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週間情報 

 

 

 

 

 

 

 

訓   練 

◆ 災害救助警備合同訓練を実施 

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４年７月２６日（火）、史蹟名勝天然紀念物保存法により

名勝に指定されていた錦帯橋
きんたいきょう

周辺において、災害救助警備合同訓練を実施しました。 

この訓練は、発生が予想されている南海トラフ地震や局地的豪雨等の自然災害に対し、迅速か

つ、効果的な災害対応をするために、山口県警察本部（機動隊、航空隊、岩国警察署）、岩国市、

和木町及び岩国市観光協会の関係機関が連携の強化を図ることを目的に実施したものです。 

当日は、現場指揮本部設置、ボート救助、潜水救助、県警ヘリ「あきよし」による孤立者救助を

実施しました。 

今後も、関係機関と連携の強化を図り、災害対応能力の向上に努めてまいります。   
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発行日 令和４年８月９日 
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【孤立者救助の様子】  【ボート救助の様子】  
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研 修 等 

◆ 高齢者施設の関係者を対象とした講話を実施 

水戸市消防局（茨城） 
水戸市消防局では、令和４年７月２５日（月）、高齢者施設の関係者を対象とした研修会（福祉

部局主催）において、講話を実施しました。 

この講話では、当局の過去の火災事例などを踏まえた防火安全対策を伝えました。 

また、対象者に対してこの研修会に先立って令和４年６月２９日（水）及び７月１日（金）に、

オンラインで消防法令説明会を開催しました。 

現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者施設への立入検査が困難な状況にあり

ます。 

今後もこのような研修等を継続し、防火安全対策の向上に努めてまいります。 

   
 

 

 

 

そ の 他 

◆ 消防総監感謝状を贈呈 

東京消防庁（東京） 
東京消防庁三鷹消防署では、令和４年７月２０日（水）、杏林大学医学部付属病院の医師と看護

師に対し、消防総監感謝状を贈呈しました。 

本事案は、令和４年６月３０日（木）、ごみ収集中の作業員が誤って左腕をごみ収集車に巻き込

まれたというもので、東京ＤＭＡＴとして出場した同病院の医師と看護師が、傷病者の容態悪化

に備えた医療処置と医学的見地からの助言を行い、迅速な救出に貢献したものです。 

出場した医師からは「傷病者の生命が第一。適切な医療処置と積極的な助言をした結果、早期

に救出することができて良かった。」との言葉がありました。   

 
 

 
 

 

【感謝状贈呈後の記念撮影】  

【オンライン消防法令説明会の様子】  【研修会資料の一部】  
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◆ 全国高等学校総合体育大会「四国総体２０２２」関連施設の特別査察を実施 

松山市消防局（愛媛） 

松山市消防局では、令和４年７月２２日（金）、全国高等学校総合体育大会「四国総体２０２２」

関連施設の特別査察を実施しました。 

特別査察は、同大会が令和４年７月２９日（金）から開催されるため、愛媛の玄関口である松山

空港と、ハンドボールと柔道の競技会場である愛媛県武道館を中心に実施したものです。 

また、同大会が安全・安心で円滑な運営となるように、選手や関係者が宿泊する４８か所の施

設や競技会場の６施設、交通拠点６施設も実施しました。 

選手の皆さまが、思う存分に実力を発揮することができるように、安全・安心な大会運営を支

援してまいります。   

   
 

 

 

 

◆ 救急協力者に対して感謝状贈呈式を実施 

幸田町消防本部（愛知） 
幸田町消防本部では、令和４年７月２６日（火）、救急協力者に対して感謝状贈呈式を実施しま

した。 

本事案は、令和４年４月１３日（水）、幸田町大字永野地内の株式会社デンソー西尾製作所にお

いて、４６歳男性が勤務中に突然倒れた際に、近くにいた５名の職員が連携して迅速な１１９番

通報、的確な胸骨圧迫、ＡＥＤを使用した除細動を行ったものです。 

男性は、救急隊到着前に意識を取り戻し、搬送先の病院で入院治療後、現在は後遺症もなく日

常生活を送っています。 

この迅速・的確な行動により、尊い命を救ったことに敬意を表し、感謝状を贈呈しました。感謝

状贈呈式には４名の方が参加されました。 

   
 

 
 

 

 

【特別査察の様子】  

【贈呈式後の記念撮影】  
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◆ 女性向け職場体験会を実施 

北秋田市消防本部（秋田） 
北秋田市消防本部では、令和４年７月２７日（水）、女性向け職場体験会を実施しました。 

 この体験会は、女性消防職員の採用に向けて、当消防本部の活動や魅力を積極的に発信するこ

とを目的として実施したものです。 

 当日は、高校生４名が参加し、募集内容と業務概要等の説明を行ったあとに、庁舎や消防・救急

車両の見学、はしご車の搭乗や放水の体験を実施しました。 

  
 

 
 

 

 

 

◆ 予防技術資格者認定バッジの交付式を実施 

知多市消防本部（愛知） 
知多市消防本部では、令和４年７月２９日（金）、予防技術資格者として認定している職員に対

して予防技術資格者認定バッジの交付式を実施しました。 

この交付式は、バッジという目に見える形で、予防業務に精通した職員であるということを示

して業務を円滑にすることや、資格者である職員がより一層、職責の自覚を持つことを目的とし

て行ったものです。 

福田消防長からは「予防は人命救助の最前線、警防は人命救助の最後の砦と言われています。

日々変わっていく社会の中で予防業務に関するさまざまな依頼や困難な調査に直面する場面もあ

るかと思いますが、予防業務のスペシャリストとして誇りと自信と責任をもって任務を全うして

ください。」と訓示がありました。 

   
 

 

 

 

 

【交付式後の記念撮影】  【予防技術資格者認定バッジ】  

【募集内容と業務概要等の説明の様子】  【職場体験会中の記念撮影】  
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消防庁通知等 

◆ 火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に関する状況調査の結果について（通知） 

                          （消防予第３７４号、令和４年７月２８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。 

 

平素から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。 

「火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に関する状況調査及び説明会（第２回）

の実施等について」（令和４年５月９日付け消防予第224号）により実施した調査結果を、別添の

とおりとりまとめ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/220728_yobou_374.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消防本部における職員等のマイナンバーカードの取得の推進について   

                        （消防消第２６７号、令和４年７月２８日） 

消防庁消防・救急課長から各都道府県消防防災主管部（局）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。 

 

日頃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。 

デジタル社会の基盤となるツールであるマイナンバーカードの取得の推進については、「消防

本部における職員等のマイナンバーカードの取得の推進について」（令和４年５月25日付け消防

消第162号消防庁消防・救急課長通知）［別添１］で、消防行政においても、マイナンバーカード

は、救急救命士などの国家資格のデジタル化や、救急業務における傷病者の医療情報（薬剤情報

及び特定健診情報等）の閲覧等において活用が期待されていることなどをお伝えしましたが、令

和４年度末までに、マイナンバーカードがほぼ全国民に行き渡ることを目指して、政府と地方公

共団体とが連携して、その普及促進に取り組んでいることを踏まえ、消防職員を含め、地方公共

団体に所属する地方公務員は、自ら率先してマイナンバーカードを取得することが求められます。

（別添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/26c23a86c32d76f5c18e600ab02b2e516ed5d364.pdf）

に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

総務省消防庁予防課 

担当：稲垣、中嶋、上野、藤原、原口 

TEL ：03-5253-7523 

MAIL：yobo@soumu.go.jp 

消防庁  消防・救急課 

担当：田邉補佐、松本係長、前田事務官 

TEL：03－5253－7522 

E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220728_yobou_374.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/26c23a86c32d76f5c18e600ab02b2e516ed5d364.pdf
mailto:yobo@soumu.go.jp?subject=yobo@soumu.go.jp
mailto:shokuin@soumu.go.jp?subject=shokuin@soumu.go.jp
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◆ 救急車内の消毒について   

                        （事務連絡、令和４年７月２８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。 

 

救急業務における感染防止対策については、「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）」

の一部改訂について」（令和４年２月17日付け消防庁救急企画室事務連絡）において示した、

「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.1）」等を参考に、各消防本部においてメディカル

コントロール協議会等と協議の上、感染防止対策マニュアルを策定いただく等、適切な運用・

対策の徹底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/jimurenn.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指

定する省令の一部を改正する省令の公布について                      

（消防危第１５６号、令和４年８月１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。 

 

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定

する省令の一部を改正する省令（令和４年総務省令第５３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/220801_kiho_156.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   飯田専門官、岡澤補佐、石田係長 

TEL：03-5253-7529  

FAX：03-5253-7532 

E-mail：kyukyuanzen@soumu.go.jp 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室 

担当：竹村、伊藤 

TEL：03-5253-7524  

FAX：03-5253-7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/jimurenn.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220801_kiho_156.pdf
mailto:kyukyuanzen@soumu.go.jp?subject=kyukyuanzen@soumu.go.jp
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◆ 令和３年中の圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質に係る事故状況について  

                        （消防危第１６４号、令和４年８月１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。 

 

消防法（昭和23年法律第186号）第９条の３の規定に基づき、消防機関に届け出なければならな

い圧縮アセチレンガス等の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質（以下

「圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質」という。）の事故防止対策につきましては、平素

より御尽力を賜り感謝申し上げます。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220801_kiho_1.pdf）に掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ４―メチルベンゼンスルホン酸等に係る消防活動上等の留意事項について（事務連絡）                      

（事務連絡、令和４年８月１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。 

 

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定

する省令の一部を改正する省令の公布について（令和４年８月１日消防危第１５６号）のとおり、

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定す

る省令（平成元年自治省令第２号）第２条の表に定める物質として、４―メチルベンゼンスルホ

ン酸及びこれを含有する製剤（４―メチルベンゼンスルホン酸５％以下を含有するものを除く。）

（以下「４―メチルベンゼンスルホン酸等」という。）が追加されました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220801_kiho_169.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：合庭、佐藤、昆 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 

連絡先  消防庁危険物保安室 

岡田、佐藤、葛西 

電  話   03－5253－7524(直通) 

ＦＡＸ   03－5253－7534 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220801_kiho_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/220801_kiho_169.pdf
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報道発表 

◆ 令和４年６月の熱中症による救急搬送状況        

（令和４年７月２７日、消防庁）                                                

熱中症による救急搬送人員について、令和４年６月の確定値を取りまとめましたので、その概

要を公表します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20220727_kyuki_02.pdf）に掲載されてい

ます。 

 

 

 
 
 

 

 

 

◆ 「第２７回防災まちづくり大賞」の事例募集       

（令和４年７月２９日、消防庁）                                                

「防災まちづくり大賞」は、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。 

阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、２７回目となる本年度は、本日から令和４

年１０月１４日（金）までの間、取組事例を募集します。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（ https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/e0e5ca5ca219a03eab27ce1b50f1ac2d4392b

d82.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(連絡先)  

消防庁救急企画室  

担当：小味、入江、大浦  

電話：03-5253-7529  

FAX ：03-5253-7532 

＜問合せ先＞ 

  消防庁国民保護・防災部地域防災室 

鈴木課長補佐、中澤係長、吉井事務官 

TEL：03-5253-7561 FAX：03-5253-7576 

E-mail：chiikibousai@ml.soumu.go.jp 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20220727_kyuki_02.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/e0e5ca5ca219a03eab27ce1b50f1ac2d4392bd82.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/e0e5ca5ca219a03eab27ce1b50f1ac2d4392bd82.pdf
mailto:chiikibousai@ml.soumu.go.jp?subject=chiikibousai@ml.soumu.go.jp
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◆ 危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指

定する省令の一部を改正する省令（案）に対する意見公募の結果及び改正省令の公布       

（令和４年８月１日、消防庁）                                                

消防庁は、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び

数量を指定する省令の一部を改正する省令（案）の内容について、令和４年５月 19日から令和４

年６月 20日までの間、国民の皆様から御意見を公募したところ、４件の御意見をいただきました。

意見公募においていただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公

表します。また、意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しました。 

―以下省略― 

 

○ 全文は、消防庁ホームページ 

（ https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/ef38ccc9db4f7ea78005ef1f7baedcffb8fe0

e73.pdf）に掲載されています。 

 

 

 
 
 

 

 

情報提供 

◆ 第３５回日本保健福祉学会 学術集会「講演・シンポジウム」のご案内（参加費無料） 

     ―「消防職員の惨事ストレス」をテーマにシンポジウムを開催― 

日本保健福祉学会 
第３５回学術集会は、災害救援者のサポートをメインテーマとして開催します。 

消防職員などの災害救援者は、救援活動に従事する中で、複雑な心理社会的影響を受けること

があります。このような場合のサポートは、災害が多発化し、大規模化する中で重要なテーマで

す。今回、消防職員の皆様方を対象に特別参加枠を設けて、講演・シンポジウムに限定して参加申

込を受け付けます。 

 

１ 開催日時    ２０２２年１０月１日（土）午前９時３０分～午後５時３０分 

 

２ 参加方法   オンライン（アプリケーションはＺＯＯＭを予定） 

       

３ 対  象   消防職員（定員６００名） 

 

４ 参 加 費   無 料 

 

５ 申込方法   第３５回日本保健福祉学会学術集会ホームページ（消防職員入力フォーム）

よりお申し込みください。（ＵＲＬ：https://c22r503.wixsite.com/my-site-1） 

         お申し込み後、９月下旬に学術集会「講演」「シンポジウ 

ム」会場へのログイン方法等を連絡します。なお、３日前  

までに連絡がない場合には、お手数ですが実行委員会

（Email：hw35cf.contact@gmail.com）までご連絡ください。 

 

６ 申込期限    ８月１６日（火）１２時まで 

（参加申込に関するご相談は、実行委員会 

（Email：hw35cf.contact@gmail.com）までご連絡ください。） 

 

７ その他 

プログラム等はホームページをご覧ください。 

 

 

（連絡先） 

消防庁危険物保安室   担当：竹村、伊藤 

T E L：０３－５２５３－７５２４（直通） 

F A X：０３－５２５３－７５３４ 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/ef38ccc9db4f7ea78005ef1f7baedcffb8fe0e73.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/ef38ccc9db4f7ea78005ef1f7baedcffb8fe0e73.pdf
https://c22r503.wixsite.com/my-site-1
mailto:hw35cf.contact@gmail.com
mailto:hw35cf.contact@gmail.com）までご連
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＊ 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。 

 

○ ９４７０８ 宇城広域連合消防本部（熊本） 

変更日   ：令和４年８月２日 

新郵便番号 ：〒８６９－０４１７ 

新住所   ：熊本県宇土市境目町４２７番地  

旧住所   ：熊本県宇土市新松原町１５９番地１ 

変更理由  ：消防本部庁舎移転のため 

 

 

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。 

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

