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最近の報道発表（令和3年5月22日～令和3年6月20日）

報道発表

通知等

報道発表・通知

＜救急企画室＞

3.5.31 「令和３年度 救急業務のあり方に関する検討会」の
発足及び開催

　令和２年中の救急自動車による救急出動件数及び救急搬送人員（速報値）は、新型コロナウ
イルス感染症の拡大に伴う国民の行動変容の影響などを受けて、対前年比で約１割減となり、
平成20年以来12年ぶりに対前年比で減少しました。一方で、複数の消防本部からの聞き取り
によれば、現場到着所要時間や、病院収容所要時間は、対前年比で延伸したとの報告を受けて
おり、個々の救急活動における負担は、新型コロナウイルス感染症による影響により増大して
いる現状がうかがえるところです。
　こうした影響に加え、高齢化の進展や、環境及び生活様式の変化等を背景として、今後の救
急需要はいっそう多様化していくものと見込まれることから、今後とも、救急業務を取り巻く
諸課題への対応策を十分に検討し、救急業務を安定的かつ持続的に提供しながら、救命率の向
上を図るために必要となる取組を実施することが求められています。
　このような背景を踏まえ、今年度の検討会では、「救急業務の円滑な実施と質の向上」と「救
急車の適正利用（適時・適切な利用）の推進」を検討項目とし、「救急業務の円滑な実施と質
の向上」については、救急業務におけるメディカルコントロール体制のあり方、蘇生ガイドラ
イン改訂への対応及びICT技術を活用した救急業務の高度化について検討し、「救急車の適正利
用（適時・適切な利用）の推進」については、救急安心センター事業（♯7119）の全国展開
に向けた検討を行います

3.6.17
映画「セイバー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー
戦記」とタイアップした熱中症を予防啓発するポス
ターの配布

　東映株式会社の協力を得て、７月22日（木・祝）より全国の映画館で公開予定の映画「セイ
バー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記」とタイアップした、熱中症を予防啓発するポス
ターを作成し、全国の消防本部等に配布いたします。

＜予防課＞

3.5.24

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)に対する意見公募の結果及び改正告示
の公布

　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、国民の皆様から広く意見を
公募したところ、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）について４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」及び「耐火電線の基準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。

3.5.28 「火災調査の業務効率化に向けた検討部会報告書」
の公表

　近年の製品の複雑化や国民生活の多様化により、火災の原因が複雑・多様化しており、また、
火災件数の減少に伴い、実務経験を通じた職員の育成が困難となっています。消防庁ではこれ
らの状況を踏まえ、火災調査業務に携わる消防職員の負担軽減等を行い、より効率的で質の高
い火災調査を実施していくことを目的に、火災調査業務及びこれらに付随する事務の効率化に
ついて検討を行いました。
検討の結果、今般、報告書がとりまとめられましたので公表します。

3.6.18 「高齢者の生活実態に対応した住宅防火対策のあり
方に関する検討部会報告書」の公表

　近年の住宅火災による年齢階層別死者数（放火自殺者等を除く。）を見ると、65歳以上の高
齢者（以下「高齢者」という。）の占める割合が約７割と高水準で推移している状況であり、
さらなる高齢化の進展が見込まれる中で、住宅火災による高齢者の死者数の割合は今後増加し
ていくことが予想されます。このことから、住宅火災による高齢者の死者数の低減を図るこ
とを目的に、高齢者の生活実態等に対応した、効果的な防火対策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とりまとめましたので公表します。

3.6.18 ゲームソフト「戦国無双５」とタイアップした火災
予防広報ポスターの制作

　消防庁では、株式会社コーエーテクモゲームスの協力を得て、６月２４日（木） に発売され
るゲームソフト「戦国無双５」とタイアップし、住宅用火災警報器の設置・維持管理広報ポスター
と火災予防広報ポスターを制作し、全国の都道府県、消防本部へ配布することにより、住宅用
火災警報器の設置・維持管理の促進や火災予防の啓発を図ります。

＜危険物保安室＞

3.5.25 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
（案）に対する意見公募

　危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（案）の内容について、令和３年５月26日
から６月24日までの間、意見を公募します。

3.5.28 「令和２年中の危険物に係る事故の概要」の公表 　令和２年中（１月から12月）の危険物施設における事故の発生状況について、とりまとめま
したので、その概要を公表します。

3.5.28 「令和３年度危険物安全週間」の実施及び消防庁長
官賞の表彰

　令和３年６月６日（日）から６月12 日（土）まで「令和３年度危険物安全週間」を実施し、
消防庁長官賞の表彰を行います。
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最近の通知（令和3年5月22日～令和3年6月20日）
発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

府政防第749号
消防災第85号 令和3年6月18日 各都道府県防災担当主管部（局）長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当)
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

災害が発生するおそれのある段階から避難所として貸出し得る各省
庁及び 独立行政法人 、民間団体等が所有する研修所、宿泊施設等
の活用等について

事務連絡 令和3年6月17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

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための
筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修に
ついて（第二報）」への対応等について

府政防第733号
消防災第83号
健感発0616第1号
環自総発第
2106141号

令和3年6月16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
動物愛護管理担当部（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３版）について

総行公第49号
消防消第255号 令和3年6月11日

各都道府県総務部長
（人事担当課、市町村担当課、区政担当課扱い）

各指定都市総務局長（人事担当課扱い）
各都道府県消防防災主管部（局） 長

総務省自治行政局公務員部
公務員課長
消防庁消防・救急課長

消防職員である救急救命士がワクチン接種業務に従事する場合の任
命等及び手当について（通知）

事務連絡 令和3年6月11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

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための
筋肉内注射の臨床検査技師、救急救命士による実施のための研修に
ついて」への対応等について

事務連絡 令和3年6月10日
各都道府県防災主管部（局）
各　都道府県　市町村　特別区
衛生主管部（局）

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部防災課
厚生労働省健康局健康課
予防接種室

避難所の運営と新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る対
応について（周知）

消防消第244号
消防救第183号 令和3年6月4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

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するた
めの各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について」
への対応について（依頼）

事務連絡 令和3年5月31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

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するた
めの各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等に関する検
討会」の開催について

消防危第119号 令和3年5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 消防庁危険物保安室長 令和2年中の危険物に係る事故に関する執務資料の送付について（通

知）

消防災第78号 令和3年5月28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３年度総合防災訓練大綱について

消防予第270号 令和3年5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 消防庁予防課長 消防用設備等の点検要領の一部改正について

＜特殊災害室＞

3.5.28 「令和２年中の石油コンビナート等特別防災区域の
特定事業所における事故概要」の公表

　消防庁では、毎年、石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所における事故の概要を
取りまとめています。今般、令和２年中の事故概要を取りまとめたので公表します。

＜防災課＞

3.6.10 ６月17日に緊急地震速報の訓練を実施します

　緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、その短い間
に、慌てずに身を守るなど適切な行動をとるためには日頃からの訓練が重要です。
６月17日に、国の機関、都道府県、市区町村と連携し、全国的な緊急地震速報の訓練を実施し
ます。
一部の地方公共団体では、住民参加による地震の揺れから身を守る訓練などが行なわれます。
お住まいの地域の訓練内容を御確認いただき、現下の新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏
まえ、可能な範囲で訓練へ参加してください。

3.6.10 市町村における津波避難計画の策定状況等の調査結果 　消防庁では、市町村における津波避難計画の策定状況等について調査を実施し、この度、令
和２年12月１日現在の状況を取りまとめましたので公表します。

報道発表

通知等

報道発表・通知
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発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

事務連絡 令和3年5月25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 救急救命士による新型コロナワクチン接種業務の対応について

消防予第220号 令和3年5月24日 各都道府県知事
各指定都市市長 消防庁次長

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及び耐火電線の基
準の一部を改正する件の公布について（通知）

広報テーマ
８　月

①電気器具の安全な取扱い
②危険物保安講習のオンライン実施について
③防災訓練への参加の呼び掛け
④全国防災・危機管理トップセミナー

予防課
危険物保安室
防災課
防災課

７　月

①火遊び・花火による火災の防止
②石油コンビナート災害の防止
③台風に対する備え
④全国防災・危機管理トップセミナー
⑤住民自らによる災害への備え

予防課
特殊災害室
防災課
防災課
地域防災室

報道発表

通知等

報道発表・通知
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