
消防の動き '21 年 2 月号   - 23 -

最近の報道発表（令和2年12月22日～令和3年1月25日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜総務課＞

3.1.15 「令和２年版消防白書」の公表

　消防白書は、消防防災に対する国民の理解を深めることなどを目的として、毎年刊行してい
ます。
　令和２年版消防白書では、特集において、最近の大規模自然災害への対応などのほか、新型
コロナウイルス感染症対策や、消防団の充実強化、ＡＩ等の活用、戸別受信機等の配備促進に
向けた取組について記載しています。

＜救急企画室/参事官室/広域応援室＞

2.12.25 「令和２年版 救急・救助の現況 」の公表 　全国の救急業務及び救助業務の実施状況等を取りまとめましたので、「令和 ２ 年版 救急・救
助の現況」（救急蘇生統計を含む。）として公表します。

＜予防課＞

2.12.25 消防法施行規則の一部を改正する省令（案）等に
対する意見公募の結果及び改正省令等の公布

　消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令（案）等の内容について、令和２年10月
19日から令和２年11月17日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、15件の御
意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「消防法施行規則の一部を改正する省令」、

「消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての
報告書の様式を定める件の一部を改正する件」、「消防法施行規則の規定に基づき、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を定める件の一部を改正する件」、「消防法施行規則第五十一条
の十二第二項の規定において準用する同令第四条の二の四第三項の規定に基づき、防災管理の
点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件」及び「防火管理に関する
講習の実施細目を定める件等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。

＜危険物保安室＞

2.12.25 危険物の規制に関する規則等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、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（案）の内容について、令和
２年10 月19 日から令和２年11 月17 日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、
９件の御意見がございました。この結果を踏まえて、本日、「危険物の規制に関する規則等の
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。

＜特殊災害室＞

2.12.25

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防
災組織等に関する省令の一部を改正する省令（案）
及び石油コンビナート等特別防災区域における新設
事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を
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

　消防庁は、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部
を改正する省令（案）及び石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区
の配置等に関す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10 月26 日から
令和２年11 月30 日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、１件の御意見がご
ざいました。この結果を踏まえて、本日、「石油コンビナート等における特定防災施設等及び
防災組織等に関する省令の一部を改正する省令」及び「石油コンビナート等特別防災区域にお
ける新設事業所等の施設地区の配置等に関す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。

＜地域防災室＞

2.12.22 「消防団員入団促進キャンペーン」の実施

　消防庁では、例年、１月から３月までの間を「消防団員入団促進キャンペーン」期間と位置
付け、全国の地方公共団体等と連携し、消防団への入団促進に係る広報の全国的な展開を図っ
ています。
　今年度も、令和３年１月から３月までの同キャンペーン期間において、様々な取組を実施し
ます。
　なお、ポスター等には、消防団応援サポーターとして、タレントの稲村亜美さんを起用し、
若者を中心とした入団促進を図ります。

3.1.7 「地域防災力向上シンポジウムin 徳島2021」の開催
 地域住民の方々をはじめ、消防団、自主防災組織、企業、医療・福祉等の各分野の連携を深め、
地域の防災力を高めることを目的として、徳島県徳島市において「地域防災力向上シンポジウ
ム」を開催します。

3.1.7 「地域防災力向上シンポジウムin 佐賀2021」の開催
 地域住民の方々をはじめ、消防団、自主防災組織、企業、医療・福祉等の各分野の連携を深め、
地域の防災力を高めることを目的として、佐賀県唐津市において「地域防災力向上シンポジウ
ム」を開催します。

＜防災情報室＞

3.1.20 「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」の
開催

　消防指令システムについて、近年のICT進展を踏まえたシステム環境整備を進めるため、「消
防指令システムの高度化等に向けた検討会」を開催することとしましたのでお知らせします。
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最近の通知（令和2年12月22日～令和3年1月25日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年1月25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母性健康管理措置の適用期限の

延長について（情報提供）

消防情第30号 令和3年1月22日 各都道府県消防防災主管部長 消防庁国民保護・防災部
防災情報室長

地域衛星通信ネットワークの第３世代システム等の一体的な整備の推
進について（通知）

事務連絡 令和3年1月22日 各都道府県消防・防災主管部局
各指定都市消防・防災主管部局 消防庁総務課

消防庁の令和３年度当初予算案、令和２年度第３次補正予算案及び
令和３年度の消防防災に関する地方財政措置の見通しを踏まえた留
意事項について

消防予第17号 令和3年1月22日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長

「消防法施行規則第四条の二の四第一項ただし書及び第三十一条の六
第四項の規定に基づき、消防庁長官が定める事由及び期間を定める件」
の公布・施行について

事務連絡 令和3年1月19日 各都道府県消防防災主管部(局) 消防庁救急企画室 鳥インフルエンザ発生への対応について（お知らせ）

事務連絡 令和3年1月18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 「大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドライン」等を参考に防

火安全対策を講じた大規模倉庫の事例について（情報共有）

事務連絡 令和3年1月18日 各都道府県危機管理・防災担当主管部（局）

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）付
参事官（普及啓発・連携
担当） 付
消防庁国民保護・防災部
防災課

除雪作業中の事故防止に向けた注意喚起等について

事務連絡 令和3年1月15日 各都道府県消防防災主管部（局）

消防庁消防・救急課
消防庁救急企画室
消防庁国民保護・防災部
地域防災室
消防庁国民保護・防災部
広域応援室

医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種におけ
る接種対象者について（周知）

事務連絡 令和3年1月14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のまん延防止のための出勤回避等について

（情報提供）

事務連絡 令和3年1月14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本部（第52回）等の開催について（情

報提供）

事務連絡 令和3年1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

消防庁消防・救急課長
消防庁予防課長
消防庁国民保護・防災部
防災課長

繁華街での見回り活動等の徹底について

事務連絡 令和3年1月8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 地方創生臨時交付金における「協力要請推進枠」の運用拡大等につ

いて（情報提供）

事務連絡 令和3年1月8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のまん延防止のための取組について（情報

提供）

消防予第２号 令和3年1月8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について

事務連絡 令和3年1月8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
消防庁危険物保安室

新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を踏まえ
た消防法等関係法令の運用について

事務連絡 令和3年1月7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
消防庁救急企画室
消防庁国民保護・防災部
地域防災室

緊急事態宣言の発出及び「新型コロナウイルス感染症対策の基本的
対処方針」の改正等について

事務連絡 令和3年1月7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
消防庁予防課長 緊急事態宣言下における繁華街での見回り活動等の実施について

事務連絡 令和3年1月6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 基準の特例を適用した検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器

具等について（情報提供）

消防予第422号 令和2年12月28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

新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた 医療用仮設
ユニットにおける消防用設備等の取扱いに係る執務資料の送付につ
いて（通知）

消防予第420号 令和2年12月28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 消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）

事務連絡 令和2年12月25日 各都道府県危機管理・防災担当主管部
（局）

消防庁国民保護・防災部
防災課 年末年始の災害対応体制の構築等について

消防予第392号 令和2年12月25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 防火対象物定期点検報告制度に係る執務資料の送付について（通知）

報道発表

通知等

報道発表・通知
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広報テーマ
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への
呼び掛け

防災課
地域防災室
地域防災室

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

消防総第812号 令和2年12月25日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長 消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続

のオンライン化について（通知）

消防予第391号 令和2年12月25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 消防法施行規則第４条の２の６第１項で定める点検基準に係る点検要

領等についての一部改正について

消防救第315号 令和2年12月25日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 「救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）」の発出及び救急隊の
感染防止対策の推進について（通知）

消防予第413号 令和2年12月25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 消防設備士免状の写真に関する運用上の留意事項について（通知）

消防予第412号 令和2年12月25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

消防関係手続（火災予防分野）における書面規制、押印、対面規制
の見直し及び手続のオンライン化に係る関係通知の一部改正等につ
いて（通知）

消防予第388号 令和2年12月25日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長 消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）

消防危第302号 令和2年12月25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 危険物取扱者免状の写真に関する運用上の留意事項について（通知）

消防危第304号 令和2年12月25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 災害時等に市町村長等が別に定める定期点検の期限に関する運用上

の留意事項について（通知）

消防危第301号 令和2年12月25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 危険物の規制に関する規則等に規定されている様式上の押印の廃止

について（通知）

消防危第284号 令和2年12月25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規則等の一部を改正する省令の公布について

消防特第161号 令和2年12月25日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関す

る省令の一部を改正する省令の公布について

消防特第161号
20201203保第1
号

令和2年12月25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における新設事業所等の施設地区
の配置等に関する省令の一部を改正する省令の公布について

消防特第171号
２高圧第18号 令和2年12月25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災害防止法関連法令に規定されている様式上の
押印の廃止について（通知）

消防危第306号 令和2年12月25日 各都道府県消防防災主管部長 消防庁危険物保安室長 危険物取扱者保安講習のオンラインによる実施について（通知）

消防予第409号 令和2年12月25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 大手家電流通協会との協力事業について

事務連絡 令和2年12月24日 各都道府県消防防災主管部(局) 消防庁救急企画室 緊急度判定プロトコルVer. ３の策定について（周知）

事務連絡 令和2年12月24日 各都道府県消防防災主管部(局) 消防庁救急企画室 鳥インフルエンザの発生事例について（お知らせ）

消防危第300号
消防特第170号 令和2年12月24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
消防庁特殊災害室長

「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故の
報告」の一部変更について

消防予第410号 令和2年12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 二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について

報道発表

通知等

報道発表・通知
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