
消防の動き '20 年 ８月号   - 20 -

最近の報道発表（令和2年6月25日～令和2年7月25日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜総務課＞

2.7.1 令和２年安全功労者内閣総理大臣表彰（消防関係）
　令和２年安全功労者内閣総理大臣表彰（ 消防関係） 受賞者は、個人４名、団体３団体となっ
ております。
　令和２ 年安全功労者内閣総理大臣表彰式の実施については、現在調整中です。

2.7.14 令和２年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰

　令和２年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰受賞者は、安全功労者表彰受賞者 個人２５
名、団体１１団体、消防功労者表彰受賞者 消防団員６名、女性防火クラブ員５名となっており
ます。
　令和２ 年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式については、現在調整中です。

＜救急企画室＞

2.7.15 「ハローキティ」と連携した熱中症予防広報の実施

　７月15日（水）より、 子どもから大人まで幅広い年齢層から人気のある株式会社サンリオの
「ハローキティ」と連携し、熱中症予防啓発をテーマとした動画を消防庁ホームページにて公
開するとともに、全国の消防本部へこの動画を活用し、熱中症予防啓発の強化に取組むよう呼
びかけます。

＜予防課＞

2.6.30 火災予防啓発用「地震火災　～あなたの命を守る
ためにできること～」の制作・発表

　消防庁では、地震による火災予防対策を推進するため、火災予防啓発映像「地震火災 ～あな
たの命を守るために出来る事～」を制作しました。

2.7.1

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象
火気器具等の取扱い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（案）に
対する意見公募

　消防庁は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条
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（案）の内容について、令和２年７
月２日から令和２年７月31 日までの間、意見を公募します。

2.7.14 平成３１年１月から令和元年１２月までに発生し
た製品火災に関する調査結果

　消防庁では、火災を起こす危険な製品の流通を防止し、消費者の安心・安全を確保すること
を目的として、平成３１年１月から令和元年１２月までに自動車等、電気用品及び燃焼機器に
係る製品の不具合により発生したと消防機関により判断された火災について、発生件数や製品
情報等を取りまとめました。

2.7.15 「火災調査の業務効率化に向けた検討部会」の開催
　火災調査業務に携わる消防職員の負担軽減のため、火災調査業務及びこれらに付随する事務
の効率化について「火災調査の業務効率化に向けた検討部会」を開催することとしましたので
お知らせします。

＜特殊災害室＞

2.7.3 「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能
コンテスト」の実施

　石油コンビナート等では、ひとたび災害が発生すれば被害が甚大なものとなることから、事
業所に防災要員や消防車両等を備えた自衛防災組織が置かれています。
　消防庁では、自衛防災組織の技能及び士気を向上させ、石油コンビナート等の防災力を強化
することを目的に技能コンテストを行っており、本年度は以下のとおり行うこととしましたの
でお知らせします。

＜防災課＞

2.7.15 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果

　地方公共団体の公共施設等は、多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の発生時には災害
応急対策の実施拠点や避難場所・避難所になるなど、防災拠点としても重要な役割を果たして
いることから、消防庁では、これらの施設の耐震化状況を確認するため、調査を実施し、この度、
平成30年度末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、消防庁では防災拠点となる公共施設等の耐震化を進めるよう通知
を発出いたします。
　今後も、防災拠点となる公共施設等の耐震化を推進するため、地方公共団体に対し働きかけ
を行ってまいります。

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200701_soumu_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200714_soumu_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/8ac453b00a7589bc6d9a779c1b1b3aa09920abb0.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/7d6dffa79f176b38e1891cb3ffb3b0ff589ba32b.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/7c4dc41304ce876e2f5c829985f4bfabccd47317.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200714_yobou.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200715_yobou_2.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200703_tokusai_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/8d0c2487fbccd789f2cf311e846a5866b6c8e126.pdf
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最近の通知（令和2年6月25日～令和2年7月25日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和2年7月15日 各都道府県消防防災主管部(局) 消防庁救急企画室 熱中症予防対策の強化について（周知）

消防予第196号 令和2年7月14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７月豪雨に対応した消防法令の運用について（通知）

消防予第197号
消防危第181号 令和2年7月14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

令和２年７月豪雨に対応した 消防関係手数料の減免措置に ついて 
（通知）

消防予第195号
消防危第180号 令和2年7月14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

「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対
し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行 に 伴う 消防法
令の運用について（通知）

事務連絡 令和2年7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 予防技術検定の実施に関する公示について

事務連絡 令和2年7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 平成３１年１月から令和元年１２月までに発生した製品火災に関する

調査結果について

消防消第198号
消防参第125号 令和2年7月13日 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・防災部参事官 水難救助訓練等に係る安全管理の徹底について

消防情第175号 令和2年7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 消防庁防災情報室長 建物建築費指数について（通知）

事務連絡 令和2年7月10日 各都道府県消防防災主管部長
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

「避難の理解力向上キャンペーン」に係る情報発信について

事務連絡 令和2年7月8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 

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）
総務省自治行政局地域情報政策室長
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

災害発生時における新型コロナウイルス感染症拡大防止策の適切な
実施に必要な新型コロナウイルス感染症に関する情報共有について

消防危第173号 令和2年7月6日 各都道府県消防防災主管課 消防庁危険物保安室長 令和２年７月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について

消防消第192号 令和2年7月6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 警防活動時等における消防職員の安全管理の再徹底について

府政防第1327号
消防災第130号
健感発0706第１号
観観産第331号

令和2年7月6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　　　　観光担当部（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
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
２版）について

消防消第188号 令和2年6月30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・救急課長 新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた 消防本部の業

務継続等のための当面の留意事項について

＜地域防災室＞

2.6.30 消防団ＰＲムービーコンテストの結果

　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、各都道府県及び市町村
から作品を募集し、消防団ＰＲムービーコンテストを実施しました（実施等につき、本年３月
６日付けで報道発表）。
　応募された１９作品から、最優秀賞、優秀賞を決定しましたので発表します。

2.7.10 「第２５回防災まちづくり大賞」の事例募集

　「防災まちづくり大賞」は、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
る優れた取組や、防災・減災、住宅防火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。
　阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、２５回目となる本年度は、本日から令和
２年１０月９日（金）までの間、取組事例を募集します。

＜防災情報室＞

2.7.13 災害に備えた次世代の衛星通信システムの実証事業を
開始

　災害に備えた非常用通信手段として、従来と比べて高性能かつ低コストな次世代の衛星通信
システムについて、高知県内で整備を完了し、実証事業を開始しました。

｛ ｝

報道発表

通知等

報道発表・通知

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200630_chibou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200710_chibou_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/200713_boujyo_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/neccyuusyoujimurennraku.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200714_yobou_196.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200714_kiho_181-yobou_197.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200714_kiho_180-yobou_195.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200714_yobou_jimu2.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200714_yobou_.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/syoukyuu.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200713_boujyo_1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200710_bousai_jimu1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200708jimurennraku.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/167278b04789cee8dc257a112aba4f312ef7d5d1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/c802f1e79c9f02e5be729c65d2ea36a6259a1606.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/236bab293e08e88a242cee4f08bc31a9eadc81ba.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200630_syoukyu_188.pdf
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広報テーマ
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

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

消防総第455号 令和2年6月30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 消防庁総務課長 消防法令等に基づく各種手続における旧姓の併記について（通知）

事務連絡 令和2年6月26日 消防法令等に基づく各種手続における
旧姓の併記について（通知） 消防庁危険物保安室 新型コロナウイルス感染症対策に係る危険物関係法令の当面の考え

方について

報道発表

通知等

報道発表・通知

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200630_soumu_jimu1.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/8d45b98f4524a9d659679f365cd27cb33d8c3ea0.pdf



