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 検定協会だより　30年11月

静岡市消防局は、平成28年４月１日から、静岡市、島田市、牧之原市、吉田町及び川

根本町の３市２町における消防救急広域化を実現させました。広域化の実現によって、

管轄面積については政令指定都市のうちで最も広い約2,350平方キロメートルまで拡大

しましたが、この広大な地域の消防需要に対応すべく、１局、２部、８課、９消防署、

１分署、23出張所に対して1,040人（条例定数）の職員を配置し、強固な組織体制を構

築するとともに、約90万人の住民の安心・安全を確保するために、日々の消防業務を遂

行しています。

なお、消防業務の核となる消防局庁舎については、消防救急広域化に合わせるような

形で新設されています。庁舎の構造は、免震機能を備えた鉄骨鉄筋コンクリート造地上

６階建てで、駿河消防署及び指令センターを含む防災拠点として、重要な役割を果たし

ています。

つぎに、当消防局管内の地域の特性等についてもお伝えさせていただきます。管轄区

域の南には駿河湾の海岸線が広がり、北は3,000ｍ級の山々が連なる南アルプスを背に

して安倍川や大井川の一級河川を抱えており、豊かで美しい自然と温暖な気候に恵まれ

ています。

また、登呂遺跡に象徴される弥生時代から、戦国時代に大きな勢力を誇った今川義元

氏、徳川家康公の時代を経て現代に至るまで、様々な歴史を刻み、育まれてきた地域で

す。

一方、インフラ環境では、我が国の大動脈として生活、経済活動に必要不可欠な、東

名高速道路、新東名高速道路及び東海道新幹線が、東西の大都市を繋いでいます。

また、蒸気機関車で有名な大井川鐵道、国内線が多数発着する富士山静岡空港があり、

国際貿易と海洋調査の基地で、かつ、国際拠点港湾であり、その周囲が石油コンビナー

ト等特別防災区となっている清水港も有し、雄大な自然と地域住民との暮らしや、各種

「災害に強く安心・安全に暮らせ

るまち」を目指して

静岡市消防局長

村 田 吉 伸
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インフラとエネルギー基幹産業とが融合する地域となっています。

ここで、当地域に関心を持っていただいた方のために、２点の「おすすめ」をさせて

いただきます。

まずは、大井川に沿うように走る「大井川鐵道」です。大井川の豊かな流れを間近に

感じるとともに、初夏には緑が眩しいお茶畑等が車窓に広がり、美しい風景を楽しめま

す。一度は姿を消したＳＬは、1976年に復活し、日本の鉄道ファンのみならず、多くの

人を惹きつけている観光列車で、最近では機関車トーマスでも有名です。また、日本で

は、唯一、静岡県の駿河湾だけで水揚げされる「桜えび」。しかも年２回、春漁と秋漁

だけの限定です。桜えびは貴重な海産物ですが、手の届かない食材というわけではなく、

桜えび漁が盛んな静岡市清水区の由比漁港周辺に来れば、新鮮な桜えびが手頃な値段で

入手できますし、美味しい桜えび料理を年中食べさせてくれるお店もあります。日本一

深い駿河湾からのお裾分けを是非一度御賞味ください。

話を少し消防関係に戻しまして、当消防局管内の課題について目を向けますと、高齢

化社会や人口減少社会の到来、経済情勢の急速な変化等に対応できる行政運営が求めら

れる近年の状況下においては、東海地震や南海トラフ巨大地震といった大規模災害によ

る甚大な人的・物的被害が懸念されるところです。静岡県第４次地震被害想定における

最大級の地震・津波による被害は、これまでの予想をはるかに上回るもので、管轄区域

の最大死者数が３万人を超えるものと予想されています。そのような中で、消防機関に

寄せられる住民の期待は留まることを知らず、益々大きくなるばかりであり、あらゆる

事態に対して十分な対策を講じ、即時に対応できる防災体制の構築が強く求められてい

るところです。

このような住民の期待に応えるために、当消防局は、３つの取り組みを推進していき

ます。

１つ目は、「災害対応力の強化」です。近年の消防需要の変化を踏まえ、消防・救助

隊等の現有する部隊を有効に活用するため、適正な配置場所を検討するとともに、車

両・資機材の更新等により、消防力の充実を図っていきます。

２つ目は、「火災予防体制の強化」です。住宅火災の逃げ遅れによる死者数の発生を

減少させるため、住宅用火災警報器の設置を引き続き推進するとともに、依然として出

火原因の上位を占める放火火災や類似火災等を撲滅し、出火原因が不明である火災の絶

無を目指す火災調査の充実強化を図るとともに、県から権限が移譲された保安三法への

対応等についても、住民の安心、安全を確保するための施策を実施していきます。また、

ひとたび災害が発生すると被害が大きく、かつ、社会的影響も大きくなる特定防火対象
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物の重大違反に対する査察を強化し、消防法令違反の絶無を推進していきます。

３つ目は、「人材育成の強化」です。人材育成と女性活躍推進のため、各分野で能力

を発揮できるスペシャリストの育成や人材育成ビジョンを踏まえた新たな研修計画を策

定し、職員の育成を推進していきます。

なお、女性職員の活躍推進にあたっては、女性職員の職域拡大や働き方改革を進める

ことによって、より多くの女性に採用試験を受験してもらうとともに、女性消防吏員数

の増加に繋がるような施策の実施を推進していきます。

このように、静岡市消防局においては、広域化によるスケールメリットを活かし、大

規模災害等への備えを万全とすることのみならず、地域住民の視点に立ち、きめ細やか

な消防サービスを提供することにより、「災害に強く安心・安全に暮らせるまち」を目

指していきます。

結びに、日本消防検定協会及び全国の消防関係者皆様方の益々の御発展を祈念し、巻

頭のことばとさせていただきます。

静岡市（茶畑から眺める富士山と駿河湾）

島田市（新金谷駅）
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消防庁情報

平成31年度消防庁重点施策について

近年、我が国においては、平成29年７月の九州北部豪雨、平成30年４月の大分県中津

市での土砂災害、平成30年７月豪雨などの大規模な風水害や、平成28年４月の熊本地震、

平成30年９月の北海道胆振東部地震といった震度７クラスの極めて大きな地震が発生し

ており、また、平成30年８月には群馬県防災ヘリが墜落する事故が発生するなど、各地

域における消防防災体制の一層の充実が求められている。総務省消防庁では、このよう

な状況を踏まえ、緊急消防援助隊の災害対応能力の強化及び常備消防力の強化を図ると

ともに、引き続き、地域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の充実強化を行

い、また、Ｇ20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会といった国際的

な大規模イベントに向けた体制整備などを内容とした施策を重点的に推進するための概

算要求を行ったところであり、以下にその概要を述べる。

なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断りする。

⑴　大規模災害に備えた緊急消防援助隊の充実強化

【施策概要】

・大規模かつ迅速な部隊投入を可能とする体制を充実させるため、車両・資機材等を

整備 ※平成30年４月１日時点5,978隊

○緊急消防援助隊設備整備費補助金　49.0億円（30年度49.0億円）【継続】

・南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、緊急消防援助隊の機動力や後方支援

体制等を強化

○津波・大規模風水害対策車（救命ボート・バギー等搭載）の整備　

2.2億円（29年度補正4.2億円）

○救命ボート等の整備　0.6億円【新規】

○拠点機能形成車の整備　2.6億円（29年度補正7.4億円）

総務省消防庁総務課理事官

加 藤 隆 佳
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○重機及び重機搬送車の整備　0.7億円【新規】

○映像伝送システムの整備　0.4億円【新規】

・緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力を向上させるため、「緊急消防援助隊基本

計画」に基づき、緊急消防援助隊の地域ブロック合同訓練を実施

　○緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施　0.9億円（30年度0.8億円）【継続】

・消防防災ヘリコプターの安全性向上策・充実強化策の調査・検討等を実施

　○消防防災航空の運航体制のあり方に関する調査・研究　0.4億円【新規】

緊急消防援助隊は、平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、大規

模・特殊災害発生時の人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施する消防の応援体制を国

として確保することを目的に同年６月に創設されたものである。平成30年４月１日時点

で、全国で5,978隊が登録されており、平成30年７月豪雨や北海道胆振東部地震を含め、

創設以来、これまでに37回出動している（平成30年10月１日現在）。

平成30年７月豪雨は、西日本を中心に全国各地で記録的な大雨となり、河川の氾濫に

よる浸水や土砂災害が発生し、全国で230名の死者・行方不明者が出る甚大な被害が発

生したものであるが、消防庁においては、東日本大震災以来二度目となる長官指示によ

る緊急消防援助隊の派遣を行うこととし、岡山県・広島県・愛媛県・高知県の４県に対

し、のべ3,713隊、15,287名が派遣され、被災地において多数の要救助者の救助を行った。

また、北海道厚真町で震度７を、安平町・むかわ町で震度６強を記録した北海道胆振

東部地震は、死者が41名、建物被害が全壊394棟となるほか、道内全域295万戸で停電が

発生するなど甚大な被害が発生した。緊急消防援助隊としては、のべ642隊、2,632名の

緊急消防援助隊が派遣され、被災地において救助活動を実施した。

今後も、複雑化・大規模化する災害において効果的・効率的に救助・救援活動を行う

ためには、車両・資機材の整備や部隊編成・部隊運用の強化等による緊急消防援助隊の

機能強化が必要であり、平成31年度は、緊急消防援助隊設備整備費補助金を引き続き49

億円要求するとともに、水陸両用バギーなどを搭載し地震津波や洪水等による浸水地域

等での消防活動に対応した「津波・大規模風水害対策車」、折りたたみが可能でガレキ

等による損傷に強く、一度に多数の救出が可能な「高機能救命ボート」、大型エアーテ

ントの設営や食事・トイレ・シャワー等の提供により部隊の活動を後方支援する「拠点

機能形成車」、土砂災害における救助活動を目的とした「重機及び重機搬送車」等につい

て、消防組織法第50条の規定に基づく無償使用制度を活用し整備を図ることとしている。

また、８月10日に発生した群馬県防災ヘリコプター墜落事故を踏まえた対応としては、
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平成29年度に開催された「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実強化に関する検討

会」において提言された安全性向上に係る取組について早期実施を緊急に要請するとと

もに、消防防災ヘリコプターの安全性向上策・充実強化策の調査・検討等を行うために

必要な経費を要求することとした。（資料１）

⑵　様々な災害に対応するための常備消防力等の強化

【施策概要】

（a）常備消防力の充実強化

・各地域の多様な消火・救急・救助ニーズに的確に対応するため、消防の広域化や消

防業務の一部の連携・協力など、地域の実情に応じた柔軟な対応を推進

○市町村の消防の広域化及び連携・協力の推進　0.4億円（30年度0.2億円）【拡充】

○実践的な訓練施設の充実のための街区訓練ユニット等の整備　

0.4億円（30年度0.5億円）【継続】

(1)大規模災害に備えた緊急消防援助隊等の充実強化

※平成30年4月1日時点 5,978隊

資料１

・大規模かつ迅速な部隊投入を可能とする体制を充実させるため、
車両・資機材等を整備

○緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施
0.9億円（30年度 0.8億円）【継続】

○緊急消防援助隊設備整備費補助金 49.0億円（30年度 49.0億円）【継続】

・緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力を向上させるため、
「緊急消防援助隊基本計画」に基づき、緊急消防援助隊の
地域ブロック合同訓練を実施

・南海トラフ地震等の大規模災害に備えるため、緊急消防援助隊の
機動力や後方支援体制等を強化

○津波・大規模風水害対策車（救命ボート・バギー等搭載）の整備

2.2億円（29年度補正 4.2億円）

○救命ボート等の整備 0.6億円【新規】

○拠点機能形成車の整備 2.6億円（29年度補正 7.4億円）

○重機及び重機搬送車の整備 0.7億円【新規】

○映像伝送システムの整備 0.4億円 【新規】

【津波・大規模風水害対策車】

【拠点機能形成車】【大型エアテント】 収納

大型エアーテントやトイレ等
の長期間の消防応援活動
に対応した資機材を搭載

ボートやバギー等の津波や
大規模風水害による対応
した資機材を搭載

【緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練】

・消防防災ヘリコプターの安全性向上策・充実強化策の調査・検討等を実施
○消防防災航空の運航体制のあり方に関する調査・研究 0.4億円【新規】
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・住民生活の安心・安全を確保するための防火水槽などの消防防災施設の整備を促進

○消防防災施設整備費補助金　13.3億円（30年度　 13.2億円）【継続】

消防の広域化については、これまで２期10年以上にわたる取組の結果、52地域におい

て広域化が実現し、11町村で非常備状態が解消され、職員数が50人以下の消防本部の数

は４割減少するなどしているが、人口減少の本格化や頻発する大規模災害等に鑑み、更

に広域化を進めるため、平成30年４月には「市町村の消防の広域化に関する基本指針」

を改正し、推進期限を平成36年４月１日までとしたところであり、31年度においても、

市町村の消防の広域化及び連携・協力に係る取組を推進する。

また、消防大学校における指揮訓練について、道路が狭隘で空地の少ない、活動困難

な木造密集地区を再現することにより、延焼拡大を阻止するための現場指揮を実践に近

い形で教育することための街区訓練ユニットの整備を行う。

消防防災施設整備費補助金については、引き続き、地方公共団体における、活動火山

対策避難施設のほか、耐震性貯水槽、備蓄倉庫（地域防災拠点施設）、救助活動等拠点

施設、広域訓練拠点施設等の住民生活の安心・安全を確保するための消防防災施設整備

を促進することとし、平成30年度当初予算と比べて増額して要求している。

【施策概要】

（b）地方公共団体等の災害対応能力の強化

・地方公共団体の受援計画等の策定支援や、豪雨災害時における住民の主体的な情報

収集や避難行動を促進するための取組を実施

○受援計画、業務継続計画及び津波避難計画の策定支援　

0.1億円（30年度0.02億円）【拡充】

○平成30年７月豪雨を受けた住民避難に係る取組　0.1億円【新規】

大規模な災害が発生した場合には、被災地の市町村は災害対策を推進するための司令

塔機能を担うこととなるが、市町村自体が被災するケースも考えられることから、被災

した市町村が、災害により大幅に増大する行政需要に的確に対応するため、応援職員を

円滑に受け入れることも含め、その機能を継続的に確保するため、地方公共団体の受援

計画、業務継続計画（BCP）等の策定を支援する。

また、平成30年７月豪雨において多数の住民が逃げ遅れ、救助が必要になったことか
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ら、災害時に主体的に情報を収集し、適切に避難行動をとることを呼びかける住民向け

の広報資料の作成などに取り組む。

【施策概要】

（c）救急体制の確保

・救急車の適正利用を促すため、救急安心センター事業（＃7119）の全国展開を推進

○＃7119の全国展開等による救急需要対策の更なる充実強化　

0.2億円（30年度0.2億円）【継続】

・携帯電話等からの119番の増加や海外で新たな位置情報システムの導入が進んでい

ること等を踏まえた、緊急通報時の位置情報通知システムの高度化等について検討

○次世代の119番緊急通報に関する検討　0.3億円（30年度0.2億円）【継続】

平成29年中の救急出動件数は速報値で約634万件、搬送人員は約574万人と過去最高と

なり、高齢化等を背景に今後も増加が見込まれることから、救急車の適正利用は喫緊の

課題であるとの認識に立ち、＃7119（救急安心センター事業）の全国展開等による救急

需要対策の更なる充実強化を図る。

(a) 常備消防力の充実強化

(2)様々な災害に対応するための常備消防力等の強化

(c) 救急体制の確保

○市町村の消防の広域化及び連携・協力の推進
0.4億円（30年度 0.2億円）【拡充】

○実践的な訓練施設の充実のための街区訓練ユニット等の整備
0.4億円 （30年度 0.5億円）【継続】

・救急車の適正利用を促すため、救急安心センター事業（#7119）の
全国展開を推進
○#7119の全国展開等による救急需要対策の更なる充実強化

0.2億円 （30年度 0.2億円）【継続】

・各地域の多様な消火・救急・救助ニーズに的確に対応するため、
消防の広域化や消防業務の一部の連携・協力など、地域の実情
に応じた柔軟な対応を推進

・住民生活の安心・安全を確保するための防火水槽などの消防防災
施設の整備を促進

資料２

（実施済団体：１１団体）
宮城県、東京都、埼玉県、新潟県、大阪府、奈良県、福岡県、
札幌市周辺、横浜市、田辺市周辺、神戸市

○病院に行った

方がいいの？

○救急車を呼ん

だ方がいいの？

○応急手当はど

うしたらいいの？

医療機関
の案内

住民
●医師・看護師・相談員が相談に対応

・病気やけがの症状を把握

・緊急性、応急手当の方法、受診手

段、適切な医療機関などについて助言

●相談内容に緊急性があった場合、直ち

に救急車を出動させる体制を構築

●原則、２４時間３６５日体制

迅速な
救急車の

出動
緊急性の
高い症状

救急安心センター事業（♯７１１９）

緊急性の
低い症状

専用回線
（♯７１１９）

・携帯電話等からの119番の増加や海外で新たな位置情報システムの
導入が進んでいること等を踏まえた、緊急通報時の位置情報通知
システムの高度化等について検討
○次世代の119番緊急通報に関する検討 0.3億円（30年度 0.2億円）【継続】

○消防防災施設整備費補助金 13.3億円（30年度 13.2億円）【継続】

・地方公共団体の受援計画等の策定支援や、豪雨災害時における住民の主体的な
情報収集や避難行動を促進するための取組を実施
○受援計画、業務継続計画及び津波避難計画の策定支援 0.1億円（30年度 0.02億円）【拡充】
○平成30年7月豪雨を受けた住民避難に係る取組 0.1億円【新規】

(b) 地方公共団体等の災害対応能力の強化

X圏域（組織は統合しない）

A市

B市

C町

D村

救急の応援

消火・救急・
救助・予防の応援

高機能消防指令センター
（指令の共同化）

【消防の連携・協力（例）】
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また、119番通報を受け付け、消防隊や救急隊の出動指令を行う消防指令システムに

ついて、近年、携帯電話からの119番通報が増加していることや、海外で新たな位置情

報取得システムの導入が進んでいること等を踏まえ、我が国における緊急通報時の位置

情報通知システムの高度化等に係る検討を行う。（資料２）

⑶　地域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の充実強化

【施策概要】

（a）消防団の装備・訓練の充実強化

・災害現場の状況を速やかに把握するための資機材（オフロードバイク、ドローン）

や女性や学生でも扱いやすい小型動力ポンプの無償貸付けを実施するとともに、消

防団への教育訓練を実施

・「基本団員」の質の向上及び「大規模災害団員」のスムーズな活動のための教育訓

練のあり方に関する調査研究を実施

○消防団の装備・訓練の充実強化　2.4億円（30年度2.4億円）【継続】

消防団は、「地域密着性」、「要員動員力」、「即時対応力」といった特性を有し、これ

までに発生した災害の際にも、発災直後から住民の安否確認、救助活動、消火活動、避

難誘導等に従事するなど、災害対応に関して極めて大きな役割を果たしてきた。災害発

生時においては、土砂崩れや浸水による交通遮断により、通常の消防団車両では災害現

場にまで接近することができない場合があるところ、速やかに被害状況を把握し災害対

応業務に従事するため、平成31年度も、引き続き、オフロードバイクやドローンといっ

た情報収集活動用資機材を消防学校に対して無償で貸し付け、消防団への教育訓練を実

施することで、消防団の災害対応能力の向上を図る。

【施策概要】

（b）消防団への加入促進

・平成30年７月豪雨において消防団の活動の重要性が再認識されたことを踏まえ、消

防団への加入を促進するため、ポスター、リーフレット及び雑誌・広告等を活用し

た広報活動を実施

○消防団加入促進広報の実施　1.1億円（30年度0.6億円）【拡充】
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・事業所の従業員や学生の入団を促進するために、新規分団の設立や訓練に要する経

費等を支援

○企業・大学等との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業　

1.2億円（30年度1.2億円）【継続】

平成30年７月豪雨において、地元消防団は災害による被害を最小限にとどめるため、

住民に対する避難の呼びかけや避難補助、土のう積みのほか、土砂災害地域での人命救

助や河川・ため池の監視・警戒活動等の二次災害防止活動などに従事した。このように

消防団の活動の重要性が再認識されたことを踏まえ、ポスター、リーフレット及び雑

誌・広告等を活用した広報活動を実施することにより、消防団への加入促進を図る。

また、若者や女性をなどの消防団への入団を促進するため、引き続き「企業・大学等

との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業」として、地方公共団体と企

業・大学等との連携を主眼に、具体的には、事業所の従業員や大学生が入団することを

前提に、新規分団の設立や訓練、事業所と市町村が連携して実施する防災訓練、学生消

防団の創設・活動に要する経費もその支援の対象として、他の地域のモデルとなるよう

な取組を委託調査事業として採択し、その成果の普及を図る。

【施策概要】

（c）自主防災組織等の充実強化

・自主防災組織等の災害対応能力を強化するため、自主防災組織や消防団と地域の多

様な組織との連携体制の構築を支援

　○自主防災組織等のリーダー育成・連携促進支援事業　

0.5億円（30年度0.5億円）【継続】

　○災害伝承10年プロジェクト　0.4億円（30年度0.2億円）【拡充】

「自主防災組織等のリーダー育成・連携促進支援事業」として、自主防災組織等の連

携を目的とするモデル的な取組を支援し、その成果を全国に共有することにより、地域

の災害対応能力の向上を図る。

また、東日本大震災の被災地で活動した市町村職員や消防職団員、自主防災組織等の

住民を「語り部」として、全国の市町村が開催する講演会等に派遣し、東日本大震災の

教訓を語り継ぎ、地域の防災意識の向上を図る。（資料３）
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⑷　火災予防対策の推進

【施策概要】

（a）火災予防対策の推進

・木造密集地域における飲食店等の大型こんろからの出火を防止するための自動消火

装置等の安全対策の検討など、火災予防の実効性向上及び規制体系の検証・見直し

や消防法令に係る違反是正等を推進

○木造密集地域における飲食店等の防火安全対策の検討　

0.1億円（30年度0.1億円）【継続】

○火災予防の実効性向上、違反是正推進による安心・安全の確保　

0.2億円（30年度0.2億円）【継続】

平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災は、飲食店で大型こんろを消し

忘れたままその場を離れたことにより発生したものであった。この火災も含め、建物火

(a) 消防団の装備・訓練の充実強化

(b) 消防団への加入促進

・災害現場の状況を速やかに把握するための資機材
（オフロードバイク、ドローン）や女性や学生でも扱いやすい
小型動力ポンプの無償貸付けを実施するとともに、消防団への
教育訓練を実施

(3)地域防災力の中核となる消防団及び自主防災組織等の充実強化

(c) 自主防災組織等の充実強化

資料３

【資機材（イメージ）】

（ドローン）（オフロードバイク） （小型動力ポンプ）

・「基本団員」の質の向上及び「大規模災害団員」のスムーズな活動のための
教育訓練のあり方に関する調査研究を実施
○消防団の装備・訓練の充実強化 2.4億円（30年度 2.4億円）【継続】

○企業・大学等との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業
1.2億円（30年度 1.2億円）【継続】

・事業所の従業員や学生の入団を促進するために、新規分団の設立や訓練
に要する経費等を支援

・自主防災組織等の災害対応能力を強化するため、
自主防災組織や消防団と地域の多様な組織との連携体制の構築を支援

・平成30年7月豪雨において消防団の活動の重要性が再認識されたことを
踏まえ、消防団への加入を促進するため、ポスター、リーフレット及び
雑誌・広告等を活用した広報活動を実施
○消防団加入促進広報の実施 1.1億円（30年度 0.6億円）【拡充】

○自主防災組織等のリーダー育成・連携促進支援事業 0.5億円（30年度 0.5億円）【継続】

○災害伝承10年プロジェクト 0.4億円（30年度 0.2億円）【拡充】

（企業による機能別消防団）
＜例：松山市の郵政消防団員の警戒訓練＞

（団員の大学生による救命講習）
＜例：京都府内の大学生消防団員＞

【企業や大学等との連携（イメージ）】

（避難所運営図上合同訓練）
＜例：徳島県内の大学生と自主防災組織＞

【組織の枠を超えた連携（イメージ）】
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災の出火原因の第１位がこんろ火災であり、さらに、そのうちの約５割がその場を離れ

ている間に発生している。平成30年度は小規模な飲食店等で火災が発生した場合に、屋

外に警報を発する装置の検討を行っているところ、平成31年度は小規模な飲食店の厨房

設備の実態を踏まえた防火安全対策の検討を行う。

また、住宅宿泊事業法（民泊新法）の施行に伴う、新たな利用形態の建築物に対応し

た消防用設備等の開発状況を踏まえた基準のあり方や、近年出現してきている超大規模

複雑化した防火対象物における自衛消防体制等に係る検討を進める。

【施策概要】

（b）危険物施設等の安全対策の推進火災予防対策の推進

・高経年化による腐食・劣化等を原因とする事故件数の増加を踏まえ、危険物施設の

安全対策のあり方について検討

○危険物施設の長期使用を踏まえた安全対策　0.6億円（30年度0.2億円）【拡充】

・過疎地域などの地域特性を踏まえた新しい燃料供給体制の構築を見据え、給油取扱

所の安全対策のあり方について検討

○過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた安全対策　0.2億円【新規】

・石油タンクの地震被害高精度予測などの技術を活用することにより、石油コンビ

ナート等における災害対策の充実強化を推進

○石油コンビナート等における防災・減災対策　1.2億円（30年度0.8億円）【拡充】

危険物施設の長期使用を踏まえ、施設の維持管理の確実な実施のための効果的な点検

方法やモニタリング・診断技術導入のための検討、激甚化する自然災害を踏まえ、浸

水・土砂流入等の危険性を考慮した事故防止や被害軽減のためのガイドライン作成のた

めの検討を行う。

また、過疎地域等における燃料供給インフラについて、安全性を確保した上で適切に

維持するため、新たな技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新

たなサービス創出を可能とする規制のあり方について、給油所敷地利用の柔軟化やセル

フＳＳにおける安全かつ効率的な監視体制の確立手法等について検討を進める。

大量の危険物を取り扱う大型石油タンク等の産業・エネルギー施設において、大規模

地震等に伴う火災や漏洩の発生拡大を抑止するため、石油タンクの地震被害の高精度予

測手法の研究開発や石油タンクの火災規模や油種の違いによる泡消火性能の検討を行う

ことなどにより石油コンビナート等における防災・減災対策を推進する。（資料４）
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⑸　消防防災分野における女性の活躍促進

【施策概要】

（a）女性消防吏員の更なる活躍推進

・消防吏員を目指す女性を増加させるため、女子学生を対象とした職業説明会の開催

や各種広報媒体の発行、アドバイザーの派遣を行うとともに、消防本部が行う先進

的な取組を支援

○女性消防吏員の更なる活躍推進　0.7億円（30年度0.5億円）【拡充】

消防本部における女性職員は、昭和44年に初めて採用されて以降、年々少しずつ増加

してきているが、平成30年４月１日現在でもその割合は約2.7％にとどまっており、依

然として低い水準にある。平成27年７月に発出した「消防本部における女性消防吏員の

更なる活躍に向けた取組の推進について」において、全国の消防吏員に占める女性消防

吏員の比率を平成38年度当初までに５％に引き上げるという数値目標を設定しており、

この目標達成のため、平成31年度は、引き続き、新たにこれから社会人になる年齢層の

(a) 火災予防対策の推進

(b) 危険物施設等の安全対策の推進

○危険物施設の長期使用を踏まえた安全対策
0.6億円（30年度 0.2億円）【拡充】

(4)火災予防対策の推進

○木造密集地域における飲食店等の防火安全対策の検討
0.1億円（30年度 0.1億円）【継続】

○火災予防の実効性向上、違反是正推進による安心・安全の確保
0.2億円（30年度 0.2億円）【継続】

○石油コンビナート等における防災・減災対策 1.2億円 （30年度 0.8億円）【拡充】

・木造密集地域における飲食店等の大型こんろからの出火
を防止するための自動消火装置等の安全対策の検討など、
火災予防の実効性向上及び規制体系の検証・見直しや
消防法令に係る違反是正等を推進

・高経年化による腐食・劣化等を原因とする事故件数の増加を踏まえ、
危険物施設の安全対策のあり方について検討

・石油タンクの地震被害高精度予測などの技術を活用することにより、
石油コンビナート等における災害対策の充実強化を推進

資料４

【自動消火装置イメージ図】

・過疎地域などの地域特性を踏まえた新しい燃料供給体制の構築を
見据え、給油取扱所の安全対策のあり方について検討

○過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた安全対策 0.2億円【新規】

セルフSSにおける
安全かつ効率的な
監視体制の確立

多様な燃料に対応
で き る マ ル チ ス
テーションの実現

多様な供給手
法の実現

敷地利用の柔
軟化

【過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた検討例】

【腐食した埋設配管】
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女性に対する積極的なＰＲ（職業説明会の開催等）の展開や、消防本部や消防学校にお

ける女性活躍推進のための取組を消防庁としても積極的に支援する。

【施策概要】

（b）消防団への女性・若者等の加入促進

・女性や若者等の入団を促進するため、女性分団の新設に要する経費等を支援するな

ど、地方公共団体が地域の企業や大学と連携して消防団員を確保する取組を支援す

るとともに、全国女性消防団員活性化大会や地域防災力向上シンポジウム等を開催

○企業・大学等との連携による女性・若者等の消防団加入促進支援事業（再掲）　

1.2億円（30年度1.2億円）【継続】

○女性消防団員等の活躍加速支援事業　0.4億円（30年度0.4億円）【継続】

○女性消防団員活性化大会　0.2億円（30年度0.2億円）【継続】

「女性消防団員等の活躍加速支援事業」として、地域防災力向上のためのシンポジウ

ムを開催するとともに、女性や若者の消防団員に対して学習・啓発用教材の配布を行う。

また、全国の女性消防団員が一堂に会し、活動報告や意見交換等を通じて交流を深める

事業である女性消防団員活性化大会も引き続き開催する。（資料５）

(a) 女性消防吏員の更なる活躍推進

(5)消防防災分野における女性の活躍促進

・消防吏員を目指す女性を増加させるため、女子学生を対象と
した職業説明会の開催や各種広報媒体の発行、アドバイザー
の派遣を行うとともに、消防本部が行う先進的な取組を支援

○女性消防吏員の更なる活躍推進 0.7億円 （30年度 0.5億円）【拡充】

・女性や若者等の入団を促進するため、女性分団の新設に要する
経費等を支援するなど、地方公共団体が地域の企業や大学と連
携して消防団員を確保する取組を支援するとともに、全国女性
消防団員活性化大会や地域防災力向上シンポジウム等を開催

○企業・大学等との連携による女性・若者等の
消防団加入促進支援事業 （再掲） 1.2億円（30年度 1.2億円）【継続】

○女性消防団員等の活躍加速支援事業 0.4億円（30年度 0.4億円）【継続】
○女性消防団員活性化大会 0.2億円（30年度 0.2億円）【継続】

(b) 消防団への女性・若者等の加入促進

資料５

【女性消防吏員の採用ポスター】
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【女性消防団員の推移（各年4月1日現在）】
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⑹　防災情報の伝達体制の強化

【施策概要】

（a）災害時の情報伝達体制の強化

・地方公共団体における戸別受信機等の災害情報伝達手段の整備を促進するため、通

信等の技術に関するアドバイザーを派遣するとともに、複数の伝達手段を確保する

など防災情報の効果的な伝達方法等について検討

○災害時の情報伝達体制の強化　0.4億円（30年度0.4億円）【継続】

・大規模地震、豪雨等の自然災害が多発する状況を踏まえ、地域における J アラート

の活用の実態を調査しつつ、さらなる有効な活用方策やシステム高度化に係る検討

を実施

○Ｊアラートの充実強化に係る調査検討　0.4億円【新規】

・豪雨災害時における防災情報伝達に関する奏功事例を踏まえて多様な防災情報の伝

達手段の整備を促進

○平成30年７月豪雨を受けた防災情報伝達手段の整備促進　0.1億円【新規】

災害発生時における市町村長による避難勧告・避難指示等の情報は住民が避難を判断

する上で重要な要素となるところ、豪雨災害時などにおいては、防災行政無線の屋外ス

ピーカーからの放送が聞こえづらいという指摘がなされることがある。住民に確実かつ

迅速に防災情報を伝達するためには、防災行政無線、緊急速報メール、コミュニティＦ

Ｍ、Ｌアラートなどの多様な手段を組み合わせて伝達することが重要となる。消防庁に

おいては、専門知識を有するアドバイザーの派遣等を通じて防災行政無線の戸別受信機

等の整備を促進するとともに、地域におけるＪアラートの活用実態を調査し、有効な活

用方策やシステムの高度化に係る検討を実施する。

また、平成30年７月豪雨における住民に対する防災情報の伝達について、先進的優良

事例を収集し、各地方公共団体に共有することにより、情報伝達手段の整備促進を図る。

【施策概要】

（b）消防防災通信体制の強化

・大規模災害に備え、より多くの消防防災ヘリコプターからの映像の同時送受信等を

可能とするための機器の改修を実施

○ヘリサットシステムの高度化　0.1億円（30年度0.2億円）【継続】
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ヘリサット装備機体数が全国で９機と増加してきたことや、南海トラフ地震等の大規

模・広域的な災害が発生した際に、同時に多くの機体の運用が必要となることを踏まえ、

既存のヘリサットに対して、従来の１機分の周波数幅で２機の同時運用を可能とするた

めの設備改修を行う。（資料６）

⑺　Ｇ20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等に向け

た安心・安全対策の推進

【施策概要】

（a）大規模イベント開催時等の危機管理体制の整備

・G20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等における消防・救急

体制に万全を期すため、応援体制の構築及び NBC 等テロに対応するための資機材

等を整備

○ G20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に向けたテ

ロ対策対応装備等による消防・救急体制の構築　

17.3億円（30年度0.04億円）【拡充】

(a) 災害時の情報伝達体制の強化

(b) 消防防災通信体制の強化

(6)防災情報の伝達体制の強化

・地方公共団体における戸別受信機等の災害情報伝達手段の
整備を促進するため、通信等の技術に関するアドバイザーを
派遣するとともに、複数の伝達手段を確保するなど防災情報
の効果的な伝達方法等について検討

・大規模災害に備え、より多くの消防防災ヘリコプターからの
映像の同時送受信等を可能とするための機器の改修を実施

○ヘリサットシステムの高度化 0.1億円 （30年度 0.2億円）【継続】

○災害時の情報伝達体制の強化 0.4億円（30年度 0.4億円）【継続】 【情報伝達手段の多重化】

資料６

衛星

被災地
【ヘリサット映像受配信イメージ図】

・大規模地震、豪雨等の自然災害が多発する状況を踏まえ、
地域におけるJアラートの活用の実態を調査しつつ、さらなる
有効な活用方策やシステム高度化に係る検討を実施

○Jアラートの充実強化に係る調査検討 0.4億円【新規】
IP告知端末

テレビＰＣ、携帯電話

防災ラジオ戸別受信機

屋外スピーカー

デジタルサイネージ

【Ｊアラートと連携する主な情報伝達手段】

・豪雨災害時における防災情報伝達に関する奏功事例を踏まえて
多様な防災情報の伝達手段の整備を促進

○平成30年7月豪雨を受けた防災情報伝達手段の整備促進 0.1億円【新規】
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○消防大学校の訓練の充実によるＮＢＣ災害等に対する対応能力の向上　

1.3億円【新規】

平成31年６月に開催されるＧ20大阪サミットには、各国の要人をはじめ多くの関係者

が開催地等を訪問することとなるが、開催地の大阪市はソフトターゲットを多く抱える

都市部であるところ、世界各地でテロの脅威が深刻化している状況を踏まえ、開催地を

管轄する消防本部に加えて全国的な応援体制を構築することによる消防・救急体制の強

化を図るとともに、関係施設の事前立入検査や施設関係者の訓練指導を行うことにより、

テロ災害への対応に万全を期する。

また、ラグビーワールドカップ2019、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会など、国際的な大規模イベントの開催が予定されていることから、必要な応援部隊

の派遣、応援部隊の連携訓練による体制強化、テロ災害に対応した装備の整備などに必

要な予算を要求している。

さらに、消防におけるＮＢＣ災害等に対する対応能力を向上させるため、消防大学校

において実践的な教育訓練を行うことができるよう、必要な資機材を整備するとともに、

総合的な訓練プログラムの開発を行うこととしている。

【施策概要】

（b）国民保護共同訓練の実施等

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の大規模イベント開催を控え、

テロへの対処能力の向上のため、国民保護共同訓練を実施するとともに、地方公共

団体による避難実施要領の作成を推進

○国民保護共同訓練の充実強化　1.1億円（30年度1.3億円）【継続】

○オリンピック・パラリンピックを見据えた国民保護体制の整備に関する調査検討

　0.2億円【新規】

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催地においては、競技会場を

使用又は想定した実動訓練、図上訓練を行い、競技会開催時における関係団体との連携

強化、緊急事態発生時の対応力の練度向上のための広域的な医療搬送体制や障がい者等

の要配慮者の避難誘導を取り入れるなど、内容を充実させた、より実践的な訓練を実施

する。

また、各種危機管理事案等への対応につき、有識者による幅広い視点からの意見を募
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る「地方公共団体の危機管理に関する懇談会」を開催するとともに、国民保護事案への

対処能力の維持・向上を図るための訓練や迅速かつ的確な国民保護措置実施を実現する

ための調査検討などを行う。（資料７）

(a) 大規模イベント開催時等の危機管理体制の整備

(7)G20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等
に向けた安心・安全対策の推進

(b) 国民保護共同訓練の実施等

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の
大規模イベント開催を控え、テロへの対処能力の向上のため、
国民保護共同訓練を実施するとともに、地方公共団体による
避難実施要領の作成を推進

【国と地方公共団体の共同訓練】

・G20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等
における消防・救急体制に万全を期すため、応援体制の構築
及びNBC等テロに対応するための資機材等を整備

資料７

【伊勢志摩サミット消防特別警戒】

＜ターニケット＞＜陽圧防護衣＞＜除染テント＞ ＜化学剤検知器・同定装置＞

【テロ対策対応装備等】

○G20及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等
の開催に向けたテロ対策対応装備等による消防・救急体制の構築

17.3億円（30年度 0.04億円）【拡充】
○消防大学校の訓練の充実によるＮＢＣ災害等に対する対応能力の向上

1.3億円【新規】

○国民保護共同訓練の充実強化 1.1億円（30年度 1.3億円）【継続】

○オリンピック・パラリンピックを見据えた国民保護体制の整備に関する調査検
討 0.2億円【新規】

⑻　消防防災分野における消防用機器等の海外展開の推進及び科学技術の

活用

【施策概要】

（a）消防用機器等の海外展開の推進

・東南アジアを中心とした新興国における日本製品の消防用機器等の導入を促進する

ため、日本製品の品質の高さを支える日本の規格、認証制度の海外展開を推進

○日本規格に適合した消防用機器等の競争力強化　

0.3億円（30年度0.1億円）【拡充】

・日本の消防防災の技術、制度等に係る高度な知見をアジア諸国に共有する「国際消

防防災フォーラム」を開催するとともに、日本の優れた消防用機器等について官民

一体となったセールスを実施
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○国際消防防災フォーラムを活用した消防防災インフラシステムの海外展開の推進

　0.11億円（30年度0.06億円）【拡充】

日本の規格に適合し、優れた品質を有する消防用機器等が諸外国において導入される

よう、特に東南アジアを中心とした新興国に対して、日本製の消防用機器等の品質の高

さを支える日本規格・認証制度等を積極的にＰＲし、日本の規格・認証制度等の浸透・

導入を促すことにより、日本規格に適合した消防用機器等の国際的な競争力強化を図る。

また、経済発展や都市化が進展し、これまで以上に高度な消防防災体制の構築が必要

とされるアジア諸国の消防防災能力向上に資するため、我が国がこれまで培ってきた消

防防災技術、制度等に係る知見を提供する「国際消防防災フォーラム」を開催するとと

もに、この機会を捉えて、日本の消防用設備、消防車両や資機材等の海外展開を促進し、

我が国の消防防災インフラシステムの海外展開を推進する。

【施策概要】

（b）科学技術の活用による消防防災力の強化

・新たな技術の研究開発に対する支援に加え、製品化に係る取組についても支援する

ことにより、実用化を推進

　○消防防災科学技術研究推進制度　1.9億円（30年度1.3億円）【拡充】

消防防災分野において様々な研究が行われているが、その研究成果が製品化されるま

でに至らない事例も見られることから、研究成果と製品化企業とのマッチングを支援す

ることにより、消防防災分野における最新の研究成果が社会実装化されるよう取組を推

進する。（資料８）

【施策概要】

（b）科学技術の活用による消防防災力の強化（続き）

・上空からの画像情報分析による救助活動の迅速化や夜間における情報収集の実施な

ど、ドローン等を活用した消防活動能力向上に係る研究開発の実施

○ドローン等を活用した画像分析等による災害（土砂災害等）時の消防活動能力向

上に係る研究開発　0.5億円（30年度0.1億円）【拡充】

・将来の救急需要の増加に対応するため、救急搬送時間の短縮及び将来の救急需要等

の予測に関する研究開発を実施
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○迅速な救急搬送を目指した救急隊運用最適化の研究開発

　0.3億円（30年度0.2億円）【拡充】

・石油タンクに係る地震被害予測の高精度化に関する研究開発を実施

○危険物の事故・災害の抑止に係る研究開発（石油タンクを対象とした地震津波被

害シミュレータ等）　0.6億円（30年度0.3億円）【拡充】

・老朽化が進行し、腐食による流出事故が相次いで発生している地下タンクの診断技

術に係る研究開発を実施

○地下タンクの健全性診断に係る研究　0.6億円【新規】

・市街地火災に対する効果的な予防と消火活動を行うために、火災延焼シミュレー

ションの高度化に関する研究開発を実施

○火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発

　0.7億円（30年度0.4億円）【拡充】

土砂災害等が発生した災害現場において、安全かつ迅速に救助活動を行うことができ

るよう、ドローン等による上空からの画像情報を活用した救助活動計画の策定やレー

ザーセンサーによる情報収集手法などに関する研究を行う。

また、都市部における救急需要の増加が予測され、救急搬送時間の延伸、救急隊増隊

【フォーラムにおいてマレーシア消防局長へ日本製品を紹介】

(a) 消防用機器等の海外展開の推進

(8)消防防災分野における消防用機器等の海外展開の推進及び科学技術の活用

資料８

○国際消防防災フォーラムを活用した消防防災インフラシステムの海外展開の推進
0.11億円（30年度 0.06億円）【拡充】

○日本規格に適合した消防用機器等の競争力強化 0.3億円（30年度 0.1億円）【拡充】

・東南アジアを中心とした新興国における日本製品の消防用機器等の導入を
促進するため、日本製品の品質の高さを支える日本の規格、認証制度の
海外展開を推進

【ベトナムにおいて日本の規格認証制度を説明】

(b) 科学技術の活用による消防防災力の強化

○消防防災科学技術研究推進制度 1.9億円（30年度 1.3億円）【拡充】

・新たな技術の研究開発に対する支援に加え、製品化に係る取組に
ついても支援することにより、実用化を推進

・日本の消防防災の技術、制度等に係る高度な知見をアジア諸国に共有する
「国際消防防災フォーラム」を開催するとともに、
日本の優れた消防用機器等について官民一体となったセールスを実施
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によるコスト増が懸念される中、時間帯・地域・気象条件などを加味した救急需要予測

手法及び救急隊の最適配置手法についての研究開発を行う。

地震や津波によって大型の石油タンクが被災した場合には、その内容物が流出するこ

とや大規模な火災の発生が懸念されるところ、地震等が発生した場合に実際の被害状況

に係る情報収集に時間を要する可能性があることから、発災後直ちに石油タンクの被害

を推定することができる被害シミュレータの高精度化に関する研究開発を行う。

石油類等危険物を貯蔵する鋼製地下タンクは腐食しやすい環境にあるところ、腐食が

進行して開口が生じた場合には重大な事故につながるおそれがあるため、地下タンクの

健全性を適切に判断できるよう、腐食・劣化状況を定量的に評価することができる手法

を開発する。

我が国は全国各地に木造密集地域が存在しており、これらの地域においては、平成28

年12月に発生した糸魚川市大規模火災と同様の火災が発生するリスクが考えられるため、

市街地延焼火災の進展を事前に把握し、その防ぎょ方策や危険性を定量的に評価するこ

とが可能な火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発を行う。（資料９）

(8)消防防災分野における消防用機器等の海外展開の推進及び科学技術の活用

資料９

○火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発 0.7億円（30年度 0.4億円） 【拡充】

・上空からの画像情報分析による救助活動の迅速化や夜間における情報収集の実施など、
ドローン等を活用した消防活動能力向上に係る研究開発の実施

【火災延焼シミュレーション】

○ドローン等を活用した画像分析等による災害（土砂災害等）時の
消防活動能力向上に係る研究開発 0.5億円（30年度 0.1億円）【拡充】

・将来の救急需要の増加に対応するため、
救急搬送時間の短縮及び将来の救急需要等の予測に関する研究開発を実施
○迅速な救急搬送を目指した救急隊運用最適化の研究開発 0.3億円（30年度 0.2億円）【拡充】

・石油タンクに係る地震被害予測の高精度化に関する研究開発を実施

○危険物の事故・災害の抑止に係る研究開発
（石油タンクを対象とした地震津波被害シミュレータ等） 0.6億円（30年度 0.3億円）【拡充】

・老朽化が進行し、腐食による流出事故が相次いで発生している
地下タンクの診断技術に係る研究開発を実施

○地下タンクの健全性診断に係る研究 0.6億円【新規】

・市街地火災に対する効果的な予防と消火活動を行うために、火災延焼
シミュレーションの高度化に関する研究開発を実施

【上空からの画像より
救助活動に必要な情報を抽出】
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⑼　被災地における消防防災体制の充実強化

【施策概要】

（a）被災地における消防防災施設の復旧への支援

・東日本大震災により被害を受けた消防庁舎や無線施設等の消防防災施設・設備の復

旧を支援

　○消防防災施設災害復旧費補助金　18.1億円（30年度14.3億円）【継続】

　○消防防災設備災害復旧費補助金　4.1億円（30年度0.7億円）【継続】

東日本大震災により被害を受けた消防庁舎、無線施設、消防車等の消防防災施設・設

備については、その早期復旧を支援するため、「東日本大震災に対処するための特別の

財政援助及び助成に関する法律」第７条の規定により、事業費の３分の２を補助するこ

ととされている。

被災地の早期復旧を引き続き支援するため、地方公共団体からの要望に基づき、平成

31年度概算要求では、消防防災施設災害復旧費補助金として18.1億円を、消防防災設備

災害復旧費補助金として4.1億円をそれぞれ要求している。

【施策概要】

（b）被災地における消防活動の支援

・避難指示区域における大規模林野火災等の災害に対応するための消防活動等を支援

①避難指示区域の消防活動に伴い必要となる消防車両等の整備等を支援

②福島県内消防本部の消防車両等及び福島県外からのヘリコプターによる消防応

援活動に要する経費を支援

③福島県内外の消防本部等の消防応援に係る訓練の実施に要する経費を支援

　○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金　4.0億円（30年度2.0億円）【継続】

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定された避難指示区域においては、田畑

や空地に雑草等が繁茂して住宅地に連続する状況にある一方、住民不在のため消防機関

の火災覚知が遅れがちであり、かつ、消防団等による消防力確保も期待できないことか

ら、火災が大規模化するおそれが強い。そこで、当該区域における大規模林野火災等の

災害に対応するための消防活動や当該区域への広域消防応援活動を支援するため、平成

31年度概算要求では、地方公共団体からの要望に基づき4.0億円を要求している。（資料10）
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(9) 被災地における消防防災体制の充実強化

(a) 被災地における消防防災施設の復旧への支援

(b) 被災地における消防活動の支援

＜福島県外の都道府県・消防本部＞

ヘリ・消防車両等による活動

・東日本大震災により被害を受けた消防庁舎や無線施設等の消防
防災施設・設備の復旧を支援

○消防防災施設災害復旧費補助金 18.1億円 （30年度 14.3億円）【継続】
○消防防災設備災害復旧費補助金 4.1億円 （30年度 0.7億円）【継続】

・避難指示区域における大規模林野火災等の
災害に対応するための消防活動等を支援
①避難指示区域の消防活動に伴い必要となる
消防車両等の整備等を支援

②福島県内消防本部の消防車両等及び福島県外からの
ヘリコプターによる消防応援活動に要する経費を支援

③福島県内外の消防本部等の消防応援に係る
訓練の実施に要する経費を支援

○原子力災害避難指示区域消防活動費交付金 4.0億円
（30年度 2.0億円）【継続】

【消防庁舎復旧事業】
大船渡地区消防組合大船渡消防署

三陸分署綾里分遣所

資料１０

＜福島県・県内消防本部＞

ヘリ・消防車両等による活動

福島県

＜福島県外の都道府県＞

ヘリによる活動

大規模な林野火災等が発生した場合

避難指示区域
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１．はじめに

８月11日と12日の２日間にわたり、神

戸サンボーホールにて第18回レスキュー

ロボットコンテストが開催された（図

-1）。レスキューロボットコンテスト

（略称：レスコン）は、平成７年１月に

発生した兵庫県南部地震を契機に、救助

活動のためのロボット技術について考え

る機会を設け、多くの若者に救助活動の

ためのロボット技術の開発を志してもら

いたいという思いからはじめられたもの

である。多くのロボットコンテストは、

特定の競技において相手と点数を競いあ

うことで、ロボットの技術力やアイデア

を競うものであるが、レスコンでは、競

技の点数の優劣を第一に評価するのでは

なく、ロボットで救助活動を実現するた

めの提案性を重視している。 

このようなレスコンの理念に鑑み、消

防庁および日本消防検定協会は特別共催

し、消防庁長官賞、日本消防検定協会理

事長賞を設けている。本年のレスコンに

特別審査員として参加したのでここに紹

介する。なお、本誌10月号に日本消防検

消防庁消防研究センター　佐伯一夢

第18回レスキューロボットコンテスト

における特別共催と表彰

図-1　第18回レスキューロボットコンテストのポスターと（本選競技会）会場入り口の様子
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定協会の出展報告に関する記事も掲載さ

れているのであわせて参考とされたい。 

２．レスコンへの特別共催とコンテス

トの概要

レスコンは、平成12年に開催されたプ

レ大会と呼ばれる第０回のコンテストか

ら毎年開催されており、消防庁は平成14

年に開催された第２回から第７回のコン

テストを後援、平成20年に開催された自

治体消防60周年記念の第８回のコンテス

トから特別共催というかたちで支援して

いる。日本消防検定協会は平成21年の第

９回のコンテストから特別共催している。

本章では、レスコンの概要とその進化に

ついて述べる。

レスコンでは、震災後の街並みを模擬

し、１／６スケールで製作された“実験

フィールド”と呼ばれる領域でロボット

を使用し救助活動を行う。今年の神戸予

選、愛知予選の実験フィールドの状況を

図-2に、競技会本選の実験フィールドの

状況を図-3に示す。この実験フィールド

内で、被災者を模擬したレスキューダ

ミー（図-4、愛称“ダミヤン”）が救助

を待っている状況が想定されており、ダ

図-2　予選競技の実験フィールドの様子（左：神戸予選、右：愛知予選）

図-3　競技会本選の実験フィールドの様子
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ミヤンに負担をかけず、迅速に救助活動

を達成することが、出場チームに課せら

れた競技の目的である。現実の震災での

救助活動を模擬し、競技毎にガレキの種

類や位置、ダミヤンの位置を変えること

で、事前にフィールドの状況を知るこ

とができないようになっている。さら

に、予選競技では直接フィールドの状況

を目視しながらロボットの操縦が行える

のに対し、本選競技では、ヘリコプター

に搭載されたカメラを模擬したカメラが

フィールドの真上に設置してあり、出場

者は“コントロールルーム”と呼ばれる

場所で、このヘリテレカメラと、ロボッ

トに搭載したカメラの映像のみを頼りに

救助を行うことになっている。これは、

震災発生時のロボットによる実際の救助

活動は余震などによる二次災害を回避す

る必要があり、安全な場所からロボット

を遠隔操縦、または自律的なロボットを

製作する必要があることを想定させるた

めである。第16回コンテストから、本選

競技会２日目のファイナルミッションと

呼ばれる最終競技（決勝戦のようなも

の）において、ヘリテレカメラの映像の

一部分にマスクをかけることで、フィー

ルドの一部を俯瞰できなくし、競技の難

易度を高くする試みもなされている。図

図-4　被災者を模擬したレスキューダミー（愛称“ダミヤン”）
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-5にファイナルミッションの際に出場者

が見ることができるヘリテレカメラの映

像とコントロールルームの状況を示す。

また、本選競技会においては、どのよう

な方法で救助を試みるか、そのためにど

のような機能をロボットに持たせている

かをプレゼンテーションする時間が各競

技の開始前に設けられているのもレスコ

ンの大きな特徴の一つであり、救助活動

のためのロボット開発の啓発を目的とす

るという発想から取り入れられた。

出場チームは、レスコンのオフィシャ

ルサプライヤーであるサンリツオートメ

イション㈱や岐阜工業高等専門学校が開

発したレスコンボードと呼ばれる機器を

利用し、無線ＬＡＮを使用して、映像や

操縦データを通信する。コンテストの進

化とともに、このレスコンボードも改良

が繰り返され、バージョンアップしてき

ている。

救助活動は要救助者に負担をかけない

ように、かつ迅速に行う必要がある。こ

の要件をコンテストで評価するために、

レスコン創設当初は、ダミヤンの負担の

度合いを審判が目視で確認していた。し

かし、より定量的な評価をするために、

ダミヤンも年々改良されてきた。レスコ

ン創設当初は、人の形を模しただけのも

のであったが、第３回以降は実験フィー

ルドのスケール比に相当する重量となる

よう、おもりが入れられている。このお

もりも第11回までは、胴体内に入れられ

ていたが、第12回からは、頭、腕、肩な

どの重量比が人と同じになるように、ダ

ミヤンの各部位に入れられている。また、

第７回には、ロボットによる救助・搬送

による負担の度合いを定量的に計測する

ための各種センサをダミヤンに搭載し、

図-5　ファイナルミッションの際に出場者が見ることができるヘリテレカメラの映像（左、黒色の部分がマスクで

見えなくしている部分）とコントロールルームの様子（右、流行りのＶＲ技術を導入するチームも（右下））
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コンピュータと通信し、センサ情報を自

動的に記録できるようになった。それ以

降、センサの種類、取り付け方法も年々

改良されてきている。ダミヤンは、当初、

大人を模したもののみであったが、現在

では、子供を模した大きさのダミヤンも

ある。さらに、救助活動を効率的に進め

るためには、発見した要救助者の状況を

認識（トリアージを想定）することも重

要である。そこで、ダミヤンの個体認識

を第９回から取り入れている。白黒のパ

ターン（第17回から図-4のようなＱＲ

コード）がダミヤンの胸につけられ、こ

れによってどのダミヤンを発見したか個

体認識をする。個体認識の方法は、この

他に、ダミヤンの声を想定した発信音、

目に組み込まれたＬＥＤの点滅パターン

などで行うこともできる。チームのメン

バーは個体認識結果を審判に報告し確認

を受ける。

被災状況を模したガレキも年々バリ

エーションを増やし、実態に近づけるよ

うに変えてきている。レスコン創設当初

は、木の角材を切ったものや、板などの

みであった。これに、サイズを大きくし

たもの、材質をアルミにしたものが加え

られた。第８回には、木造２階建ての１

階部分が押しつぶされるように倒壊し

た状況を模した“家ガレキ”（第８回で

は“屋根ガレキ”と表記）が採用された。

さらに第13回からは、２階建ての建物の

２階に要救助者がいる状況や、建物が傾

いている状況を模した設定もなされてい

る。第16回からは、この“家ガレキ”の

土台部分を不安定な構造にすることで、

救助活動の難易度を高くする試みがなさ

れた。今年のコンテストでは、このよう

な不安定な家ガレキからのダミヤン救助

の確実性を高めるために、図-6のように

家ガレキの下にロボットを潜り込ませて

ガレキを支え、安定させる機能を取り入

れるチームも増えてきていた。

競技は２チーム同時に行われ、双方の

救助活動を協力して行えるように、それ

図-6　土台部分が不安定な“家ガレキ”の中で救助を待つダミヤン（左）と家ガレキの下に潜り込み土台を安定

する機能をもつロボットが救助活動の支援をしている様子（右）
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ぞれのチームのロボットを操縦するため

のコントロールルーム内には、同時に競

技を行っている２チームが相互に通信す

る装置も設置されている。

このように、レスコンは単にロボット

コンテストとして開催するのではなく、

実際の救助活動、被災地の状況に対応で

きるよう、少しずつではあるが進化して

きている。また、レスコンボードやダミ

ヤンシステムなどの高度な技術を導入し

ている。

３．第18回レスコンへの支援と表彰

震災20年の節目となった平成27年の１

月に、レスキューやロボットに関わる科

学技術者の人材育成と防災・減災意識の

啓発に広く寄与できる母体として、一般

社団法人アール・アンド・アールコミュ

ニティーが設立され、第15回のコンテス

トから、この新法人による事業運営のも

とでレスコンが開催されている。今年は、

レスキューロボットコンテスト実行委員

会、神戸サンボーホールが主催し、東京

エレクトロンデバイス㈱をゴールデンス

ポンサー、サンリツオートメイション㈱

をオフィシャルサプライヤーとして開

催された。この他、（公社）計測自動制

御学会システムインテグレーション部

門、（一社）日本機械学会ロボティクス・

メカトロニクス部門、（一社）日本ロボッ

ト学会、愛知工業大学、レスキューロ

ボットコンテストシーズ実行委員会が共

催し、多くの企業が協賛している。第16

回のコンテストから、レスコンの支援団

体（オフィシャルパートナー）に新たな

カテゴリーとしてチームサポーターを設

け、その支援金を使って参加チームにロ

ボットの制作費等を支援する制度が始め

られた。今年は12社がチームサポーター

となっている。これら協賛やサポーター

は、第18回レスキューロボットコンテス

トのホームページ（https://www.rescue-

robot-contest.org/18th-contest/) に 掲 載

されている。

消防庁は、自治体消防制度60周年記念

事業の一環として、平成20年に開催され

た第８回のコンテストから特別共催とし

てレスコンを支援している。第８回のコ

ンテストでは、消防庁および財団法人消

防設備安全センターが特別共催し、レス

コンで設けられている賞の他に、消防庁

長官賞を設けた。平成21年に開催された

第９回のコンテストからは、消防庁およ

び日本消防検定協会が特別共催し、消防

庁長官賞に加え、日本消防検定協会理事

長賞を設けた。今年のレスコンでは、授

与する賞の審査委員会に、筆者が特別審

査員として参加した。

今年のレスコンは神戸会場（神戸ポー

トオアシス）と愛知会場（愛知工業大学

八草キャンパス新２号館）で競技会予選

が開催され、計24チームが参加した。こ

の二つの予選を経て、14チームが競技会

本選の参加資格を得た。高得点のチーム
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ばかりでなく、新たな試みに取り組んだ

チームをチャレンジ枠として評価するな

どの基準で本選出場チームが選出された。

競技会本選は８月11日と12日の２日間、

神戸市にある神戸サンボーホールで開催

された。競技会本選と並行して、レスコ

ンの主催・共催・協力団体、地元の企業

や機関による展示、工作教室等の参加型

イベントも行われ、２日間で7,356名の

来場者があった。最近は、多くのマスコ

ミからも注目され、競技会場は熱気に包

まれていた。 

本選は、本選選出の全チームが参加す

るファーストミッションが１日目に行わ

れ、上位６チームがファイナルミッショ

ンに進む。２日目午前に敗者復活戦に当

たるセカンドミッションが行

われる。ファーストミッショ

ンの結果、ファイナルミッ

ションに進めなかったチーム

が競技を行い、上位２チー

ムが２日目午後に行われる

ファイナルミッションに進

む。 今回のファーストミッ

ションにおける上位６チーム

は「ＭＣＴ（松江高専機械工

学科）」、「大工大エンジュニ

ア（大阪工業大学モノラボロ

ボットプロジェクト）」、「と

くふぁい！（徳島大学ロボ

コンプロジェクト）」、「なだ

よりあいをこめて（神戸市

立科学技術高校科学技術研究会）」、「メ

ヒャ！（岡山県立大学ロボット研究サー

クル）」、「レスキューやらまいか（静岡

大学ロボットファクトリー）」であった。

セカンドミッションの結果から、さき

の６チームに加えて、「おか Q（岡山大

学ロボット研究会）」、「救命ゴリラ！！

（大阪電気通信大学自由工房）」の計８

チームがファイナルミッションに進出し

た。レスコンでは参加チームに制限はな

く、競技会本選に参加したチームも高校、

高専、大学チームと多彩であった。参加

応募時に行われる書類審査からファイナ

ルミッションまでの結果をもとに各賞の

受賞チームが選考された。本年の表彰結

果を表-1に示す。

表-1　第18回レスキューロボットコンテスト表彰結果
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消防庁長官賞は、大阪工業大学モノラ

ボロボットプロジェクトの「大工大エン

ジュニア」チームが受賞した。この賞は、

救助活動において、要救助者の負担を軽

減するための先進的な科学技術を導入す

るという観点から選定し、授与するもの

で、半自動機能（ガレキ除去アーム、救

助機構の自動位置決め）の導入や大型モ

ニタによる情報伝達システムを用いた現

地指揮本部（コントロールルーム）での

活用が有用な救助結果に結びついていた

点が評価された。受賞チームの写真を図

-7に示す。チームの全メンバー、そして

写真右側には、長官賞のプレゼンターで

ある消防庁消防研究センター長尾一郎所

長もチームとともに写真に写っている。

日本消防検定協会理事長賞は、神戸市

立科学技術高校科学技術研究会の「なだ

よりあいをこめて」チームが受賞した。

この賞は、人々の安全、安心を支える防

火安全技術の観点からすぐれたロボット

技術により迅速なレスキュー活動を遂行

したチームに贈られるもので、予選から

本選までの競技を通して、迅速で確実な

図-7　消防庁長官賞受賞チーム；大工大エンジュニア（大阪工業大学モノラボロボットプロジェクト）

図-8　消火器を搭載したロボット
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救助活動が行えていた点と、ロボットに

消火器を積むなど（図-8）、防火安全の

観点からも優れていた点を評価した。受

賞チームの写真を図-9に示す。写真の右

側には理事長賞のプレゼンターである日

本消防検定協会蛯谷真明理事もチームと

ともに写真に写っている。

レスコンで最も栄誉ある賞であるレス

キュー工学大賞は、静岡大学ロボット

ファクトリーの「レスキューやらまい

か」チームが受賞した。直感的な操縦に

より、現場での様々な状況に対して柔軟

に対応できるマスタースレーブアームや

様々なトラブルを想定し、その対策を施

しているといったレスキューに対するア

プローチが高く評価された。競技得点で

評価されるベストパフォーマンス賞も消

防庁長官賞を授与した「大工大エンジュ

ニア」チームが受賞した。ロボット工学

の観点からもっとも優れたロボットに与

えられるベストロボット賞（日本ロボッ

ト学会特別賞）は、大阪電気通信大学自

由工房の「救命ゴリラ !!」チームの４号

機「スレイプニル」（図-10）が受賞した。

このロボットは、非常に独創的な多脚機

構（テオヤンセン機構）をレスキューに

応用したもので、実際にスムーズな動作

による移動および救助を実現できていた。

その完成度の高さが高く評価された。ベ

ストプレゼンテーション賞は、「大工大

エンジュニア」チームの扇谷勇登さんが

受賞した。レスコンでは不可欠となって

いる、遠隔操縦技術や遠隔操作システム

の優れたチームに与えられるベストテレ

図-9　日本消防検定協会理事長賞受賞チーム；なだよりあいをこめて（神戸市立科学技術高校科学技術研究会）
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オペレーション賞（サンリツオートメイ

ション賞）は、岡山県立大学ロボット研

究サークルの「メヒャ！」チームが受賞

した。

この他に、ＮＰＯ法人国際レスキュー

システム研究機構からの第十四回竸基弘

（きそいもとひろ）賞2018年レスキュー

ロボットコンテスト奨励賞を、群馬県立

伊勢崎工業高校電子機械研究部の

「Ithascreat」チームが受賞した。竸基弘

賞は兵庫県南部地震で倒壊したアパート

の下敷きになり23歳の若さで亡くなった、

当時神戸大学大学院の博士前期課程の１

年生であった竸基弘氏にちなんで設けら

れている賞である。大学院生、大学学部

生、高専生を対象とし、レスコンばかり

でなく学術講演会などにおいても優秀な

研究を表彰している。

４．おわりに

本稿では、レスキューロボットコンテ

ストの概要と、本年の消防庁および日本

消防検定協会の特別共催と表彰について

紹介した。最近も大規模な自然災害が発

生しているが、まだ、救助活動にロボッ

トが大いに活躍したという状況には至っ

ていない。さらに研究開発を進めるため

には啓発活動が必要であることは言うま

でもない。ロボットコンテストといった

このような啓発の場は他にはないもので

ある。これを契機に読者の皆さんにも救

助やロボット技術について考えていただ

くきっかけとなれば幸いである。レスコ

ンについてはホームページでも多くの情

報発信をしている。参照していただきた

い。

図-10　ベストロボット賞に選ばれた多脚機構 （テ
オヤンセン機構） ロボット 「スレイプニル」。
救助用アームも特徴的であった。



検定協会だより　30年11月

－34－

協会情報
NS

　消火器及びエアゾール式簡易消火具の廃棄、

　住宅用防災警報器の警報について

業務企画室消費者相談室

当協会では、消費者からの相談や問い合わせに応じるために消費者相談室を設けてい

ます。

平成29年度に消費者相談室に寄せられた相談や問い合わせについて、まとめると次の

ようになります。

１　相談などの件数

相談などの総件数は、146件でした。

品目別の件数、構成比をそれぞれ下表及び下図に示します。

表　平成29年度の消費者相談品目別件数及びその構成比

品 　目 件数 [ 件 ] 構成比 [％ ]

消火設備関係（消火器を除く）
警報設備関係
避難設備関係
消火器
住宅用防災警報器
エアゾール式簡易消火具
その他

6
6
2
12
23
86
11

4
4
1
8
16
59
8

合　計 146 100

　　　 　注：「その他」は、品目以外に関する相談などである。

図　平成29年度の消費者相談品目別構成比
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２　相談などの内容

相談などが多かった品目は、消火器、住宅用防災警報器（代替用語（通称）：住宅

用火災警報器）、エアゾール式簡易消火具で、その内容は、消火器及びエアゾール式

簡易消火具については廃棄、住宅用防災警報器については警報に関するものが目立ち

ました。

そこで、これらの廃棄や警報についての具体的な対応を質疑応答として、また、参

考に外観の一例を次に示します。

　⑴　消火器関係

Ｑ：　廃棄するにはどのようにすれば良いですか？

Ａ：　消火器には、通常の消火器（「白色・黄色・青色」の円形標識又は「業務用

消火器」と表示）と住宅用消火器（「住宅用消火器」と表示）があります。

消火器（通常の消火器及び住宅用消火器）は、一般ゴミとして廃棄すること

はできません。

株式会社消火器リサイクル推進センター、製造者又は販売店にご確認くださ

い。

　　　　・　株式会社 消火器リサイクル推進センター

　　　　　　〒111-0051　東京都台東区蔵前3-15-7　蔵前酒井ビル2階

　　　　　　　　　　　　TEL：03-5829-6773　　ホームページ：https://www.ferpc.jp

　　　　　消火器リサイクル推進センターでは廃棄の方法をいくつか定めています。

①　特定窓口（全国に約5,000カ所）に引き取りを依頼する。　

②　指定引取場所（全国に約200カ所）に直接持ち込む。

③　ゆうパック（ゆうパック専用コールセンター：0120-822-306）で回収

を依頼する。

いずれの場合にも、費用（リサイクルシール代や運搬費）がかかることがあ

ります。

詳しくは、消火器リサイクル推進センターのホームページをご覧ください。
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　⑵　住宅用防災警報器（代替用語（通称）：住宅用火災警報器）関係

Ｑ：　警報が鳴っていますがどうすれば良いですか？

Ａ：　まず、実際に火災が発生していないか安全を確認してください。タバコや魚

を焼いているときの煙、調理や風呂の湯気、ホコリなどを感知している可能性

もあります。

警報を停止させるには、警報停止ボタンを押すか、紐を引っ張ってください。

なお、煙などが（警報器内に）残っている場合は、一定時間（5～15分）後

に再度警報を発することがあります。

一般的には、「ピーピーピー」は火災又は点検で作動させた時に鳴ります。

「ピッ、ピッ、ピッ」と間隔を開け断続的に鳴っている場合は、故障です。

機器を取り替えてください。

定期的に「ピッ」と鳴っている場合は、電池切れです。電池を交換してくだ

さい。

いずれの場合も、取扱説明書や住宅用防災警報器（本体裏側）に記載されて

いる製造者又は販売店にお問い合わせください。

　⑶　エアゾール式簡易消火具関係

Ｑ：　廃棄するにはどのようにすれば良いですか？

Ａ：　外観に腐食などの異常がないか十分安全を確認して、殺虫剤や化粧品のスプ

レー缶と同様に、安全な場所で内部の消火薬剤、ガスを完全に抜いてください。

【一般的な廃棄方法：液体系のもの】

屋外の周りに人がいない安全な場所で、大きなビニール袋の中に新聞紙

などを数枚丸めて入れ、入れた新聞紙などに消火薬剤を吸い取らせるよう

にして、消火薬剤及びガスの全量を放射してください。

万一、肌に付いた場合には、水で洗い流してください。

目に入った場合は、水で洗い流して専門医の診察を受けてください。

消火薬剤を吸い取らせた新聞紙などは燃えるゴミとして、また、容器は

お住まいの市町村のゴミ分別に従って処分してください。

製造者のホームページに写真付きで廃棄方法が公開されています。

なお、消火薬剤がハロンの廃棄は、製造者又はお住まいの市町村の環境・清

掃部署にご確認ください。
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　　　＜参考＞　外観の一例

住宅用消火器 住宅用防災警報器 エアゾール式簡易消火具

天井設置タイプ 　壁設置タイプ

３　相談などの問い合わせ先

　　　日本消防検定協会（ホームページ　http://www.jfeii.or.jp）

　　　　受付時間  10：00～12：00、13：00～16：00（土日祝日を除く）

　　　　・　本所 消費者相談室（業務企画室内）

　　　　　　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町4-35-16

　　　　　　　　　　　　　TEL：0422-44-8451　FAX：0422-47-3991（代表）

　　　　　　　　　　　　　e-mail：gyoumukikakushitsu@jfeii.or.jp

　　　　・　大阪支所 消費者相談室

　　　　　　　〒530-0057　大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7　清和梅田ビル4階

　　　　　　　　　　　　　TEL：06-6363-7472　FAX：06-6363-7475

　　　　　　　　　　　　　e-mail：osaka@jfeii.or.jp

　　　　・　虎ノ門事務所 消費者相談室

　　　　　　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-9-16　日本消防会館9階

　　　　　　　　　　　　　TEL：03-3593-3077　FAX：03-3593-2990

　　　　　　　　　　　　　e-mail：s-soudan@jfeii.or.jp
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協会情報
NS

エアゾール式簡易消火具の

品質評価細則の一部を改正する規程について

消火 ･消防設備部消火設備課

１　改正概要について

本件は、エアゾール式簡易消火具の品質評価細則の欠点表に、技術上の規格に適合す

る旨の表示に係る事項を追加したものです。

２　施行日

平成30年９月６日
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エアゾール式簡易消火具の品質評価細則の一部を改正する規程を次のように定める。

　平成３０年９月６日

　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　  日本消防検定協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　大江　秀敏

エアゾール式簡易消火具の品質評価細則の一部を改正する規程

　エアゾール式簡易消火具の品質評価細則（平成26年3月17日）の一部を次のように改める。

　別表５ 欠点表中

「

　　
　　　　　　　　　」

　
「

　」
に改める。

　
　　附　則
　この規程は、平成３０年９月６日から施行する。

致命欠点 第 1欠点 第 2欠点 第 3欠点

区分 　人体に障
害を及ぼす
おそれのる
もの又は消
防用機器等
の基本的機
能を果たさ
ないもの

　致命欠点に該当しない消防用機器等
の機能に重大な支障を生ずるおそれの
あるもの

　致命欠点及び第１欠点に該当しないも
ので消防用機器等の機能に支障を生じる
おそれのあるもの、消防用機器等の構造
（機能に支障を生じるおそれのないもの
に限る。）が型式承認を受けたものと異
なるもの又は使用に際し消防用機器等の
機能に支障を生じるおそれのある表示に
誤りのあるもの

　 致 命 欠
点、第 1欠
点及び第２
欠点に該当
しない軽微
な支障のあ
るもの

構造 １　性能、機能に影響のある部品の不
足

２　容器の容量が１L を超えるもの
３　容器の材質が鋼又は軽金属以外の
もの

４　構造が承認図と異なるもの
５　消火剤を再充てんできる構造のも
の

６　容器の材質が承認図と異なるもの
７　規格で規定されている表示の誤
記、未記入のもの又は適応火災の絵
表示の誤り

１　性能、機能に影響のある部品の不良
２　容器の外面に防食措置が講じられて
いないもの

３　バルブが突出したものでバルブの保
護措置を講じていないもの

４　規格で規定されている表示又は適応
火災の絵表示の不鮮明なもの

５　放射機構の材質が承認図と異なるも
の

６　消火剤の容量が、容器の内容積の
90％を超えるもの

１　表示の
誤記、未
記入又は
不鮮明な
もの（第
１欠点、
第２欠点
を除く）

（略）

を

致命欠点 第 1欠点 第 2欠点 第 3欠点

区分 　人体に障
害を及ぼす
おそれのる
もの又は消
防用機器等
の基本的機
能を果たさ
ないもの

　致命欠点に該当しない消防用機器等
の機能に重大な支障を生ずるおそれの
あるもの

　致命欠点及び第１欠点に該当しないも
ので消防用機器等の機能に支障を生じる
おそれのあるもの、消防用機器等の構造
（機能に支障を生じるおそれのないもの
に限る。）が型式承認を受けたものと異
なるもの又は使用に際し消防用機器等の
機能に支障を生じるおそれのある表示に
誤りのあるもの

　 致 命 欠
点、第 1欠
点及び第２
欠点に該当
しない軽微
な支障のあ
るもの

構造 １　性能、機能に影響のある部品の不
足

２　容器の容量が１L を超えるもの
３　容器の材質が鋼又は軽金属以外の
もの

４　構造が承認図と異なるもの
５　消火剤を再充てんできる構造のも
の

６　容器の材質が承認図と異なるもの
７　規格で規定されている表示の誤
記、未記入のもの又は適応火災の絵
表示の誤り

１　性能、機能に影響のある部品の不良
２　容器の外面に防食措置が講じられて
いないもの

３　バルブが突出したものでバルブの保
護措置を講じていないもの

４　規格で規定されている表示又は適応
火災の絵表示の不鮮明なもの

５　放射機構の材質が承認図と異なるも
の

６　消火剤の容量が、容器の内容積の
90％を超えるもの

７　技術上の規格に適合する旨の表示の
誤記、未記入又は不鮮明なもの

１　表示の
誤記、未
記入又は
不鮮明な
もの（第
１欠点、
第２欠点
を除く）

（略）



検定協会だより　30年11月

－40－

日直

おしらせ

提⾔、アイデア、経験等 
事故防止及び安全対策に係わる提
言、アイデア、経験等に関するもの 

◇ 平成３０年度 ◇ 

 
 

 

消防庁の統計によると、平成２９年中の危険物施設における事故発生件数は５６４件

で、事故発生状況はここ数年変わっておらず、依然として高い水準で推移しています。こ

のため、危険物関係団体・業界や消防関係行政機関では、事故防止対策の目標として危険

物等に係る重大事故の発生防止を掲げるとともに、軽微な事故が多数発生するうちに重大

事故も発生するという考え方から軽微な事故の発生防止にも積極的に取り組むこととし

ています。 

このようなことから、危険物の事故防止対策を推進するため、危険物に係る事故防止や

安全対策に関する論文を広く募集します。皆様の積極的なご応募をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物、少量危険物及び指定可燃物に係わる安全 
危険物、少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱い及び輸送に係わ
る安全について 

職場等の安全対策 
職場等における事故防止対策、安全
活動等の自主的な取り組みに関す
るもの 

事故の分析 
危険物施設において発生した事故の原
因調査及び事例を分析、または、教訓
とした、事故の発生防止対策、被害の
拡大防止対策に関するもの 

安全の科学技術 
事故の防止対策及び対応策に関する科学技術の基
礎及び応用に関するもの 

事故の拡⼤防⽌ 
実際に経験した事故等における対応
をふまえ、事故の拡大防止について
考察したもの 

事故防⽌に係わる知⾒の蓄積・教育⽅法 
事故防止の観点からとらえられた危険物の貯蔵・取扱
い上のノウハウの整理・分析事例及び教育（伝達）事
例について 

事故防⽌対策・安全対策に関するその他のもの 

論文のテーマ 危険物に係る事故防止や安全対策に関するもの。 

 

応募資格 特に制限はありません。どなたでも応募できます。 

安全対策技術 
設備、機器等の検査技術に関する安全対策 
事故に関与するハザード（例えば、設計・整備・
清掃不良、腐⾷、静電気⽕花）を除くための防止
対策及び対応策に関するもの 

平成３１年１月３１日（木）必着 

危険性評価⼿法 
危険物施設等のハザードを抽出し、危険性
を評価する⼿法の活用例 

どのテーマがいい 
かな？？ 

応募締切 



あて先及びお問い合わせ先 

主 催  消防庁、危険物保安技術協会 

協 賛  全国消防長会、一般社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会、石油連盟 

電気事業連合会、一般社団法人日本鉄鋼連盟、一般社団法人日本損害保険協会 

公益社団法人日本火災学会、全国石油商業組合連合会（順不同） 

 

学識経験者、関係行政機関の職員等による審査委員会において、厳正な審査を行います。 

 

 

 

 

 

受賞の表彰式は、危険物安全週間（平成３１年６月の第２週）中に東京で開催される、危険物安全大会にお

いて行います。 
 

        

 

① 論文は、日本語で書かれたもので未発表のものに限ります。ただし、限られた団体、組織内等で発表

された場合は応募可能とします。（一部に限り、既発表の部分を使用する場合は、その旨を本文中に

明記してください。）受賞論文は、危険物保安技術協会のホームページに発表されますので、必要に

応じて関係者の事前の了解を取ることをお願いします。また、著作権等の問題を生じないようご留意

ください。 

② Ａ４(字数換算：1 ページあたり 40 字×40 行程度)１枚以上１０枚以内程度としてください。なお、 

図表及び写真は、文中への挿入、本文と別に添付のいずれも可能です。ただし、本文と別に添付する

場合に、字数換算をＡ４(1 ページあたり 1,600 字程度)で行い、全体を１０枚相当分以内程度とし

てください。 

③ 論文の概要を添付してください。 

④ 論文は、「論文タイトル」、「氏名（ふりがな）」、「連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、E-mail

アドレス）」及び受賞論文発表時に明記する勤務先等がある場合の「勤務先名称及び所属」を記載し

た用紙を添付のうえ次のあて先（E-mail 可）までお送りください。 

⑤ 共同で取り組んでいる活動の場合には、連名の応募も可としますが、代表者が分かるように記載くだ

さい。 

⑥ 論文は、返却いたしません。 

 

 

        

危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター 

〒１０５－０００１  

東京都港区虎ノ門４－３－１３ ヒューリック神谷町ビル 
 

Tel ０３－３４３６－２３５６   Fax ０３－３４３６－２２５１  

http://www.khk-syoubou.or. jp/ 

制作：危険物保安技術協会 

消防庁長官賞          賞状及び副賞（２０万円） ＜２編以内＞ 

危険物保安技術協会理事長賞   賞状及び副賞（１０万円） ＜２編以内＞ 

奨励賞             賞状及び副賞 （２万円） ＜若 干 名＞ 

                                  ※ 副賞は危険物保安技術協会からお渡しいたします。 

選考方法 

賞 

応募方法 

 検定協会だより　30年11月

－41－



検定協会だより　30年11月

－42－－42－

日直

おしらせ

有効期限を経過した受託評価品目

【表示灯】

型　式　番　号
承認

年月日
住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者

有効期限の
終期日

認評非第２０～１号 Ｈ20.4.28 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 能美防災株式会社 Ｈ30.4.27

認評非第２０～２号 Ｈ20.4.28 東京都千代田区九段南四丁目７番３号 能美防災株式会社 Ｈ30.4.27

【スピーカー】

型　式　番　号
承認

年月日
住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者

有効期限の
終期日

認評放第２０～４号 Ｈ20.7.9 東京都渋谷区富ヶ谷１丁目３７番５号
株式会社
白寿生科学研究所

Ｈ30.7.8

【複合装置】

型　式　番　号
承認

年月日
住　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 依　　頼　　者

有効期限の
終期日

認評非
第２５～１１４号

Ｈ25.9.26 東京都港区台場二丁目３番１号  
日本ドライケミカル
株式会社 

Ｈ30.9.25

認評非
第２５～１１５号

Ｈ25.9.26 東京都港区台場二丁目３番１号 
日本ドライケミカル
株式会社 

Ｈ30.9.25

上記の機械器具等が、型式に係る有効期限を経過しましたのでお知らせします。

上記の機械器具等は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の型式適合評価を受

け、合格表示が行われることはありません。　

既に設置され又は型式適合評価を受け合格表示が行われた上記の機械器具等については、型式適合評価時におい

て基準への適合性が確認されており適正な設置及び維持管理がされていれば、当該有効期限の経過による使用への

影響はありません。
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協　会　通　信

協　会　通　信

■■業界の動き■■
- 会議等開催情報 -
◆（一社）日本火災報知機工業会◆

○業務委員会 （平成30年10月11日）

・平成30年9月度理事会概要報告

・住宅用火災警報器関連の報告他

検定申請個数等の定例報告

・消防機器等製品情報センター運営会議

議事概要について

・事務局長会議議事概要について

・平成30年度消防機器開発普及功労者表

彰受賞者の決定及び表彰式の開催につ

いて

・委員長連絡会報告

○メンテナンス委員会

 （平成30年10月16日）

・維持運用管理手法小委員会報告

・点検実務マニュアル改訂小委員会報告

・委員長連絡会報告

○技術委員会 （平成30年10月18日）

・火報システム技術検討小委員会報告

屋外警報装置等の技術基準検討会に

ついて

検定細則・業務規程についての意見

募集について

発信機と非常警報表示灯の取扱につ

いて

感知器感度補正の試験方法等につい

て

長期停電に伴う自動火災報知設備警

報音について

放送設備に関する認定評価細則の一

部改正について

住警器の交換促進活動について

・光警報連携小委員会報告

・委員長連絡会報告

○設備委員会 （平成30年10月25日）

・設備性能基準化小委員会報告

・工事基準書改訂小委員会報告

・委員長連絡会報告

○システム企画委員会

 （平成30年10月26日）

・光警報システム関連報告

・火報システム自主管理専門委員会報告

・火報関連システムとの連携調査小委員

会報告

・委員長連絡会報告

○住宅防火推進委員会

 （平成30年10月24日）

・交換推進 WG について

秋の火災予防運動へのニュースリ

リース等について

検討テーマ進捗状況について

・第45回国際福祉機器展報告について

・消防フェスタ in おおまち2018報告に

ついて

・滝野川ファイアーフェスティバル報告

について

・東京都消防長会住宅用火災警報器設置

対策連絡会について

・平成30年度石川県女性防火クラブ協議

会幹部研修会について

・住宅用火災警報器検定申請個数につい

て

・お客様電話相談室受付結果について

・委員長連絡会報告

◆（一社）日本消火器工業会◆

○第３回ＰＲ委員会

 （平成30年10月15日）

・型式失効に伴う回収促進について

・150㎡未満の飲食店への消火器設置義

務広報について

○第７回企業委員会
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協　会　通　信

協　会　通　信

 （平成30年10月19日）

・消火器の申請・回収状況

・消火器リサイクル推進センターからの

報告

・型式失効の広報について

・高性能消火器の検討について

○第３回理事・総務合同会議

 （平成30年10月23日）

・消火器等の申請・回収状況

・平成30年度４～９月度収支報告

・機器協会会議報告

・平成30年度 消防庁長官表彰式・祝賀

会について

・平成30年度 社会貢献事業　住警器等

贈呈式・講演会について

・高性能消火器の検討について

◆（一社）日本消火装置工業会◆

○第394回技術委員会

 （平成30年10月３日）

・泡消火薬剤ＷＧ発足について

・機械設備工事監理指針改定委員会への

委員派遣

・その他

○第175回第一技術分科会

 （平成30年10月19日）

・胆振東部地震　SP 水損被害軽減に関

するリーフレット

・平成31年版機械設備工事監理指針改訂

意見について

・その他

○第170回第二技術分科会

 （平成30年10月23日）

・国交省からの審議依頼について

・ＰＦＯＡ対応ＷＧについて

・泡消火設備点検実務マニュアルについ

て

○第151回第三技術分科会

 （平成30年10月16日）

・公共建築工事標準仕様書等改定２次案

への意見提出について

・手動起動装置標識板の自主認定につい

て

・H31監理指針改訂意見提出について

・その他

◆（一社）日本消防ポンプ協会◆

○臨時総会（平成30年10月26日）

・新規入会について

・上半期事業報告について

・その他

〇総務委員会（平成30年10月26日）

・全国消防機器協会事務局長会議等の報

告について

・DIC ㈱製 泡消火薬剤 ｢メガフォーム ｣

について

・働き方改革について

・海外展開に向けた資料作成に係る協力

依頼について

・その他

〇小型部会（平成30年10月23日）

・早稲田大学 長谷見研究室への活動協

力について

・その他

〇小型技術委員会（平成30年10月15日）

・活動計画について

・その他

〇大型技術委員会（平成30年10月５日）

・水槽付消防ポンプ自動車の細則の検討

・はしご車の安全基準等について

・日本消防検定協会との合同会議

・その他
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協　会　通　信

協　会　通　信

〇吸管技術委員会（平成30年10月24日）

・吸管の基準について

・吸管の劣化について

・吸管に係る啓蒙について

・その他

■■人事異動■■
◆消防庁人事◆

○平成30年９月30日付

（氏名） （新） （旧）

平野　　隆 出向
【総務省大臣官房付へ】
（辞職）

消防大学校長

板橋　寛二 総務課主査
辞職
【東京消防庁人事部服務監察課監
察主査へ】

内閣官房副長官補付

伊藤　彩子 辞職
【東京消防庁企画調整部企画課行
政経営担当係長へ】

消防・救急課警防係長　併任　消
防・救急課大規模イベント警戒係
長

○平成30年10月１日付

（氏名） （新） （旧）

鳴田　謙二 消防大学校長 総務省大臣官房付

近藤　　寛 総務課主査
出向
【内閣官房副長官補付へ】

東京消防庁浅草消防署警防課地域
防災担当係長

谷村　英俊 総務課主査
出向
【内閣官房内閣サイバーセキュリ
ティセンター　併任　内閣官房副
長官補付　命　内閣官房東京オリ
ンピック競技大会・東京パラリン
ピック競技大会推進本部事務局局
員へ】

東京消防庁八王子消防署総務課経
理係長

小瀧　裕紀子 出向
【総務省自治財政局財務調査課へ】

総務課

安部　真奈美 総務課 総務省大臣官房秘書課

本田　　航 消防・救急課警防係長
併任　消防・救急課大規模イベン
ト警戒係長

東京消防庁目黒消防署総務課教養
担当係長
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型式承認
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

赤外線式スポット型
感知器 （試験機能付）

感第30～14号 ホーチキ株式会社

屋内型 （３６Ｖ、 ４０ｍＡ） ・
公称監視距離４０ｍ～５０ｍ ・ 視野角１００度
防水型、 普通型、 再用型、 ＣＯ２共鳴放射式、
ゆらぎ式

H30.10.11

中継器 （アナログ式、
蓄積式及び自動試験
機能付）

中第30～19号 ニッタン株式会社

交流１００Ｖ、 外部配線抵抗２０Ω、
公称蓄積時間２０秒～６０秒、 公称受信温度
４５℃～８０℃、 公称受信濃度 （スポット型）
３．１％／ｍ～１５．０％／ｍ

H30.10.4

中第30～20号 ニッタン株式会社

交流１００Ｖ、 外部配線抵抗２０Ω、
公称蓄積時間２０秒～６０秒、 公称受信温度
４５℃～８０℃、 公称受信濃度 （スポット型）
３．１％／ｍ～１５．０％／ｍ

H30.10.4

中第30～21号 ニッタン株式会社

交流１００Ｖ、 外部配線抵抗２０Ω、
公称蓄積時間２０秒～６０秒、 公称受信温度
４５℃～８０℃、 公称受信濃度 （スポット型）
３．１％／ｍ～１５．０％／ｍ

H30.10.4

中継器
（自動試験機能付）

中第30～22号 ニッタン株式会社 直流２４Ｖ、 外部配線抵抗５０Ω H30.10.4

Ｐ型３級受信機 受第30～14号 アイホン株式会社 交流１００Ｖ、 外部配線抵抗１０Ω H30.9.21

ＧＲ型受信機
（アナログ式及び
自動試験機能付）

受第30～15号 ニッタン株式会社

交流１００Ｖ、 外部配線抵抗１０Ω／外部配線光
損失１５ｄＢ、 公称受信温度４５℃～８０℃、
公称受信濃度 （スポット型）
３．１％／ｍ～１５．０％／ｍ

H30.10.4

光電式住宅用
防災警報器

住警第30～7号
パナソニック
株式会社

電池方式、 ２種 （ＤＣ３Ｖ、 ３００ｍＡ）、
自動試験機能付

H30.9.25

住警第30～8号
パナソニック
株式会社

電池方式、 ２種 （ＤＣ３Ｖ、 ３００ｍＡ）、
自動試験機能付

H30.9.25

住警第30～9号
パナソニック
株式会社

電池方式、 ２種 （ＤＣ３Ｖ、 ３５０ｍＡ）、
自動試験機能付

H30.9.25

流水検知装置

流第30～5号
千住スプリンクラー
株式会社

湿式Ｋ５０ ・ ６０、 作動弁型８０ （１０Ｋ、 縦） H30.10.11

流第30～6号
千住スプリンクラー
株式会社

湿式Ｋ５０ ・ ６０、 作動弁型６５ （１０Ｋ、 縦） H30.10.11

流第30～7号
千住スプリンクラー
株式会社

湿式Ｋ５０ ・ ６０、 作動弁型１００ （１０Ｋ、 縦） H30.10.11

型式変更承認
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 申　　請　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

光電式住宅用
防災警報器

住警
第27～1～1号

新コスモス電機
株式会社

外部電源方式、 ２種 （ＡＣ１００Ｖ、 ４０ｍＡ）、
連動型、 自動試験機能付

H30.10.11

新たに取得された型式一覧
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品質評価　型式評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 依　　頼　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

動力消防ポンプ
Ｐ1031 トーハツ株式会社 可搬消防ポンプ （Ｂ－１） H30.10.17

Ｐ104Ｃ トーハツ株式会社 可搬消防ポンプ （Ｂ－２） H30.10.17

消防用ホース

Ｈ0225ＭＣ01Ａ 櫻護謨株式会社
平、 合成樹脂 （合成樹脂被覆）、 使用圧１．６、
呼称１５０ （シングル、 ポリエステルフィラメント ・ ポリ
エステルフィラメント綾織、 円織）

H30.9.28

Ｈ0265ＮＣ01Ａ 櫻護謨株式会社
大容量泡放水砲用、合成樹脂 （合成樹脂被覆）、
使用圧１．６、 呼び径２０１ （シングル、 ポリエステ
ルフィラメント ・ ポリエステルフィラメント綾織、 円織）

H30.9.28

H0267ＮＡ01Ａ 櫻護謨株式会社
大容量泡放水砲用、合成樹脂 （合成樹脂被覆）、
使用圧１．４、 呼び径３０５ （シングル、 ポリエステ
ルフィラメント ・ ポリエステルフィラメント交織、 円織）

H30.9.28

消防用結合金具 C14ＫＮ04Ａ ヨネ株式会社 使用圧１．５、 ねじ式、 呼称３００ （大量送水用） H30.10.2

特殊消防ポンプ自動車
又は特殊消防自動車
に係る特殊消火装置

ＭＬＬＡⅡ5－30
ＳＭＬ－1

株式会社モリタ はしご付消防ポンプ自動車 H30.10.9

ＮＤＣ－Ａ5Ｄ－9
日本ドライケミカル
株式会社

化学消防ポンプ自動車 H30.10.17

ＮＤＴ－20－８
日本ドライケミカル
株式会社

水槽付消防ポンプ自動車 H30.10.17

認定評価　型式変更評価
種　　　　　　　　別 型　式　番　号 依　　頼　　者 型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

承認
年月日

非常電話
認評放
第14～3～1号

ホーチキ株式会社 ＡＣ１００Ｖ H30.10.1
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平成30年10月

検定対象機械器具等申請一覧表＜検定対象機械器具等申請一覧表＞ 

申請件数 申請個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

大型 0 0 18 3,096 148.6 91.9

小型 1 0 85 391,427 98.9 103.7

大型用 2 179 149.2 92.3

小型用 13 18,060 86.6 73.6

0 29 140,720 64.5 82.0

差動式スポット型 1 0 39 289,955 110.6 101.5

差動式分布型 0 0 14 9,940 152.0 118.2

補償式スポット型 0 0 1 300 皆増 320.0

定温式感知線型 0 0 0 0 - -

定温式スポット型 1 0 46 137,349 109.6 101.8

熱アナログ式スポット型 0 0 12 16,159 209.4 112.6

熱複合式スポット型 0 0 0 0 - -

イオン化式スポット型 0 0 1 100 109.9 247.2

光電式スポット型 4 0 48 206,191 133.2 110.7

光電アナログ式スポット型 0 0 19 52,118 132.6 108.6

光電式分離型 0 0 6 245 87.5 104.5

光電アナログ式分離型 0 0 1 20 133.3 74.0

光電式分布型 0 0 0 0 - -

光電アナログ式分布型 0 0 0 0 皆減 51.3

煙複合式スポット型 0 0 0 0 - -

熱煙複合式スポット型 0 0 0 0 皆減 皆減

紫外線式スポット型 0 0 1 40 80.0 110.9

赤外線式スポット型 0 0 7 792 297.7 90.2

紫外線赤外線併用式スポット型 0 0 2 451 164.6 167.8

炎複合式スポット型等 0 0 0 0 - -

Ｐ型1級 8 0 12 20,460 80.0 122.0

Ｐ型2級 2 0 5 2,760 46.7 113.6

Ｔ型 0 0 0 0 - -

Ｍ型 0 0 0 0 - -

4 0 105 44,064 91.8 98.8

Ｐ型1級 0 0 49 3,017 113.8 108.2

Ｐ型2級 0 0 21 6,621 128.7 146.9

Ｐ型3級 0 0 2 140 127.3 145.3

Ｍ型 0 0 0 0 - -

Ｒ型 0 0 11 138 90.2 116.9

Ｇ型 0 0 5 6 60.0 81.4

ＧＰ型1級 0 0 12 24 82.8 101.4

ＧＰ型2級 0 0 0 0 - -

ＧＰ型3級 0 1 14 38,177 101.1 104.7

ＧＲ型 6 0 14 222 76.6 105.5

0 0 57 221,240 97.3 106.5

2 0 54 2,734 153.6 117.4

0 0 29 1,933 177.3 125.6

固定はしご 0 0 3 35 39.3 78.7

立てかけはしご 0 0 0 0 - -

つり下げはしご 0 0 25 15,377 106.7 104.2

0 0 6 787 186.9 98.5

定温式住宅用防災警報器 3 0 28 67,409 57.8 72.4

イオン化式住宅用防災警報器  0 0 0 0 - -

光電式住宅用防災警報器  4 0 52 443,995 60.4 85.2

36 1 848 2,136,281 87.0 95.3

※前年度の申請個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「－」と表記いたします。

合計

住宅用防災警報器

閉鎖型スプリンクラーヘッド

一斉開放弁

流水検知装置

緩降機

金属製避難はしご

感知器

発信機

受信機

中継器

泡消火薬剤

平成30年10月

型式試験
申請件数

型式変更試験
申請件数

0

型式適合検定

種別

消火器

消火器用消火薬剤

<検定品目(PRT04)> 2018/11/1　14:20 1/1 日本消防検定協会
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性能評価申請一覧表

受託評価等依頼一覧表

＜性能評価申請一覧表＞

0 0

＜受託評価等依頼一覧表＞ 

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 0 0 - -

0 0 0 1 50 16.7 76.4

0 0 1 5 24,900 102.4 103.1

0 0 0 3 120 133.3 65.4

0 0 0 1 497 皆増 91.2

0 0 0 0 0 - 100.0

0 0 0 4 1,004 86.7 12.3

0 0 0 0 0 - 皆増

0 0 0 2 22,000 25.9 112.0

0 0 0 6 391,000 97.5 114.8

0 0 0 2 900 36.0 147.7

0 0 0 6 127,667 145.7 147.4

0 0 0 0 0 - -

0 0 0 0 0 - -

0 1 64 128 87.7 89.2

0 0 4 493 82.7 103.0

0 0 2 470 57.3 81.4

0 0 2 80 27.6 86.0

3 0 1 17 14,331 90.7 106.7

0 0 1 5 3,130 16.8 98.8

0 0 0 1 1 皆増 皆増

0 0 1 6 5,350 105.6 101.1

0 0 0 0 0 - 皆減

1 0 0 55 100,506 130.7 103.3

2 0 0 36 21,213 170.8 149.1

0 0 0 0 0 - 皆増

0 0 0 0 0 皆減 195.8

0 0 0 12 3,992 121.3 86.3

0 0 1 8 2,951 93.0 80.5

0 0 0 2 23,411 91.3 45.9

1 0 25 30 107.1 116.9

8 8 133.3 136.4

0 0 4 6 300.0 233.3

0 0 2 4 7 29.2 68.7

0 0 0 11 272 71.4 113.5

0 0 0 22 4,565 106.4 107.7

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

8 26 118.2 77.8

4 4 57.1 86.8

※前年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「－」と表記いたします。

可搬消防ポンプ積載車

外部試験器の校正

確認評価 

特殊消防自動車

型式適合評価
品質評価業務

型式評価
依頼件数

消火設備用消火薬剤

放火監視機器

受信機 

消防ポンプ自動車

消防用吸管

オーバーホール等整備

放火監視センサー

光警報装置

受信装置等

構成部品 

同一形状

呼称65を超えるもの

呼称65以下のもの

消火器及び消火器加圧用ガス容器の容器弁

動力消防ポンプ

更新等
依頼件数

音響装置

型式変更評価
依頼件数

補助警報装置及び中継装置 

蓄圧式消火器用指示圧力計

住宅用スプリンクラー設備

予備電源

光警報制御装置 

平成30年10月

特殊消防用設備等性能評価業務
性能評価
申請件数

性能評価変更
申請件数

特殊消防用設備等の性能に関する評価

ホースレイヤー

消火器加圧用ガス容器

外部試験器

消防用積載はしご

可搬消防ポンプ

大容量泡放水砲用 

平　40以下のもの

濡れ 

保形 

変流器 

特殊消防ポンプ自動車

消防用結合金具 

エアゾール式簡易消火具 

大容量泡放水砲用 

漏電火災警報器

差込式 

平　40を超えるもの

ねじ式 

消防用ホース

品質評価業務

消防用接続器具
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＜性能評価申請一覧表＞

0 0

＜受託評価等依頼一覧表＞ 

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 0 0 - -

0 0 0 1 50 16.7 76.4

0 0 1 5 24,900 102.4 103.1

0 0 0 3 120 133.3 65.4

0 0 0 1 497 皆増 91.2

0 0 0 0 0 - 100.0

0 0 0 4 1,004 86.7 12.3

0 0 0 0 0 - 皆増

0 0 0 2 22,000 25.9 112.0

0 0 0 6 391,000 97.5 114.8

0 0 0 2 900 36.0 147.7

0 0 0 6 127,667 145.7 147.4

0 0 0 0 0 - -

0 0 0 0 0 - -

0 1 64 128 87.7 89.2

0 0 4 493 82.7 103.0

0 0 2 470 57.3 81.4

0 0 2 80 27.6 86.0

3 0 1 17 14,331 90.7 106.7

0 0 1 5 3,130 16.8 98.8

0 0 0 1 1 皆増 皆増

0 0 1 6 5,350 105.6 101.1

0 0 0 0 0 - 皆減

1 0 0 55 100,506 130.7 103.3

2 0 0 36 21,213 170.8 149.1

0 0 0 0 0 - 皆増

0 0 0 0 0 皆減 195.8

0 0 0 12 3,992 121.3 86.3

0 0 1 8 2,951 93.0 80.5

0 0 0 2 23,411 91.3 45.9

1 0 25 30 107.1 116.9

8 8 133.3 136.4

0 0 4 6 300.0 233.3

0 0 2 4 7 29.2 68.7

0 0 0 11 272 71.4 113.5

0 0 0 22 4,565 106.4 107.7

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

8 26 118.2 77.8

4 4 57.1 86.8

※前年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「－」と表記いたします。

可搬消防ポンプ積載車

外部試験器の校正

確認評価 

特殊消防自動車

型式適合評価
品質評価業務

型式評価
依頼件数

消火設備用消火薬剤

放火監視機器

受信機 

消防ポンプ自動車

消防用吸管

オーバーホール等整備

放火監視センサー

光警報装置

受信装置等

構成部品 

同一形状

呼称65を超えるもの

呼称65以下のもの

消火器及び消火器加圧用ガス容器の容器弁

動力消防ポンプ

更新等
依頼件数

音響装置

型式変更評価
依頼件数

補助警報装置及び中継装置 

蓄圧式消火器用指示圧力計

住宅用スプリンクラー設備

予備電源

光警報制御装置 

平成30年10月

特殊消防用設備等性能評価業務
性能評価
申請件数

性能評価変更
申請件数

特殊消防用設備等の性能に関する評価

ホースレイヤー

消火器加圧用ガス容器

外部試験器

消防用積載はしご

可搬消防ポンプ

大容量泡放水砲用 

平　40以下のもの

濡れ 

保形 

変流器 

特殊消防ポンプ自動車

消防用結合金具 

エアゾール式簡易消火具 

大容量泡放水砲用 

漏電火災警報器

差込式 

平　40を超えるもの

ねじ式 

消防用ホース

品質評価業務

消防用接続器具
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依頼件数 依頼個数 
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 38 36,059 125.8 121.2

0 0 0 49 5,818 104.2 104.6

4 0 7 109 106,735 60.2 82.6

0 0 0 0 0 皆減 皆減

0 0 0 0 0 皆減 皆減

0 0 0 0 0 - -

0 0 0 12 3,484 106.2 111.4

0 0 0 9 2,060 77.1 72.3

0 0 0 7 718 135.5 121.3

0 0 0 0 0 - 皆減

0 0 0 26 7,527 77.8 104.2

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 13 71,692 120.9 107.4

依頼件数 依頼個数 
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 7 11,060 245.0 76.1

依頼件数 依頼個数 
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 0 0 0 - -

0 0 0 9 9 100.0 115.9

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

0 0 0 0 11 27,813 174.9 123.6

0

0 0 皆減 68.4

0

※前年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の依頼個数が「０個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「－」と表記いたします。

地区音響装置

更新等
依頼件数

型式評価
依頼件数

易操作性1号消火栓 

特定機器評価業務 
総合評価
依頼件数

依頼件数  

総合操作盤

消防用ホースと結合金具の装着部

特定駐車場用泡消火設備

屋内消火栓等

補助散水栓

型式変更評価
依頼件数

認定評価業務 

評価依頼（基準の特例等）

受託試験（その他の契約等）

受託試験（契約等）

放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備・構成装置

特定消防機器等

受託試験及びその他の評価

型式変更評価
依頼件数

更新等
依頼件数

型式適合評価

認定評価業務

非常ベル及び自動式サイレン 

型式評価
依頼件数

構成部品  

放送設備 

型式適合評価

パッケージ型自動消火設備

2号消火栓

ノズル

総合評価
依頼件数

型式評価
依頼件数

製品確認評価 装着番号付与
確認評価
依頼件数

認定評価業務

広範囲型2号消火栓

非常警報設備 

放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備

屋内消火栓等 

平成30年10月

型式適合評価
型式変更評価

依頼件数
更新等

依頼件数
認定評価業務

型式評価
依頼件数

依頼件数 依頼個数
対前年

同月比(%)
対前年

累計比(%)

更新等
依頼件数

型式適合評価
型式変更評価

依頼件数

更新等
依頼件数
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印刷　株式会社　三州社

検定協会だよりはホームページでもご覧になれます。
当該刊行物にご意見・ご要望・ご投稿がありましたら、本所の企画研究部情報管理課検定協会だより事務局までお問い合わせください。

e-mail：kikaku＠jfeii.or.jp　　専用 FAX  0422-44-8415

http://www.jfeii.or.jp

検定協会では、消防用機械器具等について検

定及び受託評価を行い、性能の確保に努めてい

るところですが、さらに検定及び受託評価方法

を改善するため、次の情報を収集しています。

心あたりがございましたら、ご一報下さいます

ようお願いします。

（1）　消防用機械器具等の不作動、破損等、性

能上のトラブル例

（2）　消防用機械器具等の使用例（成功例又は

失敗例）

連絡先　東京都調布市深大寺東町 4-35-16

日本消防検定協会　企画研究課

電　話　0422-44-8471（直通）

E-mail

<kikenka@jfeii. or. jp>

検定協会からのお願い

本　　　　所　　〒182-0012　東京都調布市深大寺東町 4-35-16
　　　　　　　　　　　　　 TEL　0422-44-7471㈹　　FAX　0422-47-3991　

大 阪 支 所　　〒530-0057　大阪市北区曽根崎 2-12-7　清和梅田ビル４階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　06-6363-7471㈹　　FAX　06-6363-7475

虎ノ門事務所　　〒105-0001　東京都港区虎ノ門 2-9-16　日本消防会館 9 階
　　　　　　　　　　　　　 TEL　03-3593-2991　　　FAX　03-3593-2990　

10月27日 ( 土 ) 神奈川県大和市の大和文化創造
拠点「シリウス」において開催された「平成30
年度住宅防火防災推進シンポジウム in 大和」( 主
催 : 住宅防火対策推進協議会、共催 : 大和市消防本
部 ) に参加しました。シンポジウムの様子について
は、同協議会の事務局からご紹介いただく予定です
が、会場の「シリウス」は、図書館、芸術文化ホー
ル、生涯学習センター、屋内こども広場のほか様々
なスペースが設けられており、連日各種のイベント
が開催され、開館後２周年を前にして累計来館者数
が600万人を超えたそうです。
毎週日曜日の朝６時15分～６時25分にニッポン
放送をキーステーションとして「おはよう！ニッポ
ン全国消防団」が当協会の提供で放送されています
（放送日時が異なる地域があります。）。毎回、ゲス

トパーソナリティ（消防応援団）が出演して、全国
各地で活躍されている消防団員の方々と電話を繋ぎ、
消防団の活動や地域の様子などを紹介されています
ので、是非お聴きください。
さて、今月号では、静岡市消防局長の村田吉伸様
には巻頭のことばを、消防庁総務課からは「平成
31年度消防庁重点施策について」を、消防庁消防
研究センターからは「第18回レスキューロボット
コンテストにおける特別共催と表彰」をご寄稿いた
だき、誠にありがとうございました。
12月号では、横浜市消防局長の高坂哲也様には
巻頭のことばを、東京消防庁からは「規制対象物に
おける火災発生状況（その１）」をご寄稿いただき、
当協会からは「ＩＳＯ国際会議（ＴＣ２１）」など
を掲載する予定です。




	dayori3011.pdfから挿入したしおり
	120981_455号表紙_B5
	表②　目次
	120981-4222　検定だより11月号
	表③　編集後記
	裏


