
 
 

●消防大学校における教育訓練等に関する検討会
報告書の概要及び今後の対応（消防庁消防大学校教務部）

●熊本大地震被災地で頑張っている女性たち
（一般財団法人防災教育推進協会常務理事 秦 好子）

●平成 28年熊本地震の被災地を視察して
～前震―本震型の地震の事例～
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●熊本県熊本地方を震源とする地震
―熊本市内・益城町・西原村・南阿蘇村を中心に調査して―
（防災アドバイザー 森田 武）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●ＨＥＭ―Net が推進する救急医療のイノベーション―Ｄ ― Call Net の開発と運用―
（医療法人社団永生会 南多摩病院／認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク Ｄ―Call Net 研究会 
益子邦洋 他）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〈全国消防最前線 103 〉
●新拠点、新指令システムで住民の安全安心を担う（能美消防本部）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会 救急活動事後事例研究会
「異物のためビデオ喉頭鏡での気管挿管が困難であった事例」の検討経過
（埼玉西部消防局所沢中央消防署 金子正幸）

●平成 27年度浅草地域帰宅困難者及び外国人観光客対応訓練
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●私感・消防救助隊の現在 救助隊員の「本分」とは何だったか？
（防災ジャーナリスト 瀬尾 理）

●小型はしご車、支援車、機動調査車、新車両３台の特徴
（豊明市消防本部）

●一般社団法人ニューワールドアワーズスポーツ救命協会記者会見
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を背景に、地域防災・地域活性化に取り
組む！

●豊橋市・豊橋市消防団全面バックアップ！ 仕事を持ちながら、市民の安全・安心を守るためにが
んばる消防団員と知り合う「婚活」イベント・FIREHERO'S Night（ファイヤーヒーローズナイト）
を開催（編集局）
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●地域を守るシャッターアートプロジェクトを実施（豊橋市消防団）

●東日本大震災から５年 地震・津波対策をもう一度見直そう 第３回「被害と総合的地震・津波対策
を考える」
（防災アドバイザー・森田武）

●消防関係専門誌紙との意見交換会を開催
（総務省消防庁）

●株式会社ＳＰジャーナル社創刊 50周年記念・懇親会開催

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔カラーグラビア〕

●〈災害特報〉平成 28年熊本地震災害
●高市早苗総務大臣 熊本地震被災地訪問
●伊勢志摩サミット開催に係る消防特別警戒部隊結団式
●消防大学校訓練特別見学会
●科学技術週間・消防防災の最先端技術・研究開発・業務内容を一般公開
（消防大学校消防研究センター／日本消防検定協会／（一財）消防防災科学センター／東京消防庁消
防技術安全所）
●永平寺町消防本部新庁舎完成・高機能消防指令センター始動
●北部地域総合消防防災センター（北消防署）運用開始（大津市消防局）／
●新福島工場見学会・完成祝賀会（日本ドライケミカルグループ）
●2016（第 20回）ＪＦＦＷ交流会－「はじめの一歩から未来へ」――発足 20周年記念－
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔ファイヤートピックス〕
●山菜採り時期の行方不明者の捜索事案に備えて現地調査訓練を実施
（岩内・寿都地方消防組合消防本部（北海道））
●警察及びＪＲ職員との連携を確認 ＮＢＣ災害対応訓練を実施
（吉川松伏消防組合消防本部（埼玉県））
●空港における爆発物テロ事案を想定 ＣＢＲＮＥ災害対応訓練の実施
（成田市消防本部（千葉県））
●楽しみながら消防署を見学 金沢消防フェスタを開催
（横浜市消防局）
●遭難事故の発生に備えて 山岳合同訓練を実施
（阿賀野市消防本部（新潟県））
●高度救助隊１隊及び特別救助隊３隊を発隊 高度・特別救助隊発隊式を実施
（奈良県広域消防組合消防本部）
●滑落した要救助者の救出を想定 消防・警察合同山岳救助訓練を実施
（八女消防本部（福岡県））
●意見発表会の発表内容を絵本化「“ゆうき” をだして‼ 」を配布
（薩摩川内市消防局（鹿児島県））

－－－－－－－－－－－－－－－－－

●社説・消防評論
日本版ＦＥＭＡと国家消防創設の議論

●時の視点
減災時代の新型堤防～津波防災のハード対策とソフト対策～
（ＮＨＫ解説委員 山崎 登）

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔連 載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 39
スケッドストレッチャー
（斜里地区消防組合消防署 星野祥大）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ㉑
熊本地震と違和感、そしてそれゆえの数多くの課題
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）

●解説！ 消防業務エッセンシャルズ第 6改訂版 11
チャプター 11 強制進入
～消防士に課せられた究極の任務・障害を突破せよ～
（㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治）

●考えながら学ぶ違反処理法学 50
（違反処理研究会）

●〈気づく・気遣う・支援する〉３つのステップで始める
要配慮者支援「防災コミュニケーター」７
要配慮者に必要な支援３ ライフステージ「乳幼児・妊産婦」
（ＮＰＯ法人ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ代表 ロー紀子）

●災害史探訪 103
「別府・島原地溝帯」と被害地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門㉑ 114＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 90
平成 28年熊本地震と気象 46
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーダイアリー 2016 65 その他のその他 
（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年４月）

●消防次長のつぶやき８
（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 38 防災連携の課題
（防災子）

●赤色灯 103

熊本地震は赤信号？（その１）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 50 文化による維持分野 平安古典と北村季吟
（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●その気持ち、伝わってる？ 20
追うか？ 追われるか？
（松﨑俊道）

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書３ 中国語（繁体字）編

●日本のこころ 能のおはなし 64
謡曲「羅生門」
（荒木慶司）

●最近の主な通知〈平成 28年４月１日～平成 28年４月 27日〉 140
登載通知＝
救急隊員の行う心肺蘇生法について（通知）（平成 28年４月 25日 消防救第 35号）
口頭指導に関する実施基準の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防救第 36号）
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防
救第 37号）

●昇任試験実力養成講座 №592
＝共通（消防士長・消防司令補）、消防司令、小論文〔解説付〕

●予防技術検定模擬テスト №97 149
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

〔消防防災の動向〕
●平成 28年春の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 26回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●平成 28年春の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●「第 28次消防審議会」を開催（総務省消防庁）
●国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施（総務省消防庁）
●平成 28年度定期総会を開催（東京消防退職公務員会総武支部）
●熊本大震災チャリティ手話コンサートを開催（飯田貴美子音楽事務所）

〔イベント情報〕
●「平成 28年度少年消防クラブ交流会（全国大会）」開催へ（総務省消防庁）
●「第１回防災推進国民大会」開催へ（第１回防災推進国民大会実行委員会）

〔Fire Topics〕

●東武鉄道南栗橋駅 特殊災害対応合同訓練 （埼玉東部消防組合消防局）
●高齢者福祉施設火災図上訓練 （印西地区消防組合消防本部白井消防署）
●目白駅周辺で合同テロＮＢＣ災害対応訓練（東京消防庁豊島消防署）
●緊急消防援助隊救助小隊公開訓練（大垣消防組合消防本部）
●久留米シティプラザで合同消防訓練（久留米広域消防本部久留米消防署）

●福祉施設で地域に密着した合同訓練（八女消防本部）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）
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－－－－－－－－－－－－－－－－－

●社説・消防評論
日本版ＦＥＭＡと国家消防創設の議論

●時の視点
減災時代の新型堤防～津波防災のハード対策とソフト対策～
（ＮＨＫ解説委員 山崎 登）

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔連 載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 39
スケッドストレッチャー
（斜里地区消防組合消防署 星野祥大）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ㉑
熊本地震と違和感、そしてそれゆえの数多くの課題
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）

●解説！ 消防業務エッセンシャルズ第 6改訂版 11
チャプター 11 強制進入
～消防士に課せられた究極の任務・障害を突破せよ～
（㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治）

●考えながら学ぶ違反処理法学 50
（違反処理研究会）

●〈気づく・気遣う・支援する〉３つのステップで始める
要配慮者支援「防災コミュニケーター」７
要配慮者に必要な支援３ ライフステージ「乳幼児・妊産婦」
（ＮＰＯ法人ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ代表 ロー紀子）

●災害史探訪 103
「別府・島原地溝帯」と被害地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門㉑ 114＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 90
平成 28年熊本地震と気象 46
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーダイアリー 2016 65 その他のその他 
（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年４月）

●消防次長のつぶやき８
（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 38 防災連携の課題
（防災子）

●赤色灯 103

熊本地震は赤信号？（その１）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 50 文化による維持分野 平安古典と北村季吟
（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●その気持ち、伝わってる？ 20
追うか？ 追われるか？
（松﨑俊道）

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書３ 中国語（繁体字）編

●日本のこころ 能のおはなし 64
謡曲「羅生門」
（荒木慶司）

●最近の主な通知〈平成 28年４月１日～平成 28年４月 27日〉 140
登載通知＝
救急隊員の行う心肺蘇生法について（通知）（平成 28年４月 25日 消防救第 35号）
口頭指導に関する実施基準の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防救第 36号）
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防
救第 37号）

●昇任試験実力養成講座 №592
＝共通（消防士長・消防司令補）、消防司令、小論文〔解説付〕

●予防技術検定模擬テスト №97 149
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

〔消防防災の動向〕
●平成 28年春の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 26回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●平成 28年春の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●「第 28次消防審議会」を開催（総務省消防庁）
●国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施（総務省消防庁）
●平成 28年度定期総会を開催（東京消防退職公務員会総武支部）
●熊本大震災チャリティ手話コンサートを開催（飯田貴美子音楽事務所）

〔イベント情報〕
●「平成 28年度少年消防クラブ交流会（全国大会）」開催へ（総務省消防庁）
●「第１回防災推進国民大会」開催へ（第１回防災推進国民大会実行委員会）

〔Fire Topics〕

●東武鉄道南栗橋駅 特殊災害対応合同訓練 （埼玉東部消防組合消防局）
●高齢者福祉施設火災図上訓練 （印西地区消防組合消防本部白井消防署）
●目白駅周辺で合同テロＮＢＣ災害対応訓練（東京消防庁豊島消防署）
●緊急消防援助隊救助小隊公開訓練（大垣消防組合消防本部）
●久留米シティプラザで合同消防訓練（久留米広域消防本部久留米消防署）

●福祉施設で地域に密着した合同訓練（八女消防本部）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

●消防大学校における教育訓練等に関する検討会
報告書の概要及び今後の対応（消防庁消防大学校教務部）

●熊本大地震被災地で頑張っている女性たち
（一般財団法人防災教育推進協会常務理事 秦 好子）

●平成 28年熊本地震の被災地を視察して
～前震―本震型の地震の事例～
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●熊本県熊本地方を震源とする地震
―熊本市内・益城町・西原村・南阿蘇村を中心に調査して―
（防災アドバイザー 森田 武）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●ＨＥＭ―Net が推進する救急医療のイノベーション―Ｄ ― Call Net の開発と運用―
（医療法人社団永生会 南多摩病院／認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク Ｄ―Call Net 研究会 
益子邦洋 他）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〈全国消防最前線 103 〉
●新拠点、新指令システムで住民の安全安心を担う（能美消防本部）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会 救急活動事後事例研究会
「異物のためビデオ喉頭鏡での気管挿管が困難であった事例」の検討経過
（埼玉西部消防局所沢中央消防署 金子正幸）

●平成 27年度浅草地域帰宅困難者及び外国人観光客対応訓練
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●私感・消防救助隊の現在 救助隊員の「本分」とは何だったか？
（防災ジャーナリスト 瀬尾 理）

●小型はしご車、支援車、機動調査車、新車両３台の特徴
（豊明市消防本部）

●一般社団法人ニューワールドアワーズスポーツ救命協会記者会見
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を背景に、地域防災・地域活性化に取り
組む！

●豊橋市・豊橋市消防団全面バックアップ！ 仕事を持ちながら、市民の安全・安心を守るためにが
んばる消防団員と知り合う「婚活」イベント・FIREHERO'S Night（ファイヤーヒーローズナイト）
を開催（編集局）

近代消防
2016（平成 28 年）７月号 №667

●地域を守るシャッターアートプロジェクトを実施（豊橋市消防団）

●東日本大震災から５年 地震・津波対策をもう一度見直そう 第３回「被害と総合的地震・津波対策
を考える」
（防災アドバイザー・森田武）

●消防関係専門誌紙との意見交換会を開催
（総務省消防庁）

●株式会社ＳＰジャーナル社創刊 50周年記念・懇親会開催

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔カラーグラビア〕

●〈災害特報〉平成 28年熊本地震災害
●高市早苗総務大臣 熊本地震被災地訪問
●伊勢志摩サミット開催に係る消防特別警戒部隊結団式
●消防大学校訓練特別見学会
●科学技術週間・消防防災の最先端技術・研究開発・業務内容を一般公開
（消防大学校消防研究センター／日本消防検定協会／（一財）消防防災科学センター／東京消防庁消
防技術安全所）
●永平寺町消防本部新庁舎完成・高機能消防指令センター始動
●北部地域総合消防防災センター（北消防署）運用開始（大津市消防局）／
●新福島工場見学会・完成祝賀会（日本ドライケミカルグループ）
●2016（第 20回）ＪＦＦＷ交流会－「はじめの一歩から未来へ」――発足 20周年記念－
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔ファイヤートピックス〕
●山菜採り時期の行方不明者の捜索事案に備えて現地調査訓練を実施
（岩内・寿都地方消防組合消防本部（北海道））
●警察及びＪＲ職員との連携を確認 ＮＢＣ災害対応訓練を実施
（吉川松伏消防組合消防本部（埼玉県））
●空港における爆発物テロ事案を想定 ＣＢＲＮＥ災害対応訓練の実施
（成田市消防本部（千葉県））
●楽しみながら消防署を見学 金沢消防フェスタを開催
（横浜市消防局）
●遭難事故の発生に備えて 山岳合同訓練を実施
（阿賀野市消防本部（新潟県））
●高度救助隊１隊及び特別救助隊３隊を発隊 高度・特別救助隊発隊式を実施
（奈良県広域消防組合消防本部）
●滑落した要救助者の救出を想定 消防・警察合同山岳救助訓練を実施
（八女消防本部（福岡県））
●意見発表会の発表内容を絵本化「“ゆうき” をだして‼ 」を配布
（薩摩川内市消防局（鹿児島県））

－－－－－－－－－－－－－－－－－

●社説・消防評論
日本版ＦＥＭＡと国家消防創設の議論

●時の視点
減災時代の新型堤防～津波防災のハード対策とソフト対策～
（ＮＨＫ解説委員 山崎 登）

－－－－－－－－－－－－－－－－－
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●気象災害から学ぶ 90
平成 28年熊本地震と気象 46
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーダイアリー 2016 65 その他のその他 
（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年４月）

●消防次長のつぶやき８
（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 38 防災連携の課題
（防災子）
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熊本地震は赤信号？（その１）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 50 文化による維持分野 平安古典と北村季吟
（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）
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追うか？ 追われるか？
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●熊本大震災チャリティ手話コンサートを開催（飯田貴美子音楽事務所）

〔イベント情報〕
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●東武鉄道南栗橋駅 特殊災害対応合同訓練 （埼玉東部消防組合消防局）
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●福祉施設で地域に密着した合同訓練（八女消防本部）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

●消防大学校における教育訓練等に関する検討会
報告書の概要及び今後の対応（消防庁消防大学校教務部）

●熊本大地震被災地で頑張っている女性たち
（一般財団法人防災教育推進協会常務理事 秦 好子）

●平成 28年熊本地震の被災地を視察して
～前震―本震型の地震の事例～
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●熊本県熊本地方を震源とする地震
―熊本市内・益城町・西原村・南阿蘇村を中心に調査して―
（防災アドバイザー 森田 武）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●ＨＥＭ―Net が推進する救急医療のイノベーション―Ｄ ― Call Net の開発と運用―
（医療法人社団永生会 南多摩病院／認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク Ｄ―Call Net 研究会 
益子邦洋 他）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〈全国消防最前線 103 〉
●新拠点、新指令システムで住民の安全安心を担う（能美消防本部）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会 救急活動事後事例研究会
「異物のためビデオ喉頭鏡での気管挿管が困難であった事例」の検討経過
（埼玉西部消防局所沢中央消防署 金子正幸）

●平成 27年度浅草地域帰宅困難者及び外国人観光客対応訓練
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●私感・消防救助隊の現在 救助隊員の「本分」とは何だったか？
（防災ジャーナリスト 瀬尾 理）

●小型はしご車、支援車、機動調査車、新車両３台の特徴
（豊明市消防本部）

●一般社団法人ニューワールドアワーズスポーツ救命協会記者会見
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を背景に、地域防災・地域活性化に取り
組む！

●豊橋市・豊橋市消防団全面バックアップ！ 仕事を持ちながら、市民の安全・安心を守るためにが
んばる消防団員と知り合う「婚活」イベント・FIREHERO'S Night（ファイヤーヒーローズナイト）
を開催（編集局）
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●地域を守るシャッターアートプロジェクトを実施（豊橋市消防団）

●東日本大震災から５年 地震・津波対策をもう一度見直そう 第３回「被害と総合的地震・津波対策
を考える」
（防災アドバイザー・森田武）

●消防関係専門誌紙との意見交換会を開催
（総務省消防庁）

●株式会社ＳＰジャーナル社創刊 50周年記念・懇親会開催

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔カラーグラビア〕

●〈災害特報〉平成 28年熊本地震災害
●高市早苗総務大臣 熊本地震被災地訪問
●伊勢志摩サミット開催に係る消防特別警戒部隊結団式
●消防大学校訓練特別見学会
●科学技術週間・消防防災の最先端技術・研究開発・業務内容を一般公開
（消防大学校消防研究センター／日本消防検定協会／（一財）消防防災科学センター／東京消防庁消
防技術安全所）
●永平寺町消防本部新庁舎完成・高機能消防指令センター始動
●北部地域総合消防防災センター（北消防署）運用開始（大津市消防局）／
●新福島工場見学会・完成祝賀会（日本ドライケミカルグループ）
●2016（第 20回）ＪＦＦＷ交流会－「はじめの一歩から未来へ」――発足 20周年記念－
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔ファイヤートピックス〕
●山菜採り時期の行方不明者の捜索事案に備えて現地調査訓練を実施
（岩内・寿都地方消防組合消防本部（北海道））
●警察及びＪＲ職員との連携を確認 ＮＢＣ災害対応訓練を実施
（吉川松伏消防組合消防本部（埼玉県））
●空港における爆発物テロ事案を想定 ＣＢＲＮＥ災害対応訓練の実施
（成田市消防本部（千葉県））
●楽しみながら消防署を見学 金沢消防フェスタを開催
（横浜市消防局）
●遭難事故の発生に備えて 山岳合同訓練を実施
（阿賀野市消防本部（新潟県））
●高度救助隊１隊及び特別救助隊３隊を発隊 高度・特別救助隊発隊式を実施
（奈良県広域消防組合消防本部）
●滑落した要救助者の救出を想定 消防・警察合同山岳救助訓練を実施
（八女消防本部（福岡県））
●意見発表会の発表内容を絵本化「“ゆうき” をだして‼ 」を配布
（薩摩川内市消防局（鹿児島県））

－－－－－－－－－－－－－－－－－

●社説・消防評論
日本版ＦＥＭＡと国家消防創設の議論

●時の視点
減災時代の新型堤防～津波防災のハード対策とソフト対策～
（ＮＨＫ解説委員 山崎 登）

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔連 載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 39
スケッドストレッチャー
（斜里地区消防組合消防署 星野祥大）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ㉑
熊本地震と違和感、そしてそれゆえの数多くの課題
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）

●解説！ 消防業務エッセンシャルズ第 6改訂版 11
チャプター 11 強制進入
～消防士に課せられた究極の任務・障害を突破せよ～
（㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治）

●考えながら学ぶ違反処理法学 50
（違反処理研究会）

●〈気づく・気遣う・支援する〉３つのステップで始める
要配慮者支援「防災コミュニケーター」７
要配慮者に必要な支援３ ライフステージ「乳幼児・妊産婦」
（ＮＰＯ法人ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ代表 ロー紀子）

●災害史探訪 103
「別府・島原地溝帯」と被害地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門㉑ 114＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 90
平成 28年熊本地震と気象 46
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーダイアリー 2016 65 その他のその他 
（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年４月）

●消防次長のつぶやき８
（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 38 防災連携の課題
（防災子）

●赤色灯 103

熊本地震は赤信号？（その１）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 50 文化による維持分野 平安古典と北村季吟
（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●その気持ち、伝わってる？ 20
追うか？ 追われるか？
（松﨑俊道）

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書３ 中国語（繁体字）編

●日本のこころ 能のおはなし 64
謡曲「羅生門」
（荒木慶司）

●最近の主な通知〈平成 28年４月１日～平成 28年４月 27日〉 140
登載通知＝
救急隊員の行う心肺蘇生法について（通知）（平成 28年４月 25日 消防救第 35号）
口頭指導に関する実施基準の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防救第 36号）
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防
救第 37号）

●昇任試験実力養成講座 №592
＝共通（消防士長・消防司令補）、消防司令、小論文〔解説付〕

●予防技術検定模擬テスト №97 149
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

〔消防防災の動向〕
●平成 28年春の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 26回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●平成 28年春の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●「第 28次消防審議会」を開催（総務省消防庁）
●国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施（総務省消防庁）
●平成 28年度定期総会を開催（東京消防退職公務員会総武支部）
●熊本大震災チャリティ手話コンサートを開催（飯田貴美子音楽事務所）

〔イベント情報〕
●「平成 28年度少年消防クラブ交流会（全国大会）」開催へ（総務省消防庁）
●「第１回防災推進国民大会」開催へ（第１回防災推進国民大会実行委員会）
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●目白駅周辺で合同テロＮＢＣ災害対応訓練（東京消防庁豊島消防署）
●緊急消防援助隊救助小隊公開訓練（大垣消防組合消防本部）
●久留米シティプラザで合同消防訓練（久留米広域消防本部久留米消防署）

●福祉施設で地域に密着した合同訓練（八女消防本部）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

●消防大学校における教育訓練等に関する検討会
報告書の概要及び今後の対応（消防庁消防大学校教務部）

●熊本大地震被災地で頑張っている女性たち
（一般財団法人防災教育推進協会常務理事 秦 好子）

●平成 28年熊本地震の被災地を視察して
～前震―本震型の地震の事例～
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●熊本県熊本地方を震源とする地震
―熊本市内・益城町・西原村・南阿蘇村を中心に調査して―
（防災アドバイザー 森田 武）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●ＨＥＭ―Net が推進する救急医療のイノベーション―Ｄ ― Call Net の開発と運用―
（医療法人社団永生会 南多摩病院／認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク Ｄ―Call Net 研究会 
益子邦洋 他）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〈全国消防最前線 103 〉
●新拠点、新指令システムで住民の安全安心を担う（能美消防本部）
－－－－－－－－－－－－－－－－－

●埼玉県西部第一地域メディカルコントロール協議会 救急活動事後事例研究会
「異物のためビデオ喉頭鏡での気管挿管が困難であった事例」の検討経過
（埼玉西部消防局所沢中央消防署 金子正幸）

●平成 27年度浅草地域帰宅困難者及び外国人観光客対応訓練
（ジェネスプランニング株式会社代表取締役／工学博士 三舩康道）

●私感・消防救助隊の現在 救助隊員の「本分」とは何だったか？
（防災ジャーナリスト 瀬尾 理）

●小型はしご車、支援車、機動調査車、新車両３台の特徴
（豊明市消防本部）

●一般社団法人ニューワールドアワーズスポーツ救命協会記者会見
「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」を背景に、地域防災・地域活性化に取り
組む！

●豊橋市・豊橋市消防団全面バックアップ！ 仕事を持ちながら、市民の安全・安心を守るためにが
んばる消防団員と知り合う「婚活」イベント・FIREHERO'S Night（ファイヤーヒーローズナイト）
を開催（編集局）

近代消防
2016（平成 28 年）７月号 №667

●地域を守るシャッターアートプロジェクトを実施（豊橋市消防団）

●東日本大震災から５年 地震・津波対策をもう一度見直そう 第３回「被害と総合的地震・津波対策
を考える」
（防災アドバイザー・森田武）

●消防関係専門誌紙との意見交換会を開催
（総務省消防庁）

●株式会社ＳＰジャーナル社創刊 50周年記念・懇親会開催

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔カラーグラビア〕

●〈災害特報〉平成 28年熊本地震災害
●高市早苗総務大臣 熊本地震被災地訪問
●伊勢志摩サミット開催に係る消防特別警戒部隊結団式
●消防大学校訓練特別見学会
●科学技術週間・消防防災の最先端技術・研究開発・業務内容を一般公開
（消防大学校消防研究センター／日本消防検定協会／（一財）消防防災科学センター／東京消防庁消
防技術安全所）
●永平寺町消防本部新庁舎完成・高機能消防指令センター始動
●北部地域総合消防防災センター（北消防署）運用開始（大津市消防局）／
●新福島工場見学会・完成祝賀会（日本ドライケミカルグループ）
●2016（第 20回）ＪＦＦＷ交流会－「はじめの一歩から未来へ」――発足 20周年記念－
－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔ファイヤートピックス〕
●山菜採り時期の行方不明者の捜索事案に備えて現地調査訓練を実施
（岩内・寿都地方消防組合消防本部（北海道））
●警察及びＪＲ職員との連携を確認 ＮＢＣ災害対応訓練を実施
（吉川松伏消防組合消防本部（埼玉県））
●空港における爆発物テロ事案を想定 ＣＢＲＮＥ災害対応訓練の実施
（成田市消防本部（千葉県））
●楽しみながら消防署を見学 金沢消防フェスタを開催
（横浜市消防局）
●遭難事故の発生に備えて 山岳合同訓練を実施
（阿賀野市消防本部（新潟県））
●高度救助隊１隊及び特別救助隊３隊を発隊 高度・特別救助隊発隊式を実施
（奈良県広域消防組合消防本部）
●滑落した要救助者の救出を想定 消防・警察合同山岳救助訓練を実施
（八女消防本部（福岡県））
●意見発表会の発表内容を絵本化「“ゆうき” をだして‼ 」を配布
（薩摩川内市消防局（鹿児島県））

－－－－－－－－－－－－－－－－－

●社説・消防評論
日本版ＦＥＭＡと国家消防創設の議論

●時の視点
減災時代の新型堤防～津波防災のハード対策とソフト対策～
（ＮＨＫ解説委員 山崎 登）

－－－－－－－－－－－－－－－－－

〔連 載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 39
スケッドストレッチャー
（斜里地区消防組合消防署 星野祥大）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ㉑
熊本地震と違和感、そしてそれゆえの数多くの課題
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）

●解説！ 消防業務エッセンシャルズ第 6改訂版 11
チャプター 11 強制進入
～消防士に課せられた究極の任務・障害を突破せよ～
（㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治）

●考えながら学ぶ違反処理法学 50
（違反処理研究会）

●〈気づく・気遣う・支援する〉３つのステップで始める
要配慮者支援「防災コミュニケーター」７
要配慮者に必要な支援３ ライフステージ「乳幼児・妊産婦」
（ＮＰＯ法人ＭＡＭＡ－ＰＬＵＧ代表 ロー紀子）

●災害史探訪 103
「別府・島原地溝帯」と被害地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門㉑ 114＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 90
平成 28年熊本地震と気象 46
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーダイアリー 2016 65 その他のその他 
（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年４月）

●消防次長のつぶやき８
（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 38 防災連携の課題
（防災子）

●赤色灯 103

熊本地震は赤信号？（その１）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 50 文化による維持分野 平安古典と北村季吟
（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●その気持ち、伝わってる？ 20
追うか？ 追われるか？
（松﨑俊道）

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書３ 中国語（繁体字）編

●日本のこころ 能のおはなし 64
謡曲「羅生門」
（荒木慶司）

●最近の主な通知〈平成 28年４月１日～平成 28年４月 27日〉 140
登載通知＝
救急隊員の行う心肺蘇生法について（通知）（平成 28年４月 25日 消防救第 35号）
口頭指導に関する実施基準の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防救第 36号）
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について（平成 28年４月 25日 消防
救第 37号）

●昇任試験実力養成講座 №592
＝共通（消防士長・消防司令補）、消防司令、小論文〔解説付〕

●予防技術検定模擬テスト №97 149
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

〔消防防災の動向〕
●平成 28年春の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 26回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●平成 28年春の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●「第 28次消防審議会」を開催（総務省消防庁）
●国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施（総務省消防庁）
●平成 28年度定期総会を開催（東京消防退職公務員会総武支部）
●熊本大震災チャリティ手話コンサートを開催（飯田貴美子音楽事務所）

〔イベント情報〕
●「平成 28年度少年消防クラブ交流会（全国大会）」開催へ（総務省消防庁）
●「第１回防災推進国民大会」開催へ（第１回防災推進国民大会実行委員会）

〔Fire Topics〕

●東武鉄道南栗橋駅 特殊災害対応合同訓練 （埼玉東部消防組合消防局）
●高齢者福祉施設火災図上訓練 （印西地区消防組合消防本部白井消防署）
●目白駅周辺で合同テロＮＢＣ災害対応訓練（東京消防庁豊島消防署）
●緊急消防援助隊救助小隊公開訓練（大垣消防組合消防本部）
●久留米シティプラザで合同消防訓練（久留米広域消防本部久留米消防署）

●福祉施設で地域に密着した合同訓練（八女消防本部）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）


