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最近の報道発表（平成28年２月26日～平成28年３月23日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜予防課＞	

28.3.4 平成27年１月～９月の製品火災に関する調査結
果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防
止を目的として、平成27年１月～９月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器
に係る火災のうち、昨年末までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、
発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りま
とめました。

28.2.26
配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件
（案）に対する意見募集の結果及び改正告示の公
布

消防庁では、「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件（案）＜告示＞」の内
容について平成27年12月29日から平成28年２月１日までの間、国民の皆様から広く
意見を募集し、その結果を踏まえて、「配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件」
を公布しました。

28.2.26
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点
検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を
改正する件（案）等に対する意見募集の結果及
び改正告示の公布

消防庁では、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付す
る点検票の様式の一部を改正する件（案）＜告示＞」等の内容について平成27年12
月29日から平成28年２月１日までの間、国民の皆様から広く意見を募集し、その結
果を踏まえて、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付
する点検票の様式の一部を改正する件」等を公布しました。

28.2.26 平成28年春季全国火災予防運動の実施 平成28年３月１日（火）から３月７日（月）まで『平成28年春季全国火災予防運動』
が実施されました。

＜危険物保安室＞

28.3.1 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省
令（案）に対する意見募集結果及び省令の公布

消防庁では、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年10月31日から12月１日までの間、国民の皆様から広く意見を募集し、いた
だいた御意見に対する考え方を取りまとめました。
また、意見募集の結果を踏まえ、当該省令を公布しました。

＜特殊災害室＞	

28.3.23
「医療機関、研究機関その他の放射性同位元素等
取扱施設等における消防活動上の留意事項に関
する検討会報告書」の公表

消防庁では、医療機関、研究機関その他の放射性同位元素等取扱施設等において、消
防機関が適切な消防活動を行うための留意事項等について、「医療機関、研究機関そ
の他の放射性同位元素等取扱施設等における消防活動上の留意事項に関する検討会」
を開催し、調査・検討を行ってきました。
この度、検討の結果を報告書として取りまとめましたので、公表します。

28.3.22 「石油コンビナート等防災本部の訓練マニュア
ル」等の公表

消防庁では、石油コンビナート等における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、防災本部の機能強化のため
の訓練のあり方について検討を行いました。　　
検討の結果、「石油コンビナート等防災本部の訓練マニュアル」を作成しましたので、
当該検討会報告書とともに公表します。

＜参事官＞	

28.3.23 「山岳救助活動時における消防機関の救助活動
マニュアル」等の公表

消防庁では、平成26年９月に御嶽山噴火災害が発生したことや、８月11日が「山の
日」として国民の祝日となり山を親しむ機会が増え、山岳遭難事故の増加が懸念され
ることを受けて、平成10年度に策定された山岳事故における救助活動要領を見直し、
噴火災害への対応を含む全ての山岳事故における消防機関の安全かつ効率的な活動に
資するよう「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の高度化等検討会」を開催し、
その方策について検討を行いました。
検討の結果、「山岳救助活動時における消防機関の救助活動マニュアル」を作成しま
したので、当該検討会報告書とともに公表します。

＜地域防災室＞	

28.2.29 平成27年度「全国消防団員意見発表会」及び「消
防庁消防団等表彰式」等の開催

消防庁では、「消防団等地域活動表彰」、「防災功労者消防庁長官表彰」の表彰団体及
び「消防庁消防団協力事業所表示証」の交付団体を決定しました。
また、平成28年３月６日（日）に、ホテルルポール麹町において、平成27年度の「消
防庁消防団等表彰式」及び「消防庁消防団協力事業所表示証交付式」とともに、「全
国消防団員意見発表会」を開催しました。

＜広域応援室＞	

28.3.22 「消防防災ヘリコプターの操縦士の養成・確保の
あり方に関する検討会報告書」の公表

「消防防災ヘリコプターの操縦士の養成・確保のあり方に関する検討会」は、操縦士
の現状、採用等の実態を踏まえ、消防防災ヘリコプター操縦士の養成・確保の方策に
ついて検討し、報告書をまとめましたので公表します。
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最近の通知（平成28年２月26日～平成28年３月23日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

消防危第42号 平成28年3月23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 建築物に設置された免震用オイルダンパーの取扱いについて

消防特第44号 平成28年3月22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訓練マニュアル」について（通
知）

事務連絡 平成28年3月18日
各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・政令指定都市消防本部

消防庁予防課
「感震ブレーカーの普及に向けた取組状況」の公表について（情
報提供）

消防広第58号 平成28年3月17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28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）

消防救第13号 平成28年3月17日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長
鳥獣保護管理法に基づく鳥獣捕獲等事業の認定を申請する法
人の捕獲従事者等の応急手当講習受講について（依頼）

消防予第69号 平成28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
特定遊興飲食店営業の用途に供する営業所を含む防火対象物
の防火安全対策における関係行政機関との連携について

事務連絡 平成28年3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 「アーケードの取扱について」の位置づけ等について

事務連絡 平成28年3月11日 各都道府県消防防災主管部

内閣府政策統括官（防
災担当）付参事官（調
査・企画担当）
消防庁予防課
消防庁防災課

「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」の施行に伴
う避難確保計画と消防計画との関係に係る留意事項について

事務連絡 平成28年3月10日
各都道府県消防防災主管部（局）
各都道府県メディカルコントロール
協議会事務局

消防庁救急企画室
消防庁ホームページ「全国メディカルコントロール協議会連
絡会」の公開について

消防危第37号 平成28年3月1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 危険物規制事務に関する執務資料の送付について

消防危第28号 平成28年3月1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
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の運用につ
いて（通知）

消防危第27号 平成28年3月1日
各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁次長
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布につ
いて（通知）

事務連絡 平成28年3月1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 平成28年度消防庁広報施策テーマについて

消防予第51号 平成28年2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

消防庁予防課長
配管の摩擦損失計算の基準の一部を改正する件等の公布につ
いて（通知）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜応急対策室＞	

28.3.8 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28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28年３月１日現在の状況を第153報にとりまとめましたのでお知
らせします。

＜消防大学校＞	

28.3.14 「消防大学校における教育訓練等に関する検討会
報告書」の公表

消防大学校では、昨今の消防職員の大量退職・幹部昇任が収束しつつある中で、今後
の幹部養成を見直すと共に、大規模災害等の切迫性などを受けた教育訓練の見直し、
緊急消防援助隊の編成等に関する改正を受けた部隊運用能力の向上等が求められてい
ることから、これからの消防大学校の更なる高度な教育訓練の構築について「消防大
学校における教育訓練等に関する検討会」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。

＜消防研究センター＞	

28.3.8 平成28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28年度消防防災科学技術賞」の作品募集をいたします。
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報道発表

通知等

報道発表・通知

平成28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津波による被害の防止	
③全国防災・危機管理トップセミナー

危険物保安室
防災課
国民保護室

８　月

①防災訓練への参加の呼びかけ	
②地震に対する日常の備え	
③危険物施設等における事故防止	
④電気器具の安全な取扱い	

防災課
防災課
危険物保安室
予防課

10　月

①ガス機器による火災及びガス事故の防止
②火山災害に対する備え
③消防の国際協力に対する理解の推進
④外出先での地震の対処

予防課
防災課
参事官
防災課

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セルフスタンドにおける安全な給油につ
いて
③雪害に対する備え	
④地震発生時の出火防止	
⑤ストーブ火災の注意喚起

消防・救急課

危険物保安室

防災課
防災課
予防課

２　月

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

地域防災室

予防課
特殊災害室

５　月

①住宅用火災警報器の普及促進
②風水害への備え
③ｅ-カレッジによる防災・危機管理教育の
お知らせ

予防課
防災課
防災課

７　月

①台風に対する備え	
②住民自らによる災害への備え	
③石油コンビナート災害の防止	
④火遊び・花火による火災の防止	
⑤熱中症の予防	

防災課
地域防災室
特殊災害室
予防課
救急企画室

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事業所に対する消防団活動への理解と協
力の呼びかけ

救急企画室
予防課
地域防災室

11　月

①秋季全国火災予防運動
②女性（婦人）防火クラブ活動の理解と参加
の呼びかけ

③正しい119番通報要領の呼びかけ≪11月９
日は「119番の日」≫

予防課
地域防災室

防災情報室

１　月

①１月17日は「防災とボランティアの日」
②文化財防火デー
③消火栓の付近での駐車の禁止
④消防団員の入団促進

地域防災室
予防課
消防・救急課
地域防災室

３　月

①住宅の耐震化と家具の転倒防止
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
びかけ	

防災課
地域防災室
地域防災室


