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最近の報道発表（令和3年3月26日～令和3年4月20日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜総務課＞

3.4.10 第36回危険業務従事者叙勲（消防関係） 　第36回危険業務従事者叙勲（消防関係）受章者は、631名で勲章別内訳は、瑞宝双光章314名、
瑞宝単光章317名です。

＜予防課＞

3.3.26
火災予防啓発動画「忘れていませんか？火災から命
を守る住宅用火災警報器の点検・交換」の制作・発
表

　消防庁では、住宅用火災警報器の点検及び交換の更なる促進を図るため、火災予防啓発動画
「忘れていませんか？火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」を制作しました。

3.4.2 消防防災科学技術研究推進制度の令和３年度研究課
題の採択

　消防庁では、近年の自然災害の増加、少子高齢化、社会資本の老朽化等を踏まえ、消防防災
分野における課題解決や重要施策推進に資するため、消防防災科学技術研究推進制度（競争的
資金）により研究開発を推進しています。
　この度、令和３年度の研究課題を採択しましたので、公表します。

＜危険物保安室＞

3.3.30
「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向
けた安全対策のあり方に関する検討報告書（令和２
年度報告書）」の公表

　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化やそれに伴う人手不足等により、給油取扱
所（ガソリンスタンド）の数が減少し、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高
齢者への灯油配送などに支障を来すいわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持
及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。このような状況を踏まえ、消防庁では「過
疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会」を開催
し、令和元年度より２年間にわたり調査・検討を行ってきました。
　この度、令和２年度報告書がとりまとめられましたので、公表します。

3.3.30 「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報
告書｣ の公表

　消防庁では、平成30年７月豪雨や台風21号等により、危険物施設においても多数の被害が
発生したことを踏まえ、令和元年度に引続き、令和２年度「危険物施設の風水害対策のあり方
に関する検討会」を開催し、調査・検討を行いました。
　この度、「危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書｣ を取りまとめましたので、
公表します。

＜防災課＞

3.3.30 避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調
査結果

　消防庁では、市町村における避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況について調査を
実施し、この度、令和２年10 月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。

＜参事官室＞

3.3.26 「次世代自動車事故等に対する活動技術の高度化に
関する検討会報告書」の公表

　消防庁では、近年環境負荷低減を目指して普及が進められているハイブリッド自動車、電気
自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車等（以下、「次世代自動車」という。）に対し、交通
救助における活動技術の向上を図ることを目的として、「次世代自動車事故等に対する活動技
術の高度化に関する検討会」を開催し、次世代自動車の各種事故等への迅速な対応及び安全に
配意した標準的な活動要領について検討を行いました。
　この度、検討の結果を報告書として取りまとめましたので公表します。

＜地域防災室＞

3.4.9 消防団ＰＲムービーコンテストの応募作品に対する
投票の受付開始

　地域住民の方々に、消防団をより身近なものとして知っていただくため、消防団ＰＲムービー
コンテスト特設サイトにて、投票の受付を開始します。

今回は、全国から47作品の応募がありました。是非、投票をお願いします。

3.4.13 「消防団員の処遇等に関する検討会」中間報告書及
び消防庁長官通知

　消防庁では、消防団員数が減少していることや、災害が多発化・激甚化する中、消防団員の
負担が増加していることを踏まえ、消防団員数を確保することを目的とした「消防団員の処遇
等に関する検討会」を開催し、検討を行ってきました。
　今般、消防団員の適切な処遇のあり方に関する検討の結果を中間報告書として取りまとめま
したので公表します。
　また、この報告書を踏まえ、都道府県知事及び指定都市市長に対し、消防団員の報酬等の基
準の策定等について、消防庁長官から通知を発出します。

＜広域応援室＞

3.4.12 緊急消防援助隊の登録状況（令和３年４月１日現在）

　令和３年４月１日現在における緊急消防援助隊の登録数は、721消防本部の6,546隊（前年
比増105隊増※）となりました。
　引き続き、大規模・特殊災害等に対応できるよう、第４期基本計画（令和５年度末までに6,600
隊規模を目標）に沿って、緊急消防援助隊の充実・強化を進めてまいります。
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最近の通知（令和3年3月26日～令和3年4月20日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年4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 地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等におけ

る労働災害の防止について（情報提供）

事務連絡 令和3年4月15日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 ゴールデンウィーク等の連休時の医療提供体制の確保への対応につ
いて（依頼）

消防予第187号 令和3年4月15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 東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意

喚起について

消防危第69号
消防特第72号 令和3年4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
消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長 プラントにおけるドローン活用事例集の再改訂について

消防地第171号 令和3年4月13日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁長官 消防団員の報酬等の基準の策定等について

事務連絡 令和3年4月12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（地方・
訓練担当）
消防庁国民保護・防災部
防災課長
気象庁総務部企画課長

地方公共団体における気象防災業務支援のための気象庁等による取
組等について（情報提供）

事務連絡 令和3年4月9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 消防用設備等の設置に係る金融上の措置について（情報提供）

消防救第124号 令和3年4月8日 各都道府県消防防災主管部(局)長 消防庁救急企画室長 「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」の開始について（依頼）

消防予第157号 令和3年4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 消防庁予防課長 令別表第一（６）項に掲げる防火対象物における避難器具の設置状

況等に係る調査について

事務連絡 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部局 消防庁消防・救急課 「令和２年度 消防庁女性活躍ガイドブック」の作成・送付について

事務連絡 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令による消防
法施行令の一部改正について

消防救第100号 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬
送体制の確保への対応について（依頼）

消防救第104号 令和3年3月31日 各都道府県消防防災主管部(局)長 消防庁救急企画室長 「消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について」の一部改
正について（通知）

消防予第131号 令和3年3月31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 「消防用設備等点検アプリ」の本格運用開始について

事務連絡 令和3年3月31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 防爆ガイドラインの解説書について（情報提供）

消防危第48号
消防特第64号 令和3年3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
消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長

プラント保安分野におけるAI 信頼性評価ガイドラインの改定につい
て

消防災第41号
消防危第49号 令和3年3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

消防庁国民保護・防災部
防災課長
消防庁危険物保安室長

危険物施設の風水害対策の一層の推進について

消防危第50号 令和3年3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 消防庁危険物保安室長 給油取扱所の営業時間外における販売等の業務に係る運用について

消防危第51号 令和3年3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 消防庁危険物保安室長 過疎地の給油取扱所において地上に貯蔵タンクを設置する場合等の

運用について

消防危第52号 令和3年3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 消防庁危険物保安室長 ｢圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上

の指針について｣ の一部改正について

事務連絡 令和3年3月30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 令和３年度における危険物取扱者保安講習のオンライン実施につい

て

事務連絡 令和3年3月30日 各都道府県消防防災主管部課
東京消防庁・各指定都市消防本部 消防庁危険物保安室 危険物施設における防爆ガイドラインの活用等について（情報提供）

事務連絡 令和3年3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 消防庁予防課 「有床診療所防火対策自主チェックシステム」の更改に伴う運用開始

について

事務連絡 令和3年3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 年度当初の研修での留意事項について（情報提供）

消防予第132号 令和3年3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 消防庁予防課長 倉庫における火災危険性の把握等について（通知）

消防救第94号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 救急安心センター事業（♯7119）の全国展開に向けた取組について（通知）

消防救第97号 令和3年3月26日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁救急企画室長 救急業務におけるメディカルコントロール体制の更なる充実強化につ
いて（通知）

消防危第43号 令和3年3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 「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一部改

正について

消防危第44号 令和3年3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 危険物施設の立入検査等に関するマニュアルの改定について

報道発表

通知等

報道発表・通知
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広報テーマ
６　月

①危険物安全週間
②地震に対する日常の備え
③熱中症の予防

危険物保安室
防災課
救急企画室

５　月

①風水害に対する備え
②e-カレッジによる防災・危機管理教育のお
知らせ
③市町村長の災害対応力強化のための研修・
訓練

防災課
防災課

防災課

報道発表

通知等

報道発表・通知




