大きな権限を持っていることを、職員一人一人が正しく認識し、日々

の業務を遂行してください。」と訓示しました。 

今後も、火災予防に関する高度な知識をもった職員を増やしていくよう努めてまいります。 

   
 

 

 

 

【交付式の様子】  【交付式後の記念撮影】  

【はしご車搭乗体験の様子】  【消防団ＰＲブースの様子】  
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◆ ベルーナドームの大画面（Ｌビジョン）で消防ＰＲを実施 

埼玉西部消防局（埼玉） 
 埼玉西部消防局では、令和４年６月２９日（水）と７月２２日（金）から２４日（日）までの計

４日間、所沢市にあるベルーナドーム大画面（Ｌビジョン）で消防ＰＲを実施します。 

これは、株式会社西武ライオンズの協力により実現したもので、プロ野球の公式試合前に観客

のみなさまに対して、設置から１０年を経過した住宅用火災警報器の維持管理と、夏季における

熱中症の予防対策についての注意喚起の画像を放映するものです。 

今後もユニークで効果的な広報を展開し、より多くのみなさまに当消防局の取り組みを積極的

に発信してまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

消防庁通知等 

◆ 住宅用火災警報器の設置状況等調査結果（令和４年６月１日時点）について 

                          （消防予第３４２号、令和４年７月８日） 

消防庁予防課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。 

 

住宅用火災警報器の設置率等の調査については、「住宅用火災警報器の設置状況等調査につい

て」（令和４年１月７日付け消防予第１号）により依頼していたところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220708_youbou_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<連絡先> 

消防庁予防課  佐藤・河野 

電話：03-5253-7523 

F A X: 03-5253-7533 

【ベルーナドームの「Ｌビジョン」】  

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220708_youbou_1.pdf
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◆ ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について（通知） 

                          （消防危第１５８号、令和４年７月１１日） 

消防庁危険物保安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。 

 

ガソリンスタンドにおいてガソリンを容器に詰め替えるときの本人確認等については、「ガソ

リンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について」（令和元年12月20日付け消防危

第197号）及び「容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について」（令和

２年３月11日付け消防危第60号）により、周知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/20220711_kiho_158.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

◆ 「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」の結果を踏まえ

た消防法令違反の是正の徹底について（通知） 

                          （消防予第３５２号、令和４年７月１１日） 

消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長あてに通知が発出されましたので、お知らせ

します。 

 

当庁においては、令和３年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省ととも

に「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」を開催し、今後取

り組むべき防火・避難対策等について検討し、報告書を公表したところです。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220711_ihanzeseinotettei.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：岡田、北中、高野、日下、瀬濤 

TEL 03-5253-7524  /  FAX 03-5253-7534 

消防庁予防課  企画調整・制度・防災管理係 

上村違反処理対策官、田澤係長、大野総務事務官 

℡:03-5253-7523 

E-mail: fdma-yobouka119@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/20220711_kiho_158.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220711_ihanzeseinotettei.pdf
mailto:fdma-yobouka119@soumu.go.jp?subject=fdma-yobouka119@soumu.go.jp
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報道発表 

◆ 消防防災科学技術研究推進制度令和４年度緊急枠研究開発課題の採択       

（令和４年７月１２日、消防庁）                                                

消防庁では、消防防災分野における課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術

研究推進制度（競争的資金）により研究開発を推進しています。 

令和３年 12月に大阪市北区において多数の死傷者を伴うビル火災が発生したことから、ガソリ

ン火災対策に資する資機材等の開発を目標に、令和４年度緊急枠研究開発課題を公募し、採択し

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/0a71ff7c534811668f806c713cca4dde9665e

f7d.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事務局連絡先＞ 

 消防庁予防課（消防技術政策担当） 

中嶋・羽田野・山本 

Tel：03-5253-7541 Fax：03-5253-7533 

E-mail：gisei2@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/0a71ff7c534811668f806c713cca4dde9665ef7d.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/0a71ff7c534811668f806c713cca4dde9665ef7d.pdf
mailto:gisei2@ml.soumu.go.jp?subject=gisei2@ml.soumu.go.jp
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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（№０４１６）１ページ、機関誌「ほのお」 

 ２０２２年４号（４／２５発刊）２９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 髙田 

原稿データは、kikakoho@fcaj.gr.jpに送信願います。 
 

④消防ワイド 

【特徴】 

・写真中心のビジュアルな広報 

・紙媒体により記録性に優れる広報 

【留意事項】 

・文章は、Wordで１００文字程度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。 

・消防ワイド、週間情報の両方に投稿された場合、どちらか一方にのみ掲載することがあり

ます。 

TEL：03-3234-1321 機関誌「ほのお」（消防ワイド）担当：企画課 髙田 

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。 

【特徴】 

・原則毎週刊行される、速報性のある広報 

・文章中心の情報量が多い広報 

【留意事項】 

・配信日（原則火曜日）から前２週間以内のイベント、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。） 

・週間情報、消防ワイドの両方に投稿された場合、どちらか一方にのみ掲載することがあり

ます。 

・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 石原 

原稿データは、weekly@fcaj.gr.jp に送信願います。 

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

