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最近の報道発表（令和2年8月25日～令和2年9月24日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜総務課＞

2.9.2 令和２年防災功労者内閣総理大臣表彰（消防関係） 　令和２年防災功労者内閣総理大臣表彰（ 消防関係） 受賞者は、４０団体
になります。（詳細はＨＰ参照。）

＜救急企画室＞

2.8.26 令和２年７月の熱中症による救急搬送状況 　熱中症による救急搬送人員について、令和２年７月の確定値を取りまとめましたので、その
概要を公表します。

2.9.1 令和２年度「救急の日」及び「救急医療週間」

　「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と
認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年に定められ、以来、９
月９日を「救急の日」、この日を含む一週間（日曜日から土曜日まで）を「救急医療週間」と
しています。
　期間中 、全国各地において、消防庁、厚生労働省、都道府県、市町村、全国消防長会、公益
社団法人日本医師会、一般社団法人日本救急医学会、その他関係機関の協力により、各種行事
が開催されます 。
　今年度の行事等の実施に当たっては、現下の新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、実
技や実演 などの 対面 、集合を 伴うものについては、人数を制限する、延期を検討するなど、
感染拡大の防止に留意した上で、地域の実情に応じた対応をとるよう 関係機関に求めて います。
　消防庁では、９月９日に「救急功労者表彰式」の開催を予定しております。また、救急医療
週間には 、「電車の中吊り広告」を活用した普及啓発を行います。

＜予防課＞

2.8.27

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
対する意見公募の結果及び改正省令の公布

　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、国民の皆様から広く意見を公募したところ、３件の御
意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「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」を公布しましたのでお知らせします。

2.8.28 「住宅防火・防災キャンペーン」の実施　敬老の日に「火
の用心」の贈り物

　近年の住宅火災による死者数は1,000 人前後の高い水準で推移しており、このうち65 歳以
上の高齢者が約７割を占めています。
　高齢化の進展とともに、住宅火災による死者のうち高齢者の占める割合が増加していること
から、消防庁では、「敬老の日に「火の用心」の贈り物」をキャッチフレーズに、改めて高齢
者に火災予防を注意喚起するとともに、高齢者に住宅用防災機器等をプレゼントすることを呼
びかける「住宅防火・防災キャンペーン」を実施します。

2.8.28 住宅用火災警報器の設置率等の調査結果（令和２年
７月１日時点）

　消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和２年７
月１日時点での調査結果をまとめました。（都道府県別等の結果は、別添１、２参照）
　消防庁では、今後も未設置世帯に対する設置の働きかけや住宅用火災警報器の維持管理・交
換に関する広報を行ってまいります。

2.9.4 ＤＩＣ株式会社が受けた型式承認の失効に係る聴聞
の開催について

　消防庁は、ＤＩＣ株式会社（以下「ＤＩＣ」という。）が受けた型式承認（平成25年４月11
日付け消防許第211号。型式番号：泡第25 ～１号）の効力を失わせるに当たり、行政手続法（平
成５年法律第88号）第13条第１項第１号イの規定に基づき、ＤＩＣを当事者とする聴聞を下
記のとおり行います。

＜広域応援室＞

2.8.25 令和２年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練
の実施

　緊急消防援助隊は、阪神・淡路大震災を教訓に平成７年６月に創設され 、 平成23年東日本
大震災、平成28年熊本地震、平成30年７月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震 、令和元年東
日本台風、令和２年７月豪雨など、25年間で計41の災害に出動し、国民の期待に応えるべく、
活動してきたところです 。
　消防庁では、平成８年度から全国を６ブロックに分け、緊急消防援助隊の消火・救助技術や
指 揮・連携活動能力等の向上を図るため、都道府県及び市町村の協力を得て緊急消防援助隊 
地域ブロック合同訓練を実施しています。
　令和２年度は、９月～ 11月の間に、全国５箇所で訓練を開催します。
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最近の通知（令和2年8月25日～令和2年9月24日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

消防予第311号 令和2年9月24日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・政令指定都市消防長 消防庁予防課長 「火災予防条例（例）中に規定する標識類及び届出書の様式について」

の一部改正について（通知）

消防予第310号 令和2年9月24日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・政令指定都市消防長 消防庁予防課長 改正火災予防条例（例）の運用について（通知）

消防危第231号 令和2年9月23日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各政令市消防長 消防庁危険物保安室長 移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について

消防予第314号 令和2年9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 消防庁予防課長 畜舎に係る消防法施行令第32条の適用事例の報告について(依頼)

事務連絡 令和2年9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 ガス・石油燃焼機器安全啓発チラシの送付について

消防予第305号 令和2年9月16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 重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について

（通知）

事務連絡 令和2年9月16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に関する検査体制の拡充に向けた指針」

について（情報提供）

事務連絡 令和2年9月16日 各都道府県消防防災主管部局
消防庁消防・救急課
消防庁地域防災室
消防庁広域応援室

「政府機関等における無人航空機の調達等に関する方針について（ 関
係省庁申し合わせ） 」について（ 情報提供）

事務連絡 令和2年9月15日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 大学病院に対する救急隊員へのPCR検査実施の依頼等について（周知）

事務連絡 令和2年9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 食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止

について

消防災第158号 令和2年9月10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

消防危第223号 令和2年9月9日 関係都道府県消防防災主管部長 消防庁危険物保安室長
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改
正する件及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の
細目を定める告示の一部を改正する件の施行について

消防特第121号
２高圧第９号 令和2年9月9日 関係都道府県消防防災主管部長

消防庁特殊災害室長
経済産業省産業保安グループ
高圧ガス保安室長

石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制について（通知）

事務連絡 令和2年9月7日
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県消防防災主管部局

消防庁国民保護・防災部防
災課長
消防・救急課救急企画室長

大規模停電下における熱中症の予防対策について

消防予第278号
消防危第225号 令和2年9月7日 関係県消防防災主管部長

関係政令市消防長
消防庁予防課長
消防庁危険物保安室長 風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹底について

消防危第224号 令和2年9月7日 関係県消防防災主管部長
関係政令市消防長 消防庁危険物保安室長 令和2年台風第10号に対応した危険物関係法令の運用について

府政防第1482号
消防災第156号
健感発0907第3号
環自総発第20090
71号

令和2年9月7日
　　都道府県　　　防災担当主幹部(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
(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
環境省自然環境局総務課長

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（第２版）について

消防予第264号 令和2年9月4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 住宅用火災警報器の設置状況等調査結果（令和2年７月１日時点）に

ついて

事務連絡 令和2年9月3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 台風第10号に伴う通電火災対策の徹底について

事務連絡 令和2年9月3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設置に係るリーフレットの作成について

消防消第214号 令和2年9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・救急課長 令和元年度における消防職員委員会の運営状況及び令和2年度にお

ける消防職員委員会の運営に関する留意事項について

事務連絡 令和2年8月31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8月28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 郵便法施行規則の一部を改正する省令について（情報提供）

事務連絡 令和2年8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 消防庁危険物保安室 消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について

消防予第226号 令和2年8月27日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長 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の公布等について（通知）

消防予第251号 令和2年8月27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 「ロケ撮影の円滑な実施のためのガイドライン」の周知等について

｛ ｝

報道発表

通知等

報道発表・通知
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広報テーマ
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

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

報道発表

通知等

報道発表・通知




