
９．⽇本防⽕協会からのお知らせ

平成18年４月１日付で、総務省消防庁において、以下のとおり人事異動が行われましたので、お知らせ致し

ます。（敬称略）

（新）

足達　雅英

（前　総務省大臣官房秘書課課長補佐）

国民保護・防災部防災課災害対策官　併任

国民保護・防災部防災課課長補佐

（旧）

田辺　康彦

（前　国民保護・防災部防災課災害対策官　併任

国民保護・防災部防災課課長補佐）

出向

（総務省自治行政局自治政策課国際室課長補佐へ） 

（新）

渡辺　剛英

（前　仙台市消防局警防部予防課長）

予防課違反処理対策官　併任

予防課課長補佐

（旧）

中本　敦也

（前　予防課違反処理対策官　併任予防課課長補

佐）

辞職

（仙台市消防局警防部予防課長へ）

（新）

會田　幸子

（前　予防課危険物保安室危険物第二係長

併任　予防課危険物保安室危険物判定係長）

予防課予防係長

（旧）

高橋　典之

（前　予防課予防・調査係長）

辞職

（東京消防庁予防部予防課課長補佐兼

予防対策担当係長へ）

　この6月1日から消防法及び市町村条例により住宅用火災警報器の新築住宅への設置等が義務づけにな

ります。

　また、昨年は住宅火災による死者が1,200人を上回る等正に危機的状況にあるという認識のもと、3月14日

には、総務省消防庁より「住宅火災による死者数の急増に対する消防庁長官コメント」が発表され、改めて住

宅用火災警報器の設置促進について、関係機関に要請があったところです。

　これを機に、全国の婦人（女性）防火クラブの幹部クラブ員（原則として平成16年度以降当協会が都道府県



を通じて募集した住宅用火災警報器モニター）を対象として、下記のとおり、住宅用火災警報器の普及啓発

に関する緊急セミナーを開催いたします。

開催期日 平成18年6月5日（月）　13:00～17:00

平成18年6月6日（火）　9:00～14:00 （1泊2日）

※6月5日（月）17:45より意見交換会を予定

開催場所 ホテルルポール麹町　３階「マーブルの間」

東京都千代田区平河町2-4-3

交通　有楽町線麹町駅1番出口より徒歩3分、永田町駅9b出口より徒歩3分

電話　03-3265-5361

　第9回市町村婦人(女性)防火クラブ幹部研修会について、日程等が決定しましたのでお知らせします。な

お、詳細につきましては後日発表いたします。

開催期日 平成18年7月6日（木）　

平成18年7月7日（金）　（1泊2日）

※ 7月6日（木）意見交換会を予定

開催場所 ホテルルポール麹町　３階「マーブルの間」

東京都千代田区平河町2-4-3

交通　有楽町線麹町駅1番出口より徒歩3分、永田町駅9b出口より徒歩3分

電話　03-3265-5361

　日本防火協会では、民間防火組織（幼年消防クラブ、少年消防クラブ、婦人防火クラブ、自主防災組織等）

の活動にご活用いただける各種育成物件を販売しております。

■ 「販売物件サイト」平成18年4月6日オープンしました

　従来、これら育成物件の申込みはFAXにてご注文していただい

ておりましたが、「販売物件サイト」のご利用により、インターネット



上で商品を選び、お好きな時にご注文が可能になります。

　「販売物件サイト」のWebページへは、(財)日本防火協会のホー

ムページ（http://www.n-bouka.or.jp/）からアクセスできる様になりま

す。

　また、販売物件サイトでは、防炎製品の斡旋販売も行いますの

で、ご希望の方は是非ご利用ください。

【主な掲載商品】

• 法被

• 拍子木

• 防火クラブ員章（バッヂ・ワッペン）

• 婦人防火クラブリーダーマニュアル

• 住宅火災警報器PRハンドブック・ダイジェスト版

• 防炎製品

• 防災映画　マグニチュード

■ご注文方法について

　商品はカテゴリーごとに分類され、各商品画像も確認できます。ご希望の商品がございましたら、ショッピン

グカート（お買い物かご）へ入れ、購入商品・代金をご確認の上、お申込ください。ご注文情報やお客様の情

報はSSLで暗号化されて送信されますので、ご安心してご利用できます。

■決済方法

お申込受付後、お客様宛に請求書等を郵送いたします。銀行もしくは郵便局で代金をお振込みでできます。

　標記につきましては、都道府県及び全国の市町村消防本部（紙芝居につきましては、幼少年防火委員会

のある全国の市町村消防本部）に対して配付したところですが、全戸配付や自主防災組織等への配付など

として使用したいので、まとまった部数を追加配付して欲しい、婦人防火クラブすべてに配付したい、などの

要望が数多く寄せられています。

　当協会としても、各方面から同事業に対する高い評価をいただいたことは、大変喜ばしいことですが、限ら

れた予算で必要部数を作成・配付したものであり、ご要望に応じられないのが現状です。

　そこで、改めて、皆様からのご要望数をお伺いし、実費有償でお分けしたいと考えております。

　消防本部又は婦人防火クラブ、自主防災組織等におきまして、必要部数を取りまとめていただき、別紙「住

宅用火災警報器PRハンドブックダイジェスト版・住宅用火災警報器PRビデオ・紙芝居申込書」により当協会あてに、来る4

月20日（木）までに提出していただきたいと存じます。

　なお、ご要望は都道府県を経由せず、直接当協会宛に提出していただきますので申し添えます。

住宅用火災警報器PRハンドブックダイジェスト版　価格

住宅用火災警報器PRハンドブックダイジェスト版　10円



※ 送料実費（1,000部以上当協会負担）・消費税込

住宅用火災警報器PRビデオ１本あたりの予定価格

住宅用火災警報器PRビデオ　1,200円

※ 送料は別途・消費税込

紙芝居「津波だ！稲むらの火を消すな」1部あたりの予定価格

紙芝居「津波だ！稲むらの火を消すな」　900円

※ 送料は別途・消費税込

　紙芝居「津波だ！稲むらの火を消すな」は数に限りがありますので、ご要望数が在庫数に達し次第、締め

切らせていただきます。内容につきましては、ネットニュース平成18年1月号に掲載しておりますので、ご参照

下さい。

　住宅用火災警報器を普及啓発する展示用パネル10セットを当協会から

貸し出ししております。このパネルの仕様は次のとおりです。

1. サイズ　　B2判

2. 材　質　　アルポリック(アルミとプラスチックの複合板)製　

板厚2ｍｍ　アルミ枠

3. 本体の色　表面４色

4. 本体に下記の住宅用火災警報器が展示用として設置

（1）ニッタン㈱製　（2）能美防災㈱製　（3）ホーチキ㈱製

（4）松下電工㈱製

5. 同パネルの上部にチェーンが装着してあるため、吊り下げ用として利用

可、また、パネルの背部の厚紙を立てることにより立掛け用としても利

用可。

6. 別途、本体搬送用の箱(２層強化ダンボール箱)も準備

　このパネルの貸し出しにつきましては、下記の「借用要領」をご覧ください。また、「借用願い」は下記からダ

ウンロードしてご利用ください。

「借用要領」

「借用願い」 



平成１８年３月３０日

　　　 （財）日本消防協会

　昨年５月、芸能界、スポーツ界等の著名な方々により「消防応援団」が結成されました。その後、応援団メン

バーの方には各地の消防関係の催し等にご参加頂くなどの活動をして頂いていますが、このたび、さらに消

防応援団のご協力によるラジオ番組を放送します。

1. 番組名

「おはよう！ニッポン全国消防団」

2. 番組概要

全国各地で頑張っている消防団員にエールを送るとともに、広く一般の人々に消防団の活動を理解しても

らうための番組です。

毎週、消防応援団員をゲストパーソナリテｲに迎え、各地の消防団員等に電話でインタビューして頂き、消

防団活動にまつわる様々な話題をとりあげます。

3. 放送日時

２００６年４月～９月（６ヶ月）４月２日からスタート

毎週１回、１０分番組（土曜又は日曜の朝）

4. 放送局

日本放送をキーステーションに全国３０局フルネット

5. 当面の放送スケジュール

４月２日（日）ニッポン放送のみ

　「番組開始にあたって」　出演　日本消防協会　秋本理事長

第１回　４月８日（土）又は９日（日）

　出演　消防応援団　大沢　啓二さん

第２回　４月１５日（土）又は１６日（日）

　出演　消防応援団　大沢　啓二さん

連絡先 TEL　03-3503-1481

総務部　真山　藤村

業務部　植木　桜井

別紙(放送予定表）

放送局 放送曜日 放送時間 ネットスタート日

(株)ニッポン放送 日 6:45～6:55 4月2日

(株)STVラジオ 土 5:25～5:35 4月8日

青森放送(株) 日 5:50～6:00 4月9日

(株)IBC岩手放送 土 5:00～5:10 4月8日

東北放送(株) 土 5:00～5:10 4月8日

(株)秋田放送 日 6:15～6:25 4月9日



山形放送(株) 日 7:00～7:10 4月9日

(株)ラジオ福島 土 5:40～5:50 4月8日

(株)新潟放送 土 5:20～5:30 4月8日

信越放送(株) 日 6:00～6:10 4月9日

北日本放送(株) 日 5:20～5:30 4月9日

北陸放送(株) 日 7:40～7:50 4月9日

福井放送(株) 日 6:10～6:20 4月9日

東海ラジオ放送(株) 日 10:20～10:30 4月9日

大阪放送(株) 日 6:05～6:15 4月9日

(株)和歌山放送 日 6:25～6:35 4月9日

(株)山陰放送 土 5:00～5:10 4月8日

(株)中国放送 日 5:30～5:40 4月9日

山口放送(株) 土 5:00～5:10 4月8日

四国放送(株) 土 6:30～6:40 4月8日

西日本放送(株) 土 7:35～7:45 4月8日

南海放送(株) 日 7:40～7:50 4月9日

(株)高知放送 土 6:40～6:50 4月8日

九州朝日放送(株) 土 5:20～5:30 4月8日

長崎放送(株) 土 5:50～6:00 4月8日

(株)熊本放送 土 5:30～5:40 4月8日

(株)大分放送 土 5:20～5:30 4月8日

(株)宮崎放送 土 5:20～5:30 4月8日

(株)南日本放送 土 5:30～5:40 4月8日

(株)ラジオ沖縄 日 7:20～7:30 4月9日

※毎週１回／４月～９月（６ヶ月間）
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