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最近の報道発表（平成30年2月24日～平成30年3月23日）
＜総務課＞

30.3.20 台湾東部地震災害に係る消防庁長官表彰及び賞状
の授与

平成30年２月７日に発生した台湾東部地震災害に際し、国際緊急援助隊として派遣され功労のあった
隊員に対し消防庁長官表彰（国際協力功労章）を、また隊員を派遣した消防本部に対する賞状の授与
を行います。

30.2.28 自治体消防制度70周年記念式典の開催

昭和23年３月７日に消防組織法が施行され、市町村消防の原則に基づく今日の自治体消防制度が確立
して以来、本年３月には70周年を迎えます。
これを記念して、消防関係者をはじめ国民に広く我が国の消防の発展について回顧してもらうととも
に、更なる国民の安心・安全を確保することを目的として、天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、記念式
典を挙行します。

30.2.28 消防・防災活動活性化大会の開催

自治体消防制度70周年を記念し、毎年度行われている「全国消防職員意見発表会（全国消防長会主催）」
及び「全国消防団員意見発表会（消防庁主催）」のそれぞれ直近数年間の最優秀賞受賞者等が一堂に会
し、それぞれの業務や活動に関する課題等について、改めて意見発表を行うとともに、地域防災の一
翼を担う自主防災組織等による先進的な活動事例の発表、消防団活動に協力する事業所を顕彰するこ
とにより、今後の全国における消防・防災活動がより一層活性化することを目指し、「消防・防災活動
活性化大会」を開催します。

30.2.28 自治体消防制度70周年記念内閣総理大臣表彰及
び総務大臣感謝状

本年３月７日の自治体消防制度70周年記念式典において、自治体消防制度70周年記念内閣総理大臣表
彰及び総務大臣感謝状贈呈を行います。
この表彰は、自治体消防制度70周年を記念し、内閣総理大臣より、消防団員として多年にわたり消防
業務に従事し、広く地域防災のリーダーとして、地域社会の安全確保、防火防災思想の普及、消防施
設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施について尽力された方々及び消防職員として災害防
御に関する諸制度の創設など消防行政の発展に尽力された方々を表彰するものです。
また、総務大臣より、消防行政の発展に貢献いただいた有識者や関係団体等に感謝状を贈呈するもの
です。
内閣総理大臣表彰　受賞者15名
総務大臣感謝状　　受贈者12（7名、5団体）

＜総務課、地域防災室＞

30.2.28 平成29年度消防庁長官表彰

本年３月７日の自治体消防制度70周年記念式典において、平成29年度消防庁長官表彰を行います。表
彰する受章者は次のとおりです。
功労章　受章者数171名（内訳：消防吏員106名　消防団員65名）
永年勤続功労章　受章者数2,983名（内訳：消防吏員1,084名　消防団員1,896名　消防教育職員3名）
表彰籏　受章者数27機関
竿頭綬　受章者数47機関
都道府県消防防災関係事務従事職員表彰　受章者数2名
消防団等地域活動表彰　受賞者数38機関
防災功労者表彰　受賞者数6機関

＜消防・救急課＞

30.3.14 消防庁Ｇ20大阪サミット等対策準備本部の設置 消防庁は、来年のＧ20大阪サミット及び関連会合等の開催に向け、消防庁における対応体制の強化等
を行うため、消防庁次長を本部長とする「消防庁Ｇ20,大阪サミット等対策準備本部」を設置しました。

＜救急企画室＞
30.3.14 「平成29年中の救急出動件数等（速報値）」の公表 平成29年中の救急出動件数等の速報値を取りまとめましたので公表します。

＜予防課＞

30.3.5 消防法施行規則等の一部を改正する省令（案）等
に対する意見公募

消防庁は、消防法施行規則等の一部を改正する省令（案）等の内容について、平成30年３月６日から
平成30年４月４日までの間、意見を公募します。

30.2.27 平成30年春季全国火災予防運動の実施 平成30年3月1日（木）から3月7日（水）まで『平成30年春季全国火災予防運動』が全国各地で実施
されます。

＜防災課＞

30.3.14 市町村における津波避難計画の策定状況等の調査
結果

消防庁では、市町村における津波避難計画の策定状況等について調査を実施し、この度、平成29年12
月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。
本調査結果を受け、消防庁では、津波避難計画の策定が進んでいない地方公共団体に対し、必要な取
組を進めるよう通知を発出いたします。
今後も津波発生時における避難に万全を期するよう地方公共団体に対し働き掛けを行ってまいります。

＜国民保護室、国民保護運用室＞

30.3.20 Ｊアラートにより配信する国民保護情報の多言語
配信の開始

2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、今
後増加が見込まれる外国人に対しても、緊急事態発生時における情報を迅速かつ確実に伝達できるよ
うにすることが求められています。
このため、今般、関係省庁と協力しながら、弾道ミサイル発射等の国民保護情報を、外国語で災害情
報を提供するアプリ「Safety tips」を活用して多言語で配信を行えるようにしましたので、この旨を
お知らせします。

報道発表

通知等

報道発表・通知

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300320_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300228_houdou_5.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300228_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300228_houdou_4.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300228_houdou_3.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300314_houdou_3.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300314_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300305_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300227_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300314_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300320_houdou_1.pdf


消防の動き '18 年 4 月号   - 28 -

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜地域防災室＞

30.3.5 平成29年度優良少年消防クラブ・指導者表彰
（フレンドシップ）

少年消防クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活動の活性化を図り、少年消防クラブの育成発展に寄
与することを目的に、総務大臣賞及び消防庁長官賞の表彰を行います。表彰の内訳は次のとおりです。
特に優良な少年消防クラブ（総務大臣賞）　　24団体
優良な少年消防クラブ指導者（総務大臣賞）　13名
優良な少年消防クラブ（消防庁長官賞）　　　47団体

＜応急対策室＞

30.3.7 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）の被害状況（平成30年3月1日現在）

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況につきまして、平成
30年３月１日現在の状況を第157報に取りまとめましたのでお知らせします。

＜消防研究センター＞

30.2.28 平成30年度消防防災科学技術賞の作品募集 消防庁では、消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的として、「平成
30年度 消防防災科学技術賞」の作品募集をいたします。

最近の通知（平成30年2月24日～平成30年3月23日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

消防特第40号 平成30年3月20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

消防庁特殊災害室長

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う原子力規制委員会関係規則の
整備等に関する規則の施行について

消防広第131号 平成30年3月16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
東海地震における緊急消防援助隊運用方針等の全部改正及
び東南海・南海地震における緊急消防援助隊運用方針等の
運用停止について（通知）

消防予第83号 平成30年3月15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）

消防広第128号 平成30年3月13日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各政令指定都市消防長

消防庁広域応援室長
緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練図上訓練
企画・実施マニュアルの活用について

消防予第75号 平成30年3月13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 小規模社会福祉施設等に係る実態調査の結果について

消防特第32号 平成30年3月12日 関係道府県消防防災主管部長 消防庁特殊災害室長 自衛防災組織等の防災要員の教育・研修について（通知）

消防救第42号 平成30年3月9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

消防庁救急企画室長 労働基準法施行規則の一部改正について（通知）

消防広第124号 平成30年3月8日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各政令指定都市消防長

消防庁広域応援室長
平成30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

消防広第123号 平成30年3月8日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各政令指定都市消防長

消防庁広域応援室長
緊急消防援助隊地域ブロック訓練検討員要綱の一部改正に
ついて

中防消第3号 平成30年3月6日 関係都道府県防災会議会長
中央防災会議会長 （内閣総理大臣）
安倍 晋三

融雪出水期における防災態勢の強化について

府政防第264号
消防災第36号 平成30年3月5日 各都道府県防災担当主管部局長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（調査・企画担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な
考え方（報告）」を踏まえた大規模・広域避難に関連する取
組について

事務連絡 平成30年3月2日 各都道府県消防防災主管課 消防庁消防・救急課 再任用制度の運用等に係る調査結果について

消防消第37号 平成30年3月2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

消防庁消防・救急課長
平成30年度消防の広域化及び連携・協力のモデル構築事業
の委託に関する提案募集について

事務連絡 平成30年2月28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
リンナイ株式会社が製造した温水式浴室乾燥暖房機のリ
コールについて

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/02/300228_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300307_houdou_1.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h30/03/300305_houdou_2.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300320_toku40.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300316_kou131.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300315_yo83.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300313_kou128.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300313_yo75.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300312_toku32.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300309_kyu42.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300308_kou124.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300308_kou123.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300306_chuboushou3.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300305_fuseibou264_sai36.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300302_jimurenraku.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3003/pdf/300302_syo37.pdf
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi3002/pdf/300228_jimurenraku.pdf


消防の動き '18 年 4 月号   - 29 -

報道発表

通知等

報道発表・通知

平成30年度月別広報施策テーマ
４　月

①林野火災の防止 特殊災害室

６　月

①危険物安全週間	
②	全国防災・危機管理トップセミナー
③地震に対する日常の備え

危険物保安室
防災課
防災課

８　月

①電気器具の安全な取扱い	
②防災訓練への参加の呼び掛け

予防課
防災課

10　月

①ガス機器による火災及びガス事故の防止
②住宅用火災警報器の設置率等の調査結果
③危険物施設等における事故防止
④市町村長の対応力強化のための研修・訓練
⑤消防の国際協力に対する理解の推進

予防課
予防課
危険物保安室
防災課
参事官

12　月

①消防自動車等の緊急通行時の安全確保に
対する協力の促進
②ストーブ火災の注意喚起
③セルフスタンドにおける安全な給油について
④雪害に対する備え

消防・救急課

予防課
危険物保安室
防災課

２　月

①春季全国火災予防運動
②全国山火事予防運動
③地域を災害から守るための消防団活動へ
の参加の呼び掛け

予防課
特殊災害室
地域防災室

５　月

①風水害への備え
②ｅ-カレッジによる防災・危機管理教育の
お知らせ

防災課
防災課

７　月

①熱中症の予防
②火遊び・花火による火災の防止
③石油コンビナート災害の防止
④台風に対する備え
⑤全国防災・危機管理トップセミナー
⑥住民自らによる災害への備え

救急企画室
予防課
特殊災害室
防災課
防災課
地域防災室

９　月

①９月９日は救急の日
②住宅防火防災キャンペーン
③火山災害に対する備え
④事業所に対する消防団活動への理解と協力
の呼び掛け

救急企画室
予防課
防災課
地域防災室

11　月

①秋季全国火災予防運動
②津波による被害の防止
③女性（婦人）防火クラブ活動の理解と参加
の呼び掛け

④正しい119番通報要領の呼び掛け《11月9日
は「119番の日」》

予防課
防災課
地域防災室

防災情報室

１　月

①消火栓の付近での駐車の禁止
②文化財防火デー
③住宅の耐震化と家具の転倒防止
④消防団員の入団促進
⑤1月17日は「防災とボランティアの日」

消防・救急課
予防課
防災課
地域防災室
地域防災室

３　月

①外出先での地震の対処
②地域に密着した消防団活動の推進
③少年消防クラブ活動への理解と参加の呼
び掛け	

防災課
地域防災室
地域防災室




