報道発表

最近の報道発表（平成31年3月24日～平成31年4月23日）
＜総務課＞
消防防災科学技術研究推進制度の平成31年度研
究開発課題の採択

31.4.3

通知等

消防庁では、近年の自然災害の増加、少子高齢化、社会資本の老朽化等を踏まえ、消防防災分野におけ
る課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術研究推進制度（競争的資金）により研究開
発を推進しています。
この度、平成31年度の研究開発課題を採択しましたので、公表します。

＜救急企画室室＞
31.3.26

近年、救急出動件数は年々増加しており、今後も高齢化を背景として救急需要が増大する一方、救急隊
の増隊には限界があるため、いかにして救急業務を安定的かつ持続的に提供するかが近年の救急業務に

「平成30年度 救急業務のあり方に関する検討会 報 係る課題となっています。こうした課題に対応するため、｢救急業務の円滑な実施と質の向上｣ 、｢救急車
告書」の公表
の適正利用の推進」等を目的として、｢救急業務のあり方に関する検討会｣ を開催しました。
このたび、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。

＜予防課＞
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）及び消防法施行規則第三十一条の六第一
項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特
殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点
検の期間、点検の方法並びに点検の結果について
の報告書の様式の一部を改正する件（案）に対す
る意見公募の結果及び改正告示の公布

31.4.18

「消火器点検アプリ」は、平成30年４月１日から試行版を提供していましたが、利用者のニーズ調査や本
日公布する「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」等の内容を踏まえて改修し、
本日より本格運用版の提供を開始しますので、
お知らせします。
本日以降、小規模な施設の関係者は、消防法第17 条の３の３に基づく点検報告書として、このアプリを
用いて作成した点検結果報告書を消防署等へ提出することができます。

消火器点検アプリの本格運用の開始

31.4.18

消防庁は、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）及び消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は
特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての
報告書の様式の一部を改正する件（案）の内容について、平成31年１月22日から平成31年２月20日まで
の間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、41件の御意見がございました。この結果を踏まえて、
本日、
「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」及び「消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊
消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告
書の様式の一部を改正する件」を公布しましたのでお知らせします。

31.4.12

大和ハウス工業（株）が供給した住宅における防
火基準への不適合

大和ハウス工業（株）が平成13年３月から平成20年12月に供給した共同住宅73 棟について、同社より、
準耐火構造に適合しないおそれがある状態（適切に防火被覆が施されていない状態）で施工し、このうち、
48 棟については、消防法、東京都火災予防条例又は横浜市火災予防条例の基準に違反するおそれがある
との報告がありました。
建築基準に関する不適合等に係る詳細は、本日同社が発表している資料のとおりです。なお、これらの共
同住宅は、本年４月中を目途に改修される予定です。
（改修された場合には、消防法、東京都火災予防条
例又は横浜市火災予防条例における違反は解消されることとなります。
）

31.3.29

「加熱式たばこ等の安全対策検討会報告書」の公表

火を使用しない新たなたばこ（加熱式たばこ）の市場が急速に拡大する中、これらの火災発生危険を検証・
整理するなどして、消防法令等の適用及び安全対策を整理するため、消防庁では、
「加熱式たばこ等の安
全対策検討会」を開催した結果、今般、報告書がとりまとめられましたので公表します。

報道発表・通知

＜危険物保安室＞
消防庁では、
燃料電池自動車の利用環境整備に資するため、
水素スタンドをガソリンスタンド（給油取扱所）

31.3.29

「水素スタンドの多様化に対応した給油取扱所等に係 に併設する場合の基準を順次整備しているところです。今般、その一環として、｢水素スタンドの多様化
に対応した給油取扱所等に係る安全対策のあり方に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
る安全対策のあり方に関する検討報告書｣ の公表
この度、検討会報告書がとりまとめられましたので、公表します。

＜危険物保安室・特殊災害室＞
消防庁では、シミュレーションや非破壊検査の活用により屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化を図り、もっ

31.3.29

「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討 て工事等の際の検査方法の合理化を進めることを目的として、「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係
る調査検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
報告書」の公表

31.3.29

プラント保安分野におけるドローンの安全な活用の 消防庁では、プラント保安分野におけるドローンの安全な活用の促進に向け、厚生労働省及び経済産業省
と連携し、
「石油コンビナート等災害防止３省連絡会議」において、プラント内でドローンを安全に運用
促進に向け、
「ガイドライン」と「活用事例集」
するための「ガイドライン」と国内外企業の先行事例を盛り込んだ「活用事例集」をとりまとめました。
をとりまとめました

この度、検討会報告書がとりまとめられましたので、公表します。

＜防災課＞
31.3.27

市町村における津波避難計画の策定状況の調査結果

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30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、本日、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かけを行ってまいります。

＜防災情報室＞
消防庁では、消防指令システムと消防救急無線に関して、異なる製造販売業者のシステム間での相互接続

31.3.28

「消防指令システム等の相互接続に関する研究会」報 を可能とするための共通インタフェース仕様をとりまとめること等を目的として、平成29年11月から「消
防指令システム等の相互接続に関する研究会」
（座長：藤井威生 電気通信大学教授）を開催し、検討を行っ
告書の公表
てきたところですが、今般、研究会報告書が取りまとめられましたので、公表します。

消防庁では、平成30年５月から「災害情報伝達手段への一斉送信機能の導入促進に関する検討会」
（主査：

31.3.28

「災害情報伝達手段への一斉送信機能の導入促進に 中村功 東洋大学社会学部教授）を開催し、一回の入力で複数の情報伝達手段へ一斉に送信できる仕組み
関する検討会」報告書・導入に関する手引きの公表 の検討を行ってきたところですが、今般、検討会報告書及び一斉送信機能の導入に関する手引きを取りま
とめましたので公表します。
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通知等

最近の通知（平成31年3月24日～平成31年4月23日）
発番号

日付

あて先

発信者

標

題

事務連絡

平成31年4月19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

消防庁消防・救急課

事務連絡

平成31年4月19日

各都道府県消防防災主管部
東京消防庁・各指定都市消防本部

消防庁消防・救急課
消防庁国民保護・防災部 緊急時メンタルサポートチームに関する参考資料の送付について
地域防災室

消防危第81号

平成31年4月19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

消防職員の公正な採用について

危険物規制事務に関する執務資料の送付について

平成31年4月18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」及び「消防法施行規則第三十一条の六第一
項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び
点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての
報告書の様式の一部を改正する件」の運用について

消防予第79号

平成31年4月18日

各都道府県知事
各指定都市市長

「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」及び「消防法施行規則第三十一条の六第一
項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び
点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての
報告書の様式の一部を改正する件」の公布について

消防予第123号

平成31年4月18日

事務連絡

平成31年4月18日

消防危第73号

平成31年4月15日

消防消第78号

平成31年3月29日

消防予第141号

府政防第503号
消防災第65号

平成31年3月29日

消防予第103号

平成31年3月29日

消防消第88号

平成31年3月29日

消防庁次長

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
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
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
各都道府県知事
各指定都市市長

各都道府県消防防災主管部長

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
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
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

消火器点検アプリの本格運用及び消火器点検パンフレットの送付について

消防庁予防課

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）

消防庁危険物保安室長
消防庁次長

消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）

消防庁消防・救急課長

警防活動時等の安全の確保について

消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長

プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン等の送付に
ついて
平成31年度市町村長の災害対応力強化のための研修の開催及び受講者の募
集について

消防災第60号

平成31年3月29日

各都道府県知事

消防庁次長

消防情第77号

平成31年3月28日

各都道府県消防防災主管部長

消防庁防災情報室長

消防救第49号

平成31年3月28日

消防危第47号

平成31年3月28日

消防消第80号
消防救第53号
消防情第15号

平成31年3月28日

各都道府県知事
各政令指定都市市長

事務連絡

平成31年3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

平成31年3月27日

各都道府県消防防災主管部長

事務連絡
事務連絡

平成31年3月26日
平成31年3月25日

各都道府県消防防災主管部（局）
各都道府県消防防災主管部（局）

消防直の整備指針の一部改正について（通知）

消防庁予防課長

平成31年3月29日

消防災第54号

「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改正及び点
検実施上の留意事項について

内閣府政策統括官（防災
担当）付参事官（防災計
南海トラフ地震防災対策推進計画の作成について（通知）
画担当）
消防庁国民保護・防災部
防災課長

消防危第51号
消防特第49号

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
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

報道発表・通知

「災害情報伝達手段への一斉送信機能の導入促進に関する検討会」報告書の
公表及び手引きの活用について

消防庁救急企画室長

救急隊の感染防止対策の推進について（通知）

消防庁危険物保安室長

危険物等に係る事故防止対策の推進について

消防庁次長

外国人・障害者に円滑に対応するための取組について（通知）

消防庁危険物保安室長

風水害発生時における危険物施設の被害状況調査に関する結果概要について

消防庁国民保護・防災部
津波避難計画の策定等について
防災課長
「平成30年度 消防庁女性活躍ガイドブック」の送付について
消防庁消防・救急課
女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進に関する調査の結果について
消防庁消防・救急課

広報テーマ
５
①風水害への備え

月

６

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

月

①危険物安全週間

危険物保安室

③地震に対する日常の備え

防災課

②全国防災・危機管理トップセミナー
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防災課

