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最近の報道発表（平成31年2月24日～平成31年3月23日）
＜総務課＞

31.2.27 子どもを対象とした消防業務に関する普及啓発教
材の作成

消防庁では、将来を担う子ども達に消防の役割を改めて認識してもらうため、漫画「ど根性ガエル」
とタイアップし、子どもを対象とした消防業務に関する普及啓発教材（漫画、広報用チラシ及びキャ
ラクターマーク）を作成しました。

＜予防課＞

31.3.22

「超大規模防火対象物等における自衛消防活動の
あり方に関する検討部会報告書」及び「大規模地
震等に対応した消防計画作成ガイドライン（一部
改訂）」の公表

多様な在館者が多数利用する超大規模な商業施設やターミナル施設等における火災時や地震発生時の
自衛消防活動の運用実態を把握し、課題を整理するとともに、当該活動の実効性を向上させる方策に
ついて検討するため、「超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会」を開
催しました。
このたび、検討結果を踏まえ、報告書及びガイドライン（改訂版）を取りまとめましたので、公表します。

31.2.26 平成31年春季全国火災予防運動の実施 平成31年３月１日（金）から３月７日（木）まで
『平成31年春季全国火災予防運動』が全国各地で実施されます。

＜特殊災害室＞

31.3.20 「平成30年度石油コンビナート等防災体制検討会報
告書」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を目的とした「平成30年度石
油コンビナート等防災体制検討会」を開催し、関係都道府県に置かれる石油コンビナート等防災本部
の防災計画や防災訓練について検討を行いました。
この度、本検討会の報告書を取りまとめましたので公表します。

＜地域防災室＞

31.3.15 平成30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）  12名
優良な少年消防クラブ（消防庁長官賞）      42団体

31.3.13 消防団ＰＲムービーコンテストの実施及び応募作
品に対する投票の受付開始

地域住民の方々に、消防団をより身近なものとして知っていただくため、消防団ＰＲムービーコンテ
スト特設サイトにて、投票の受付を開始します。

31.2.28 第23回防災まちづくり大賞受賞団体の決定

「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設し、今回で23回目を迎えました。
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、工夫・アイデア等や、防災・
減災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。
この度、防災まちづくり大賞選定委員会（委員長：室﨑益輝（兵庫県立大学大学院減災復興政策研究
科 科長））において、「第23回防災まちづくり大賞」の受賞団体18団体を決定しました。その内訳は
次のとおりです。
総務大臣賞 ３団体
消防庁長官賞 ５団体
日本防火・防災協会長賞 10団体
計 18団体

＜広域応援室＞

31.3.11 「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準の在り
方に関する検討会」の開催

相次ぐ消防防災ヘリコプターの墜落事故を踏まえ、運航団体が消防防災ヘリコプターの安全性の向上
に着実に取り組むため、「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準の在り方に関する検討会」を開催
することとしましたので、お知らせします。

31.3.8 「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基
本的な事項に関する計画」の改定

消防の広域応援部隊である緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成７年に創設され、
これまでに東日本大震災や平成30年７月豪雨など計38回出動し、消火、救助、救急など人命救助活動
を行ってきました。
緊急消防援助隊については、消防組織法に基づき、総務大臣が定める「緊急消防援助隊の編成及び施
設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」（基本計画）（平成16年２月６日策定）において、隊の
規模や編成、車両の整備計画などを定めており、概ね５年ごとに改定してきました。
この度、平成35年度までの登録隊数の増強等を主な内容として基本計画を改定し、緊急消防援助隊の
一層の充実強化を図ることとしました。
具体的には、南海トラフ地震、大規模水害、NBCテロ災害などに的確に対応するため、登録目標隊数を、
6,000隊から6,600隊に増強し、このための車両等の整備を拡充します。
あわせて、今回の隊の増強と車両の整備により、大規模水害に特化した土砂・風水害機動支援部隊、
NBCテロ災害に対応するNBC災害即応部隊を創設し、それぞれ全国で50部隊程度配備することとして
います。
また、基本計画の改定に合わせて、緊急消防援助隊のロゴマークを作成しました。

報道発表

通知等

報道発表・通知

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310227_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/2019/03/22/items/d85b36cce39d22c8c3c9ec8ba80653e8c4e70b52.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310226_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310320_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310315_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310313_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310228_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310311_houdou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310308_houdou_1.pdf
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＜応急対策室＞

31.3.8 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31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
31年３月１日現在の状況を第159報にとりまとめましたのでお知らせします。
とりまとめ報全文については、消防庁ホームページ（http://www.fdma.go.jp/bn/higaihou_new.html）
に掲載しています。

＜消防研究センター＞

31.3.13 エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロ
ボットシステムの研究開発実戦配備型の実演公開

消防庁では、石油コンビナート等において特殊な災害が発生し、消防隊員が現場に近づけない状況に
おいて災害の拡大抑制を行う消防ロボットシステムの研究開発を、平成26年度から５年計画で進めて
います。本研究開発の成果として、実戦配備型の消防ロボットシステムが完成しましたので、これら
の特徴や性能を紹介するための実演公開を実施します。

31.2.28 2019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、「2019 
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31年2月24日～平成31年3月23日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 平成31年3月22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30年１月～９月の製品火災に関する調査結果について

消防予第96号 平成31年3月22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
大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインの改訂
について

消防特第45号 平成31年3月20日 関係都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における防災体制の充実強化
について（通知）

事務連絡 平成31年3月19日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁消防・救急課 女性消防吏員の職場環境等に関する調査の結果について

事務連絡 平成31年3月8日
各都道府県消防主管部局
東京消防庁・各指定都市消防局

消防庁危険物保安室 「危険物安全週間推進標語」の決定について

消防広第38号 平成31年3月8日 都道府県消防防災主管部長 消防庁広域応援室長 緊急消防援助隊ロゴマークの作成について

消防広第37号 平成31年3月8日
各都道府県知事
各市町村長

消防庁長官
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事
項に関する計画の変更に伴う緊急消防援助隊の登録に関す
る協力の求めについて（通知）

消防広第36号 平成31年3月8日 各都道府県知事 消防庁長官
ＮＢＣ災害における緊急消防援助隊運用計画の策定につい
て（通知）

消防広第35号 平成31年3月8日 各都道府県知事 消防庁長官
緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱及び緊急消
防援助隊の運用に関する要綱の改正について（通知）

消防広第１号 平成31年3月8日 各都道府県知事 総務大臣　石田　真敏
緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事
項に関する計画の変更について（通知）

中防消第１号 平成31年3月1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

消防予第63号 平成31年2月28日
各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁次長 火災予防条例（例）の一部改正について（通知）

消防予第62号 平成31年2月28日
各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁次長
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関す
る基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310308_houdou_2.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310313_houdou_2.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/310228_houdou_2.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/56b7f8b16603e6974ff34649a36484c6079b24a2.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310228_yo63.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310301_chuboushou1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_kou1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_kou35.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_kou36.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_kou37.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_kou38.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310308_jimurenraku.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310319_jimurenraku.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/310320_toku45.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/2f0c0958228d3021cfdf9db24b111c4cf40fe273.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/122e71cb9a8b873f849e286cc81a9b96d0209cb2.pdf
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通知等
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平成31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
④熱中症の予防

危険物保安室
防災課
防災課
救急企画室

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
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消防団員の入団促進

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

③市町村長の対応力強化のための研修・訓練

防災課
防災課

防災課

７　月

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

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
④1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

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




