
平成 29 年８月 31 日 

  消 防 庁   

 

平成 29年度「救急の日」及び「救急医療週間」 

 

 「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

度に定められ、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。 

 期間中、全国各地において、消防庁、厚生労働省、都道府県、市町村、全国消防 

長会、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本救急医学会、その他関係機関

の協力により、各種行事が開催されます。 

 消防庁では、「救急の日 2017」及び「救急功労者表彰式」を開催します。 

 「救急の日 2017」では、「救急隊・救急救命士の活動ショートムービーコンテスト」

を開催します。より多くの方々に救急隊や救急救命士が身近な存在であると感じ

ていただくとともに、信頼度を向上させていただくきっかけとなるような広報 

動画を国民の皆さまから広く募集しました。この動画について、イベント内で優

秀作品を発表し、来場者にも審査をしていただいた上で最優秀作品を決定いたし

ます。 

 

【資料】 
平成29年度「救急の日」及び「救急医療週間」 

 

[参考] 

・救 急 の 日  ･･･ ９月９日（土） 

・救 急 医 療 週 間  ･･･ ９月３日（日）～９月９日（土） 

・「救 急 の 日 2 0 17」･･･  ９月３日（日）11時 00分～17時 00分 

アクアシティお台場 ３階「アクアアリーナ」 

・「救急功労者表彰式」 ･･･ ９月８日（金）13時 30分～ 13時 50分 

ＫＫＲホテル東京 11階「孔雀の間」 

 

 
【連絡先】消防庁救急企画室 

担当：森川専門官、小川係長、中西事務官、志田事務官 

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



平成 29年度「救急の日」及び「救急医療週間」 

 

１ 趣旨 

 「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年度

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。 

期間中、全国各地において、消防庁、厚生労働省、都道府県、市町村、全国消防長

会、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本救急医学会、その他関係機関の協力

により、各種行事が開催されます。 
 

２ 平成 29年度の日程 

  「救 急 の 日」 ９月９日（土） 

  「救急医療週間」 ９月３日（日）～９月９日（土） 
 

３ 消防庁の実施行事等 

（１） 「救急の日 2017」の開催 

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、かつ、救急医療

関係者の意識高揚を図ることを目的に開催します。 
 

①  日 時  ９月３日（日）  11時 00分～17時 00分 

②  場 所  アクアシティお台場 ３階「アクアアリーナ」 

東京都港区台場１丁目７番１号 

③  行事内容  

 キャラクター着ぐるみによるステージオープニング（ＭＣによる開会宣言） 

（ハートラちゃん、消太くん、ぐんまちゃん、松戸さん） 

 日本赤十字社 

「あなたの勇気が命を救う！ハートラちゃんと一緒に体験しようＡＥＤ」 

 一般社団法人 日本ＡＥＤ財団 減らせ突然死プロジェクト実行委員会 

「救命された方からのメッセージと子供たちへのカンタン救命講座」 

 一般社団法人 日本救急医学会・消防庁 

「救急隊・救急救命士の活動ショートムービーコンテスト」 

 イベント当日に、来場者の投票結果も合わせて、各部門から最優秀賞、優秀

賞を選定し、表彰します。 

 審査対象ではありませんが、消防本部からの応募作品を会場で上映します。 

 その他 

 パネル及びポスター展示 

 救急関係機器及び機材の展示 等 

④  主 催 

消防庁、厚生労働省、一般財団法人日本救急医療財団、一般社団法人日本救急医学会 



（２） 救急功労者表彰式 

平素から救急業務の推進に貢献し、社会公共の福祉の増進に顕著な功績が  

あった個人及び団体を表彰するもので、総務大臣表彰は、個人表彰 14 名及び団体

表彰１団体で、消防庁長官表彰は、個人表彰 17名となっています。 

 

① 日 時 ９月８日（金） 13時 30分～13時 50分 

② 場 所 ＫＫＲホテル東京 11階「孔雀の間」 

  東京都千代田区大手町１丁目４番１号 

③ 受賞者名簿 別紙のとおり 

  

４ その他の取り組み 

（１）「救急の日」ポスター作成・配付（制作：一般財団法人救急振興財団） 

今年度は、横綱の稀勢の里関を起用したポスターを作成し、標語については、

「救急場所、あなたも救命の横綱に。」としました。 

このポスターでは、少しの勇気と粘り強くあきらめない心、そして救急蘇生法

についての正しい知識があれば、誰でも大切な命を救うことができることを伝え

ています。また、いざというときに、落ち着いた対応ができるよう救命講習の参

加を促しています。 

また、「救急の日」ポスターの他に、映画「散歩する侵略者」とタイアップした    

ポスターを作成しました。愛する大切な人が突然直面する生命の危機にいつでも応

急手当ができるように、救命講習についての興味を持っていただくことを目的  

としています。 

ポスターは一般財団法人救急振興財団を通じて、全国の消防本部や消防関係団体

に配付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

         救急の日ポスター          映画「散歩する侵略者」タイアップポスター 

 



（２）消防機関における実施行事等 

全国の消防機関においても、期間中には様々なイベントが開催されます。 

 地域のイベント内容例（予定） 

・ 栃木県宇都宮市消防局 救急フェア＆救急の日救急医療週間イベント 2017 

   期 日：９月３日（日）10時 00分～14時 30分  

場 所：ベルモール（栃木県宇都宮市陽東６－２－１） 

   内 容：救急クイズ、心肺蘇生法コーナー、熱中症予防や応急処置の講演等 

   URL：http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/655/20170903.pdf  

・ 長野県飯田広域消防本部 「救急の日」イベント  

   期 日：９月９日（土）９時 30分～正午  

場 所：飯田消防署（長野県飯田市東栄町３３４５） 

内 容：救急クイズ、心肺蘇生法体験等 

URL：http://119.minami.nagano.jp/ 

・ 福岡県飯塚地区消防本部 「救急の日のつどい」2017 

期 日：９月９日（土）13時 30分～16時 00分  

場 所：イイヅカコスモスコモン（福岡県飯塚市飯塚１４－６６） 

内 容：記念講演、心肺蘇生法の講習等 

URL：http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/275226_52757156_misc.pdf 

・ 兵庫県西宮市消防局  2017「救急の日」記念行事  

  期 日：９月９日（土）14時 00分～16時 30分  

場 所：西宮市医師会看護専門学校（兵庫県西宮市池田町１３－２） 

    内 容：記念講演、心肺蘇生法の指導等 

URL：http://www.nishi.or.jp/contents/0002543300030010100682.html 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/275226_52757156_misc.pdf


（50音順）

いけだ　みちこ

池田　倫子
60歳 福岡応急手当て普及の会　代表 福岡県

いしい　ふみこ

石井　史子
65歳 岡山赤十字病院　検査部長　兼　医療社会事業部長 岡山県

うえたに　よしゆき

上谷　良行
65歳 兵庫県立こども病院副院長　兼　小児救命救急センター長 兵庫県

うえのはら　ひろし

上之原　広司
63歳 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター　副院長 宮城県

がんどう さとし

丸藤　哲
64歳 北海道大学病院　先進急性期医療センター 救急科 教授 北海道

きたがわ　よしみ

北川　喜己
58歳

一般社団法人　日本海員掖済会　名古屋掖済会病院
副院長　兼　救命救急センター長

愛知県

きたむら　まこと

北村　誠
67歳

京都市消防学校　救急教育訓練センター
救急救命士養成課程　専任教員

京都府

さだみつ　だいかい

定光　大海
64歳

国立病院機構　大阪医療センター
救命救急センター　診療部長

大阪府

しみず　みきお

清水　幹夫
69歳 社会医療法人抱生会　丸の内病院　副院長 長野県

せなみ まさき

瀬浪　正樹
66歳

広島県厚生農業協同組合連合会　尾道総合病院
麻酔科　病院長代行

広島県

たかはし　 たけし

髙橋　毅
57歳 独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター　病院長 熊本県

たにざき よしお

谷崎　義生
69歳

公益財団法人　脳血管研究所附属美原記念病院
副院長 兼 救急部長

群馬県

なかざわ  よしひで

中澤　良英
71歳 社会医療法人加納岩理事長　兼　加納岩総合病院　病院長 山梨県

まつばら　やすひろ

松原　康博
62歳 島根県立中央病院　医療局　次長 島根県

埼玉県

平成29年度救急功労者表彰受賞者名簿

●総務大臣表彰対象者数 15個人・団体　　　

○個人表彰14名

○団体表彰１団体

    さいたまいかだいがくそうごういりょうせんたー

       埼玉医科大学総合医療センター

910350
新規スタンプ



○個人表彰17名 （50音順）

いしはら　たけし

石原　武志
54歳 松江市消防本部　救急室長 島根県

かさはら　よねかず

笠原　米和
60歳 高島市消防本部　消防長 滋賀県

かまだ　ただし

鎌田　正
60歳 鳥取県東部広域行政管理組合消防局　湖山消防署　署長 鳥取県

こすげ　ゆうき

小菅　優喜
58歳 利根沼田広域市町村圏振興整備組合消防本部　消防司令長 群馬県

こばやし　かずひろ

小林　一広
59歳 救急振興財団　救急救命東京研修所　研修部

参事　兼　研修課長
東京都

こばやし　こうたろう

小林　浩太郎
58歳 北はりま消防組合　加東消防署長 兵庫県

こやま　みつはる

小山　光晴
54歳 田原市消防本部　消防署長補佐　兼　警防第１係長 愛知県

すがい　えいじ

須貝　衛治
56歳 村上市消防本部　警防課長 新潟県

すどう　かずよし

須藤　和義
53歳 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部

佐倉消防署　主幹　兼　副署長
千葉県

たなか　しんいち

田中　信一
57歳 川崎市消防局　警防部救急課　課長 神奈川県

にしかわ　けんし

西川　憲志
57歳 大隅肝属地区消防組合　指令課　課長補佐 鹿児島県

はたけやま　みさお

畠山　操
61歳 由利本荘市消防本部　総務課　再任用　主査 秋田県

はまの　たけし

浜野　武志
60歳 金沢市消防局　警防課　救急救助係長 石川県

まちだ　てつお

町田　哲男
54歳 小山市消防本部　小山市消防署　桑分署　分署長 栃木県

もりや　こうたろう

守谷　宏太郎
59歳 岡山市消防局　統括審議監 岡山県

よこた　てるお

横田　輝夫
62歳 城陽市消防署　救急課（再任用） 京都府

よしかわ　かずひこ

好川　和彦
59歳 守口市門真市消防組合　門真消防署　署長 大阪府

平成29年度救急功労者表彰受賞者名簿

●消防庁長官表彰対象者数 17個人　　　


	01【消防庁】救急の日報道発表
	１　趣旨
	２　平成29年度の日程
	３　消防庁の実施行事等
	（１） 「救急の日2017」の開催
	（２） 救急功労者表彰式

	４　その他の取り組み
	今年度は、横綱の稀勢の里関を起用したポスターを作成し、標語については、「救急場所、あなたも救命の横綱に。」としました。
	このポスターでは、少しの勇気と粘り強くあきらめない心、そして救急蘇生法についての正しい知識があれば、誰でも大切な命を救うことができることを伝えています。また、いざというときに、落ち着いた対応ができるよう救命講習の参加を促しています。

	（２）消防機関における実施行事等

	02【別紙】平成29年度救急功労者表彰受賞者名簿
	平成29年度総務大臣　順位表（個人）


