
消防の動き '21 年 ３月号   - 43 -

最近の報道発表（令和3年1月26日～令和3年2月22日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜救急企画室＞

3.1.29 「♯7119の全国展開に向けた検討部会」報告書の公
表

　消防庁では、救急相談センター事業（♯7119）（以下「♯7119」という。）が全国で実施さ
れることを目指し、平成21年に実施した「モデル事業」を皮切りに、「救急業務のあり方に関
する検討会」を中心にこれまで様々な視点から検証・検討を行い、事業の普及に向けた通知等
の発出や、♯7119普及促進アドバイザー制度の創設による未実施地域への働きかけなどを行
い、事業の導入促進を進めてきました。
　今年度は、♯7119の更なる普及を進め、「日本全国どこにいても♯7119が繋がる体制」す
なわち♯7119の全国展開を目指すことを目的として、「♯7119の全国展開に向けた検討部会」

（以下「検討部会」という。）を設置し、具体的な対応方策の検討を進めてきました。
　この度、検討部会の報告書をとりまとめましたので、お知らせします。

＜予防課＞

3.2.10

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を定める件の一部
を改正する件（案）及び耐火電線の基準の一部を改
正する件（案）に対する意見公募

　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
様式を定める件の一部を改正する件（案）及び耐火電線の基準の一部を改正する件（案）の内
容について、令和３年２月12日から令和３年３月15日までの間、意見を公募します。

＜地域防災室＞

3.2.22 令和２年度総務大臣感謝状（消防団関係）の贈呈団
体の決定

　令和２年度総務大臣感謝状（消防団関係）の贈呈団体を次のとおりとしましたので、お知ら
せします。
　なお、贈呈式典については、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等を踏まえ、本年４月
下旬以降に開催することを検討していますが、詳細は追ってお知らせします。

3.2.22 「第25回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定

　 「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成８年度に創設され、今回で25回
目を迎えました。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。

この度、防災まちづくり大賞選定委員会（委員長：室﨑益輝（兵庫県立大学大学院減災復興
政策研究科長）氏。）において、「第２５回防災まちづくり大賞」の受賞団体を次のとおりとし
ましたので、お知らせします。
　なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３
月２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。

3.2.22 令和２年度消防庁消防団協力事業所表示証の交付団
体の決定

 　令和２年度消防庁消防団協力事業所表示証の交付団体を次のとおりとしましたので、お知ら
せします。
　なお、交付式典については、新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等を踏まえ、本年４月
下旬以降に開催することを検討していますが、詳細は追ってお知らせします。

3.2.22 令和２年度防災功労者消防庁長官表彰及び消防団等
地域活動表彰の受賞団体の決定

　令和２年度防災功労者消防庁長官表彰及び消防団等地域活動表彰の受賞団体を次のとおりと
しましたので、お知らせします。
　なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３
月２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。

3.2.22 令和2年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレ
ンドシップ）

　令和２年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）の受賞クラブ及び指導者を
次のとおりとしましたので、お知らせします。
　なお、表彰式典については、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３
月２８日（令和３年２月１２日変更））の趣旨を踏まえ、実施しません。

＜消防研究センター＞

3.2.17 令和3年度消防防災科学技術賞受賞の作品募集 　消防庁では、消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に資することを目的として、
「令和3 年度消防防災科学技術賞」の作品募集をいたします。
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最近の通知（令和3年1月26日～令和3年2月22日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年2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 消防庁予防課 建築物防災週間（令和２年度春季）の実施について

事務連絡 令和3年2月19日 各都道府県防災担当主管部（局）

内閣府政策統括官（防災
担当）付
参事官（避難生活担当）付
消防庁国民保護・防災部
防災課

災害発生時における新型コロナウイルス感染症への対応について
－ 情報共有及び避難所における対応の経費 －

事務連絡 令和3年2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 消防庁危険物保安室 労働安全衛生法令における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所

に関する運用について

消防特第37号 令和3年2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 消防庁特殊災害室長 林野火災に対する警戒の強化について

消防予第46号 令和3年2月17日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長 「消防法施行規則第三十一条の六第八項第六号の期間を定める件等

の一部を改正する件」の公布について

事務連絡 令和3年2月16日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取
組への対応について（依頼）

事務連絡 令和3年2月15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55回）等の開催について（情

報提供）

事務連絡 令和3年2月15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拡大防止において出勤することが著しく
困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の一部改正
について（情報提供）

消防消第35号
消防地第41号 令和3年2月12日 各都道府県消防防災主管部（局）長

消防庁消防・救急課長
消防庁国民保護・防災部
地域防災室長

新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる消防団員等への新型
コロナウイルス感染症に係る予防接種について（依頼）

消防予第40号 令和3年2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 消防庁予防課長 電子申請による建築確認に係る消防同意等事務の取扱について（通

知）

事務連絡 令和3年2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 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意

事項について（情報提供）

消防消第22号
消防救第27号
消防広第38号

令和3年2月8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
消防庁国民保護・防災部
広域応援室長

新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等への新型コロ
ナウイルス感染症に係る予防接種について（依頼）

事務連絡 令和3年2月5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の徹底

について（情報提供）

事務連絡 令和3年2月3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54回）等の開催について（情

報提供）

事務連絡 令和3年2月3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 令和２年度第３次補正予算の成立を踏まえた新型コロナウイルス対応

地方創生臨時交付金の取扱いについて（情報提供）

事務連絡 令和3年2月2日 各都道府県消防防災主管課 消防庁消防・救急課 令和２年度「消防学校の教育訓練に関する調査」の結果について

事務連絡 令和3年2月2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 令和２年１月から同年９月までに発生した

製品火災に関する調査結果について

事務連絡 令和3年1月29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 消防庁消防・救急課 令和３年度の消防防災に関する普通交付税措置（案）の概要につい

て

消防予第22号 令和3年1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 東京都港区における二酸化炭素消火設備の放出事故の発生について

事務連絡 令和3年1月27日 各都道府県消防防災主管課
東京消防庁・指定都市消防本部 消防庁予防課長 新型コロナウイルス感染症対策のための消防用設備等の取扱いに係

る柔軟な対応の周知について

消防予第20号 令和3年1月27日 各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・指定都市消防本部消防長 消防庁予防課長 新型コロナウイルス感染症対策のための

消防用設備等の取扱いに係る柔軟な対応について

事務連絡 令和3年1月27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

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する
政府の情報発信について（情報提供）

消防消第14号 令和3年1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 消防庁消防・救急課長 男性職員の育児休業等の取得促進に向けた

更なる取組について

消防消第６号 令和3年1月27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 女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組等に関する調査の結果等に

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
４　月

①林野火災の防止 特殊災害室

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

事務連絡 令和3年1月26日 各都道府県消防防災主管課 消防庁危険物保安室長 危険物施設に係る各種ガイドライン等に沿った消防法令の運用につ
いて

消防危第11号 令和3年1月26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 移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果及び危険物の移送等にお

ける保安確保について

報道発表

通知等

報道発表・通知
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