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最近の報道発表（令和2年5月23日～令和2年6月24日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜予防課＞

2.5.29
「小規模飲食店に設ける厨房用自動消火装置等の
あり方に関する検討部会報告書」の公表及び「厨
房用簡易型自動消火装置の技術ガイドライン」の
策定

　飲食店の火災で最も多いこんろを出火原因とする火災に対応するため、「小規模飲食店に設
ける厨房用自動消火装置等のあり方に関する検討部会」において、小規模飲食店等の厨房にお
ける火災危険に対応できる自動消火装置に係る検討・検証結果を報告書にとりまとめ公表する
とともに、「厨房用簡易型自動消火装置の技術ガイドライン」を策定しました。

2.6.2 第４回予防業務優良事例表彰の受賞事例の公表

　消防庁では、各消防本部の予防業務（危険物に関する業務も含む。）の取組のうち他団体の
模範となる優れたものについて表彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重
要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上を図るとともに、各消防本部の業務改善に資
することを目的とする「予防業務優良事例表彰」を平成28年度に創設いたしました。
　この度、平成31年１月１日（火）から令和元年12月31日（火）までの間に各消防本部で力
を入れた取組として応募があったものについて、予防業務優良事例表彰選考会議（委員長：小
林恭一東京理科大学教授）において審査を行った結果、「第４回予防業務優良事例表彰」の受
賞団体を決定し、受賞事例をとりまとめましたので公表します。

＜危険物保安室＞

2.5.29 「令和２年度危険物安全週間」の実施及び消防庁長官
賞の表彰

　令和２年６月７日（日）から６月13日（土）まで「令和２年度危険物安全週間」を実施し、
消防庁長官賞の表彰を行います。

2.5.29 「令和元年中の危険物に係る事故の概要」の公表 　令和元年中（１～ 12月）の危険物施設における事故の発生状況について取りまとめました
ので、その概要を公表します。

2.5.29

危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表
第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する
省令の一部を改正する省令（案）に対する意見公
募の結果及び改正省令の公布

　危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指
定する省令の一部を改正する省令（案）の内容について、国民の皆様から御意見を公募したと
ころ、２件の御意見をいただきました。いただいた御意見の概要及び御意見に対する考え方を
取りまとめましたので公表します。また、意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しま
した。

＜特殊災害室＞

2.5.29 「令和元年中の石油コンビナート等特別防災区域の
特定事業所における事故概要」の公表

　消防庁では、毎年、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における事故の概要を
取りまとめています。今般、令和元年中の事故概要を取りまとめたので公表します。

＜防災課＞

2.6.10 6月17日に緊急地震速報の訓練を実施します

　緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間
に、慌てずに身を守るなど適切な行動をとるためには日頃からの訓練が重要です。
　6月17日に、国の機関、都道府県、市区町村と連携した全国的な訓練を実施します。一部の
地方公共団体では、住民参加による地震の揺れから身を守る訓練などが行なわれます。お住ま
いの地域の訓練内容を御確認いただき、可能な範囲で訓練へ参加してくださ
い。

＜国民保護運用室＞

2.6.5 国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施
　国、地方公共団体、警察、消防、自衛隊及びその他関係機関の活動要領の確認及び相互の連
携強化を図るとともに、国民の保護のための措置に対する国民の理解の促進を図ることを目的
とした訓練を実施します。
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最近の通知（令和2年5月23日～令和2年6月24日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

消防予第160号 令和2年6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 消防庁予防課長 令和２年度優良消防用設備等表彰の上申について（依頼）

事務連絡 令和2年6月22日 各都道府県消防防災主管部 消防庁防災情報室 新型コロナウイルス感染症対策の関連情報の⼊⼿⼿段等に関する総
務省⾏政評価局レポートについて（情報提供）

事務連絡 令和2年6月22日 新型コロナウイルス感染症への対応に
ついて（情報提供） 消防庁消防・救急課 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

事務連絡 令和2年6月19日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備への
対応について（依頼）

事務連絡 令和2年6月19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 消防庁危険物保安室 建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインを踏まえた危険物

施設における風水害対策の推進について（情報提供）

事務連絡 令和2年6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 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

事務連絡 令和2年6月18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 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

府政防第1273号
消防災第118号 令和2年6月16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（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

新型コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難所として貸出し得
る各省庁及び独立⾏政法人等が所有する研修所、宿泊施設等のリス
トについて

事務連絡 令和2年6月15日 都道府県消防防災主管部 消防庁広域応援室 緊急消防援助隊における 新型コロナウイルス感染症に係る留意事項
の補足及び今後の出水期における対応について

消防広第142号 令和2年6月15日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・関係指定都市消防長

消防庁国民保護・防災部防災課
広域応援室長

消防防災ヘリコプター操縦士の乗務要件・訓練審査 プログラムにつ
いて （通知）

事務連絡 令和2年6月15日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 患者等搬送事業者の調査結果について

消防応第39号 令和2年6月15日 各都道府県消防防災主管部長 消防庁応急対策室長 被害状況等の速やかな報告について

事務連絡 令和2年6月15日 新型コロナウイルス感染症への対応に
ついて（情報提供） 消防庁消防・救急課 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

事務連絡 令和2年6月15日 新型コロナウイルス感染症への対応に
ついて（情報提供） 消防庁消防・救急課 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

府政防第1274号
消防災第117号 令和2年6月15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（地方・訓練担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント」
動画（第一版）について

府政防第1263号
消防災第115号
健感発0610第2号
観観産第125号

令和2年6月10日
　　都道府県　　　防災担当主管部（局）長
各　保健所設置市　衛生主幹部（局）長
　　特別区　　　

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長
観光庁観光産業課長

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ（第
１版）について

府政防第1262号
消防災第114号
健感発0610第1号

令和2年6月10日
　　都道府県　　　防災担当主管部（局）長
各　保健所設置市　衛生主幹部（局）長
　　特別区　　　

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長

「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料」（第
２版）について

消防情第160 号 令和2年6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 消防庁防災情報室長 本格的な梅⾬期及び台風期に備えた情報伝達⼿段等の確認について

事務連絡 令和2年6月9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 新型コロナウイルス感染症対策に係る休暇等の取扱いについてのフォ

ローアップ調査結果について（情報提供）

消防広第150号 令和2年6月8日 都道府県消防防災主管部長 消防庁広域応援室長 緊急消防援助隊事故等報告要領について

府政防第1239号
消防災第108号
健感発0608第1号

令和2年6月8日
　　都道府県　　　防災担当主管部（局）長
各　保健所設置市　衛生主幹部（局）長
　　特別区　　　

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（地方・訓練担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガ
イドラインについて

消防災第101号 令和2年6月2日 各都道府県消防防災主管部長 消防庁国民保護・防災部
防災課長 令和２年度総合防災訓練大綱について

府政防第1230号
消防災第100号 令和2年6月2日 各都道府県防災主管部（局）長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（災害緊急事態対処担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

大規模災害発生時における国等からの職員等の派遣に係る執務ス
ペースの確保について

事務連絡 令和2年6月1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 飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について

｛ ｝
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｛ ｝

報道発表

通知等

報道発表・通知
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広報テーマ
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

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

消防消第164号 令和2年6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 消防庁消防・救急課 ＰＦＯＳ又はその塩を含有する泡消火薬剤の更新について（通知）

事務連絡 令和2年6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 消防庁消防・救急課 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

消防予第138号 令和2年5月29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 厨房用簡易型自動消火装置に係る技術ガイドラインについて（通知）

消防消第161号
消防地第193号 令和2年5月29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
消防庁国民保護・防災部
地域防災室長

消防職団員の安全管理等（熱中症対策）の再徹底について

事務連絡 令和2年5月29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 三塩化アルミニウム等に係る消防活動上の留意事項について（事務連絡）

消防危第119号 令和2年5月29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政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で
定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の公布に
ついて

事務連絡 令和2年5月29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 消防庁危険物保安室 防災基本計画の修正を踏まえた危険物施設における風水害対策の推

進について

消防予第142号
消防危第144号 令和2年5月29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
消防庁危険物保安室長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防関係⼿続における
押印の省略について（通知）

消防危第139号 令和2年5月29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 令和元年中の危険物に係る事故に関する執務資料の送付 について

（通知）

消防情第156号 令和2年5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 令和２年度⼾別受信機の配備促進事業に関する希望調査について

府政防第1221号
消防災第98号 令和2年5月28日 各都道府県消防防災主管部（局）長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（普及啓発・連携担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

高齢者や障害者等の避難の実効性の確保に向けた取組の実施について

事務連絡 令和2年5月27日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室 新型コロナウイルス感染症患者等の移送等の対応について（依頼）

消防消第163号
消防救第130号 令和2年5月27日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁消防・救急課長

消防庁救急企画室長
「新型コロナウイルス感染症に係る消防機関における対応について」

の一部改正について

事務連絡 令和2年5月27日 各都道府県消防防災主管課 消防庁国民保護・防災部
地域防災室

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応下における消防団員への
教育訓練及び会合等に係る取組例について

府政防第1217号
消防災第97号
健感発0527第2号
観観産第75号

令和2年5月27日

各都道府県、保健所設置市、特別区防
災担当主管部（局）長
衛生主管部（局）長
観光担当部（局）長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（被災者生活再建担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長
観光庁観光産業課長

「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所としてのホ
テル・旅館等の活用に向けた準備について」（令和２年４月28日付け
事務連絡）を踏まえた対応について

府政防第951号
消防災第96号 令和2年5月27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（被災者生活再建担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

災害時の避難所における新型コロナウイルス感染症対策や避難所の
確保等に係る地方公共団体の取組状況等について

府政防第942号
消防災第88号 令和2年5月27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（被災者生活再建担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長

避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に要する経費に
ついて

事務連絡 令和2年5月26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 新型コロナウイルス感染症への対応について（情報提供）

事務連絡 令和2年5月26日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁 消防庁予防課 「消防用設備等点検アプリ」（試⾏版）のリーフレットの送付について
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