報道発表

最近の報道発表（平成27年３月25日～平成27年４月24日）
＜総務課＞
27.4.11

通知等

第24回危険業務従事者叙勲（消防関係）

第24回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、621名で勲章別内訳は次のとおりです。
・瑞宝双光章 330名
・瑞宝単光章 291名

＜消防・救急課＞
27.3.31

今年度に開催した「消防学校における教育訓練に関する検討会」での検討結果等を受け、消
消防学校の施設、人員及び運営の基準及び消防学校
防学校の施設、人員及び運営の基準（昭和46年消防庁告示第１号）及び消防学校の教育訓練
の教育訓練の基準の一部改正等
の基準（平成15年消防庁告示第３号）の一部を改正しました。

27.3.25

近年の複雑多様化する災害や消防業務の高度化等を踏まえ、消防学校における消防職員の教
｢消防学校における教育訓練に関する検討会｣ 報告 育訓練内容や教育訓練に必要な施設、人員等について検討を行うため、「消防学校における教
書の公表
育訓練に関する検討会」を開催しました。
この度、検討結果を報告書として取りまとめましたので公表します。

＜救急企画室＞
27.3.31

「平成26年の救急出動件数等（速報）」の公表

27.3.30

救急出動件数は年々増加しており、今後も高齢化の進展等を背景に救急需要の増大が見込ま
「平成26年度救急業務のあり方に関する検討会報告 れる中、救急業務を取り巻く諸課題について検討するため、消防庁では昨年度に引き続き「救
書」の公表
急業務のあり方に関する検討会」を開催しました。
この度、検討結果を報告書として取りまとめましたので公表します。

平成26年中の救急出動件数等の速報を取りまとめましたので公表します。

＜予防課＞
27.3.31

27.3.30

大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会 「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」の報告書「大規模地震時の電気火災の
報告書の公表について
発生抑制対策の検討と推進について」が取りまとまりましたので公表いたします。

「対象火気設備等技術基準検討部会報告書」の公表

消防庁では、ガスこんろ等の位置等の基準を定める省令の施行から10年以上が経過し、当初
想定していなかった設備（ガスグリドル付こんろ、大容量のIH調理器）に対応するとともに、
蓄電池設備に関する規制の合理化を図るため、
「対象火気設備等技術基準検討部会」を開催し、
検討を行ってきました。
この度、報告書が取りまとめられましたので公表いたします。

＜危険物保安室＞
27.4.10

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 消防庁は、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成27
（案）に対する意見募集
年４月11日から平成27年５月15日までの間、意見を募集します。

27.3.26

消防庁では、平成26年５月より｢火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」
「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する を開催し、火災危険性を有するおそれのある物質や火災予防又は消防活動に重大な支障を生
調査検討報告書｣ の公表
ずるおそれのある物質について調査検討を行ってきましたが、この度、本検討会の報告書が
取りまとめられましたので公表します。

27.3.26

消防庁では、危険物施設への太陽光発電設備の設置要望が増えていることを踏まえ、危険物
「危険物施設の多様な使用形態に対応した技術基準 施設に太陽光発電設備を設置するという新たな使用形態に伴って想定される火災危険性を抽
のあり方検討報告書」の公表
出し、危険物施設の安全対策のあり方について検討しました。
この度、報告書がとりまとめられましたので、公表します。

＜特殊災害室＞
27.3.27

消防庁では、石油コンビナート等における防災の確保を目的として、総合的な防災体制の充
実強化について検討を行う「石油コンビナート等防災体制検討会」を開催し、災害時の一元
「石油コンビナート等防災体制検討会報告書」の公
的な連絡調整等を行う組織である石油コンビナート等防災本部の機能強化のための訓練のあ
表
り方について検討を行ってきました。
この度、本検討会の報告書が取りまとめられましたので、公表いたします。

27.3.27

消防庁では、放射性物質や放射線の環境下における消防活動において、より安全かつ効果的・
「放射性物質事故等対応資機材に関する検討会報告 効率的に実施することが期待できる対応資機材について、「放射性物質事故等対応資機材に関
書」の公表
する検討会」を開催し、検討を行ってきました。
この度、本検討会の結果を報告書として取りまとめましたので、公表いたします。
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＜防災課、防災情報室＞
27.4.10

「突発的局地的豪雨による土砂災害時における防災 消防庁に設置した「突発的局地的豪雨による土砂災害時における防災情報の伝達のあり方に
情報の伝達のあり方に関する検討会」報告書の公表 関する検討会」において、この度、検討結果を報告書として取りまとめましたので公表します。

＜参事官＞
27.3.30

通知等

消防庁では、広島市土砂災害等の大規模な土砂災害時において、消防機関が救助活動を安全
「土砂災害時の救助活動のあり方に関する検討会報 かつ効率的に実施するための活動要領を策定するため、「土砂災害時の救助活動のあり方に関
告書」の公表
する検討会」を開催し、その方策について検討を行いました。
このたび、本検討会において報告書がとりまとめられましたので、公表します。

＜国民保護室＞
27.4.14

消防庁では、2019年のラグビーワールドカップや2020年のオリンピック・パラリンピック
大規模イベント開催時の危機管理等における消防機
東京大会という大規模イベントの開催に向けて、消防機関等が今後取り組むべき課題及び対
関のあり方に関する研究結果
応策をとりまとめましたので公表します。

＜広域応援室＞
27.4.22
27.4.22

緊急消防援助隊の登録隊数（平成27年4月1日現在）

平成27年４月１日現在における緊急消防援助隊の登録数は、742消防本部の4,984 隊（重複
登録を除く。）となり、平成26年４月１日の登録数（4,694 隊）より290隊増加しました。

東日本大震災での教訓を踏まえ、特殊災害の対応に特化した部隊であるエネルギー・産業基
「ドラゴンハイパー・コマンドユニット」の車両公
盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の中核車両が完成したので、報道
開
機関の皆さまに公開します。

最近の通知（平成27年３月25日～平成27年４月24日）
発番号

日付

あて先

発信者

標

題

事務連絡

平成27年4月14日

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

消防庁予防課

消防消第61号
消防大第44号

平成27年3月31日

都道府県消防防災主管部（局）長

消防庁消防・救急課長
消防学校を支援するための人材活用スキームについて
消防庁消防大学校副校長

消防消第60号

平成27年3月31日

消防消第59号

平成27年3月31日

各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁次長

消防学校の施設、人員及び運営の基準及び消防学校の教育訓
練の基準の一部改正について（通知）

消防災第51号
消防広第76号

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管部長

消防庁防災課長
消防庁広域応援室長

緊急消防援助隊の強化と併せた都道府県の災害応急対策の見
直しについて

消防広第74号

平成27年3月31日

各都道府県知事
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁長官

緊急消防援助隊運用要綱の見直しについて（通知）

消防広第68号

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管部長

消防庁広域応援室長

大規模災害時等における都道府県内の消防広域応援体制の強
化について（通知）

消防予第137号

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管部長

消防庁予防課長

事務連絡

平成27年3月31日

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

消防庁予防課

認知症高齢者グループホーム等の火災対策の充実のための介
護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共有・連携体
制の構築に関するガイドラインに係る執務資料の送付

消防予第136号

平成27年3月31日

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

消防庁予防課長

認知症高齢者グループホーム等の火災対策の充実のための介
護保険部局、消防部局及び建築部局による情報共有・連携体
制の構築について

事務連絡

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管課

消防庁予防課

違反対象物に係る公表制度の実施検討状況調査の結果について

各都道府県消防防災主管部長
（消防学校設置市）消防長

消防庁消防・救急課長

消防用設備等の設置に係る金融上の措置について（情報提供）

「消防学校の教育訓練の基準」の教育指標の一部改正について
（通知）

「査察規程の作成例」の送付について（通知）
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発番号

日付

あて先

発信者

標

題

事務連絡

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管課

消防庁予防課

重大な消防法令違反対象物に係る実態等の調査の結果について

消防予第134号

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管部長

消防庁予防課長

違反対象物に係る公表制度の実施の推進に係る留意事項ついて
（通知）

消防予第133号

平成27年3月31日

各都道府県知事

消防庁次長

違反対象物に係る公表制度の実施の推進について（通知）

事務連絡

平成27年3月31日

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

消防庁予防課

平成27年度違反是正推進に係る弁護士相談事業における補足
事項について

消防予第132号

平成27年3月31日

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

消防庁予防課長

事務連絡

平成27年3月31日

各都道府県消防防災主管部(局)
東京消防庁・各指定都市消防本部

消防庁総務課

消防広第63号

平成27年3月30日

各都道府県消防防災主管部長
消防庁広域応援室長
東京消防庁・各政令指定都市消防長

平成27年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練実施上の重
点推進事項について（通知）

消防特第44号

平成27年3月30日

関係道府県消防防災主管部長

消防庁特殊災害室長

石油コンビナート等防災本部の機能強化のための訓練の充実
について（通知）

消防予第130号

平成27年3月27日

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

消防庁予防課長

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）

消防予第129号

平成27年3月27日

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

消防庁予防課長

消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）

事務連絡

平成27年3月27日

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

消防庁予防課長

消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火
安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部
を改正する省令の参考資料の送付について

消防危第54号

平成27年3月26日

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

消防庁危険物保安室長 平成27年度危険物事故防止アクションプランの取組について

消防災第44号

平成27年3月25日

関係都道府県消防防災主管部長

消防庁防災課長

中防消第6号

平成27年3月25日

関係都道府県防災会議会長

消防予第127号

平成27年3月25日

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

消防庁予防課長

消防用設備等の非常電源として用いる自家発電設備の出力算定
の一部改正について（通知）

消防予第126号

平成27年3月25日

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

消防庁予防課長

加圧送水装置の基準の一部改正に係る運用上の留意事項について
（通知）

中央防災会議会長
（内閣総理大臣）
安倍晋三

平成27年度違反是正推進に係る弁護士相談事業の実施について
（通知）
平成27年度消防庁広報テーマについて

融雪出水期における防災態勢の強化等について（通知）

融雪出水期における防災態勢の強化について

広報テーマ
５

月

６

①住宅用火災警報器等の普及促進

予防課

③ｅ-カレッジによる防災・危機管理教育の

地域防災室

②風水害への備え
お知らせ

防災課

①危険物安全週間

②津波による被害の防止
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月
危険物保安室
防災課

