
●平成 29年度消防庁所管予算概算要求の概要
　（消防庁総務課会計第一係長　常木孝浩）

（全国消防最前線 107）
●東備消防組合消防本部　
　「災害に負けない消防体制で住民生活の安全、
　安心を約束します」が基本理念！

〈消防団訪問レポート 77〉
●備前市消防団／和気町消防団
　現代の源平合戦、５色の水が舞う放水演習と全国消防操法大会ポンプ車の部で３連覇を目指す

●熊本地震被災４か月半後の状況
　（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）

●コンゴ共和国における消防車両寄贈事業と指導員派遣について（報告）
　（大分市消防局警防課施設担当班　佐藤俊輔）

●消防職員の、消防職員による、市民のための防災カードゲーム「ダイレクトロード」 
（神戸市消防局　樋口貴洋）

●履行期限が付された措置命令の効力について
（北海道大学法科大学院特任教授 弁護士　木下尊氏）

●石油燃焼機器の長期使用における経年劣化事故防止と長期使用製品安全点検制度への取組み
　（一社）日本ガス石油機器工業会　石油機器安全啓発ＷＧリーダー　清水義則

●豊橋市制施行 110周年記念事業
　第 10回階段駆け上がりレース豊橋大会
　（Stair Race 2016 in TOYOHASHI）開催へ

〔その他消防関連記事〕

●平成 28年度危険物事故防止対策論文募集
（危険物保安技術協会　事故防止調査研修センター）
●東京消防庁、「救急用コミュニケーション支援ボード」の寄贈に対して消防総監感謝状を贈呈
●大規模地震発生！ 消防隊員の決死の救出を披露。消防フェス 2016 in 立川 開催へ
（東京消防庁）
●東日本大震災から 5年。なお消えない福島県浪江町消防団の苦悩を描いたアニメ映画「浪江町消
防団物語『無念』」を上映
●市町村身体障害者福祉会指導者総括研修会を開催
　（社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会事務局 金井貞夫）

－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕

●「津波地震」の脅威

〔時の視点〕

●台風 10号と防災
　～救えなかった施設の高齢者～
　（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）

－－－－－－－－－－－－－－
●救急活動事例研究①〈新連載〉
・ドクターヘリ要請における要請判断とランデブーポイント選定の課題
　（苫小牧市消防本部　稗田夕介）
・敗血症性ショックの判断：全身性炎症反応症候群の診断基準とショック指数を用いた後ろ向き検
討
　（札幌市消防局　福田拓司・印藤昌智・菩提寺 浩）

●消防現場におけるペットの救急処置①〈新連載〉
　ペットに対する救急救助活動
　（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ

●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉〈新連載〉　
　（続々々）特命：目で聞け 119番・緊急通報！①―聴覚障害者用 119番受信 システム構築物語
―
　（文／那之津 マイク　挿絵／締込み 虎次）

●今さら聞けない資機材の使い方
　スタック
　（紋別地区消防組合消防署興部支署　若井勇人）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑮
　チャプター 15　消防用ホース～ホースを体の一部とせよ～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）

●よぼうかかり覚書 ⑧
「統計」と「予防情報システム」 消防ＯＢ
　（おがわこうへい）

●〈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」⑪“ 全体を視る” ～情報の備え～
　（NPO法人MAMA‒PLUG　代表　ロー紀子）

●今役立つ 消防キーワード（防災編）⑦
「消防機関は、神戸市などに学び、自主防災組織の実際を『福祉と防災が一体としたコミュニティ』
として目指す」
「意見がないので賛同を得られたと考えるのは安易」　　　
（緑川久雄）

●消防官のための地方自治法入門 25　＝テスト問題付＝　　
　（消防大学校客員教授　関　東一）

●災害史探訪 107
　伊豆大島、割れ目噴火・全島避難から 30年（その 1）大島火山の活動史
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 24
　タイ・クラビと西伊豆・松崎、２つの津波防災ＤＩＧに携わって考えたこと
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）

●気象災害から学ぶ 94
　特異なコースを通った台風が多かった平成 28年の夏
　（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 69
　違反処理について（ その３）防火管理者の選任
　（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年８月）

●消防次長のつぶやき⑪〈最終回〉
　（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 42　 避けられる「誤解」
　（防災子）

●赤色灯 107　狂気の半歩手前？…
　（三代目　辺里鼓舞太）

●その気持ち､伝わってる？ 22　メンタルタフネス
　（松﨑俊道）

●守り人 54　 制度による維持分野　女性の尊厳と矢嶋楫子
　（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●日本のこころ 能のおはなし 68　謡曲「松虫」 荒木慶司

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書④　韓国語編　
～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～

●最近の主な通知〈平成 28年８月２日～平成 28年８月 31日〉
登載通知＝
消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意
事項について（通知）（消防予第 240号 平成 28年８月３日）

●昇任試験実力養成講座 №596
　＝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 №101
　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

－－－－－－－－－－－－－－－
〔カラーグラビア〕

●平成 28年台風第 10号による被害 死者 22名、行方不明者 5、負傷者 11人
　－緊急消防援助隊 6都県 約 240隊 約 900名が出動－
●高市総務大臣 被災現場視察
●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総理大臣官邸）
●平成 28年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
●第 37回九都県市合同防災訓練（さいたま市 他）
●平成 28年度東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災訓練
●平成 28年度日高市総合防災訓練
●築地場外地区の飲食店等に対する防火防災指導（東京消防庁京橋消防署）
●救急医療週間 救急の日 2016開催（総務省消防庁／厚生労働省 等）
●東京消防庁救急セミナー・第３回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●平成 28年度 救急フェア（東京消防庁千住消防署）
●川崎市消防救助隊発足 50周年 かわさきレスキューフェア
　～あなたの笑顔を守り続けて～

〔ファイヤートピックス〕

●県内国際消防救助隊登録７消防本部が参加　国際消防救助隊千葉県連携訓練
　（柏市消防局／松戸市消防局・千葉県）
●夏休み期間中、消防署庁舎を開放して開催　はたらく消防の写生会 作品展
　（東京消防庁芝消防署）
●陸、海、空から検察活動　水難救助合同訓練を実施
　（茅ヶ崎市消防本部・神奈川県）
●消防の仕事への理解を深めるために　消防キャリア体験見学会を開催
　（新潟県防災局消防課）
●ロープブリッジ渡過訓練等を体験　少年消防クラブ一日消防署体験
　（富山県東部消防組合消防本部）
●解体予定の市営住宅を使用した　警察との合同ブリーチング訓練
　（豊橋市消防本部・愛知県）
●電話対応時の能力向上を図る　口頭指導・１１９番受信の研修会
　（大阪狭山市消防本部）
●「おむらんちゃん」の登場に子ども達は大喜び　救急の日 2 0 1 6 を開催
（県央地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当）／総務省消防庁 等）
●平成 28年度救急功労者表彰式を開催
　（総務省消防庁）
●「消防機関と原子力事業者との消防活動に関する連携強化のあり方検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」（平成 28年度第１回）を開催
　（総務省消防庁）
●「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●平成 28年防災功労者防災担当大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当））
●第 40回救急救命士国家試験の概要を発表
　（厚生労働省）
●平成 28年度消防技術安全所 検証・研究成果発表会を開催
　（東京消防庁消防技術安全所）
●防災シンポジウム 2016年　築こう地域の共助体制
　～つなげよう「地域」と「若い世代」の絆～
　（東京消防庁）
●特殊消防用設備等講習会
　「ルートＣからパッケージ型自動消火設備まで」を開催
　（（ 一財）日本消防設備安全センター）
●2017年度「全国統一防火標語」を募集
　（（一社）日本損害保険協会）
●「被災ママ 1089人の声に学ぶ！子どもを守る防災手帖」を発行
（㈱KADOKAWA）

〔消防人事往来〕

●総務省消防庁（平成 28年９月５日付）
●東京消防庁（平成 28年 10月１日付）

〔Fire Topics〕

●自動車事故を想定した救助訓練（船橋市消防局北消防署・千葉県）
●第 35回銀座震災訓練 （銀座震災対策委員会 東京消防庁京橋消防署 等）
●水難総合連携訓練（堺市消防局）
●防火パークゴルフ大会（釧路北部消防事務組合消防本部 弟子屈消防署川湯支署・北海道）
●少年少女消防体験入隊～未来へつなごう防災の絆！～（埼玉西部消防局）

●殉職した米国消防士を追悼して（東京消防庁福生消防署）
●僕たち私たちが守る命！（上越地域消防事務組合消防本部東頸消防署（新潟県））
●花火は楽しく安全に楽しもう！（長久手市消防本部・愛知県）
●市内のコンビニ全店にＡＥＤを設置（城陽市消防本部・京都府）
●子ども向けの防災スタンプラリー（伊丹市消防局西消防署・兵庫県）

●使える人を増やすため、コンビニでＡＥＤイベント（宝塚市消防本部・兵庫県）
●救急戦隊タスケルンジャーも登場して救急フェア！（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●不測の火災に備え高層建築物実地研修（埼玉西部消防局所沢東消防署）
●教養を深める職員研修を実施（比企広域消防本部・埼玉県）
●災害時の心強い味方！災害救助犬研修（横浜市消防局金沢消防署）

●南海トラフ巨大地震に備えて救助研修会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●女子プロレスラーの人命救助に感謝状（東京消防庁城東消防署）
●人命救助功労者に対して消防総監感謝状を贈呈（東京消防庁青梅消防署）
●消防団員募集ラッピング車両登場！（千葉市消防団）
●次代を担う！さいたま市少年消防団入団式（さいたま市消防局
●避難所運営の基本を学ぶ！避難所体験訓練（大和市消防本部、大和市少年消防団・神奈川県）
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〔その他消防関連記事〕

●平成 28年度危険物事故防止対策論文募集
（危険物保安技術協会　事故防止調査研修センター）
●東京消防庁、「救急用コミュニケーション支援ボード」の寄贈に対して消防総監感謝状を贈呈
●大規模地震発生！ 消防隊員の決死の救出を披露。消防フェス 2016 in 立川 開催へ
（東京消防庁）
●東日本大震災から 5年。なお消えない福島県浪江町消防団の苦悩を描いたアニメ映画「浪江町消
防団物語『無念』」を上映
●市町村身体障害者福祉会指導者総括研修会を開催
　（社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会事務局 金井貞夫）

－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕

●「津波地震」の脅威

〔時の視点〕

●台風 10号と防災
　～救えなかった施設の高齢者～
　（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）

－－－－－－－－－－－－－－
●救急活動事例研究①〈新連載〉
・ドクターヘリ要請における要請判断とランデブーポイント選定の課題
　（苫小牧市消防本部　稗田夕介）
・敗血症性ショックの判断：全身性炎症反応症候群の診断基準とショック指数を用いた後ろ向き検
討
　（札幌市消防局　福田拓司・印藤昌智・菩提寺 浩）

●消防現場におけるペットの救急処置①〈新連載〉
　ペットに対する救急救助活動
　（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ

●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉〈新連載〉　
　（続々々）特命：目で聞け 119番・緊急通報！①―聴覚障害者用 119番受信 システム構築物語
―
　（文／那之津 マイク　挿絵／締込み 虎次）

●今さら聞けない資機材の使い方
　スタック
　（紋別地区消防組合消防署興部支署　若井勇人）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑮
　チャプター 15　消防用ホース～ホースを体の一部とせよ～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）

●よぼうかかり覚書 ⑧
「統計」と「予防情報システム」 消防ＯＢ
　（おがわこうへい）

●〈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」⑪“ 全体を視る” ～情報の備え～
　（NPO法人MAMA‒PLUG　代表　ロー紀子）

●今役立つ 消防キーワード（防災編）⑦
「消防機関は、神戸市などに学び、自主防災組織の実際を『福祉と防災が一体としたコミュニティ』
として目指す」
「意見がないので賛同を得られたと考えるのは安易」　　　
（緑川久雄）

●消防官のための地方自治法入門 25　＝テスト問題付＝　　
　（消防大学校客員教授　関　東一）

●災害史探訪 107
　伊豆大島、割れ目噴火・全島避難から 30年（その 1）大島火山の活動史
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 24
　タイ・クラビと西伊豆・松崎、２つの津波防災ＤＩＧに携わって考えたこと
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）

●気象災害から学ぶ 94
　特異なコースを通った台風が多かった平成 28年の夏
　（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 69
　違反処理について（ その３）防火管理者の選任
　（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年８月）

●消防次長のつぶやき⑪〈最終回〉
　（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 42　 避けられる「誤解」
　（防災子）

●赤色灯 107　狂気の半歩手前？…
　（三代目　辺里鼓舞太）

●その気持ち､伝わってる？ 22　メンタルタフネス
　（松﨑俊道）

●守り人 54　 制度による維持分野　女性の尊厳と矢嶋楫子
　（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●日本のこころ 能のおはなし 68　謡曲「松虫」 荒木慶司

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書④　韓国語編　
～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～

●最近の主な通知〈平成 28年８月２日～平成 28年８月 31日〉
登載通知＝
消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意
事項について（通知）（消防予第 240号 平成 28年８月３日）

●昇任試験実力養成講座 №596
　＝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 №101
　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

－－－－－－－－－－－－－－－
〔カラーグラビア〕

●平成 28年台風第 10号による被害 死者 22名、行方不明者 5、負傷者 11人
　－緊急消防援助隊 6都県 約 240隊 約 900名が出動－
●高市総務大臣 被災現場視察
●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総理大臣官邸）
●平成 28年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
●第 37回九都県市合同防災訓練（さいたま市 他）
●平成 28年度東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災訓練
●平成 28年度日高市総合防災訓練
●築地場外地区の飲食店等に対する防火防災指導（東京消防庁京橋消防署）
●救急医療週間 救急の日 2016開催（総務省消防庁／厚生労働省 等）
●東京消防庁救急セミナー・第３回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●平成 28年度 救急フェア（東京消防庁千住消防署）
●川崎市消防救助隊発足 50周年 かわさきレスキューフェア
　～あなたの笑顔を守り続けて～

〔ファイヤートピックス〕

●県内国際消防救助隊登録７消防本部が参加　国際消防救助隊千葉県連携訓練
　（柏市消防局／松戸市消防局・千葉県）
●夏休み期間中、消防署庁舎を開放して開催　はたらく消防の写生会 作品展
　（東京消防庁芝消防署）
●陸、海、空から検察活動　水難救助合同訓練を実施
　（茅ヶ崎市消防本部・神奈川県）
●消防の仕事への理解を深めるために　消防キャリア体験見学会を開催
　（新潟県防災局消防課）
●ロープブリッジ渡過訓練等を体験　少年消防クラブ一日消防署体験
　（富山県東部消防組合消防本部）
●解体予定の市営住宅を使用した　警察との合同ブリーチング訓練
　（豊橋市消防本部・愛知県）
●電話対応時の能力向上を図る　口頭指導・１１９番受信の研修会
　（大阪狭山市消防本部）
●「おむらんちゃん」の登場に子ども達は大喜び　救急の日 2 0 1 6 を開催
（県央地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当）／総務省消防庁 等）
●平成 28年度救急功労者表彰式を開催
　（総務省消防庁）
●「消防機関と原子力事業者との消防活動に関する連携強化のあり方検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」（平成 28年度第１回）を開催
　（総務省消防庁）
●「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●平成 28年防災功労者防災担当大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当））
●第 40回救急救命士国家試験の概要を発表
　（厚生労働省）
●平成 28年度消防技術安全所 検証・研究成果発表会を開催
　（東京消防庁消防技術安全所）
●防災シンポジウム 2016年　築こう地域の共助体制
　～つなげよう「地域」と「若い世代」の絆～
　（東京消防庁）
●特殊消防用設備等講習会
　「ルートＣからパッケージ型自動消火設備まで」を開催
　（（ 一財）日本消防設備安全センター）
●2017年度「全国統一防火標語」を募集
　（（一社）日本損害保険協会）
●「被災ママ 1089人の声に学ぶ！子どもを守る防災手帖」を発行
（㈱KADOKAWA）

〔消防人事往来〕

●総務省消防庁（平成 28年９月５日付）
●東京消防庁（平成 28年 10月１日付）

〔Fire Topics〕
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〔その他消防関連記事〕
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－－－－－－－－－－－－－－
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－－－－－－－－－－－－－－
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　伊豆大島、割れ目噴火・全島避難から 30年（その 1）大島火山の活動史
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会
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●赤色灯 107　狂気の半歩手前？…
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　（松﨑俊道）

●守り人 54　 制度による維持分野　女性の尊厳と矢嶋楫子
　（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●日本のこころ 能のおはなし 68　謡曲「松虫」 荒木慶司

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書④　韓国語編　
～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～
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〔消防防災の動向〕
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　（総務省消防庁）
●「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●平成 28年防災功労者防災担当大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当））
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●防災シンポジウム 2016年　築こう地域の共助体制
　～つなげよう「地域」と「若い世代」の絆～
　（東京消防庁）
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　（（一社）日本損害保険協会）
●「被災ママ 1089人の声に学ぶ！子どもを守る防災手帖」を発行
（㈱KADOKAWA）

〔消防人事往来〕

●総務省消防庁（平成 28年９月５日付）
●東京消防庁（平成 28年 10月１日付）

〔Fire Topics〕

●自動車事故を想定した救助訓練（船橋市消防局北消防署・千葉県）
●第 35回銀座震災訓練 （銀座震災対策委員会 東京消防庁京橋消防署 等）
●水難総合連携訓練（堺市消防局）
●防火パークゴルフ大会（釧路北部消防事務組合消防本部 弟子屈消防署川湯支署・北海道）
●少年少女消防体験入隊～未来へつなごう防災の絆！～（埼玉西部消防局）

●殉職した米国消防士を追悼して（東京消防庁福生消防署）
●僕たち私たちが守る命！（上越地域消防事務組合消防本部東頸消防署（新潟県））
●花火は楽しく安全に楽しもう！（長久手市消防本部・愛知県）
●市内のコンビニ全店にＡＥＤを設置（城陽市消防本部・京都府）
●子ども向けの防災スタンプラリー（伊丹市消防局西消防署・兵庫県）

●使える人を増やすため、コンビニでＡＥＤイベント（宝塚市消防本部・兵庫県）
●救急戦隊タスケルンジャーも登場して救急フェア！（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●不測の火災に備え高層建築物実地研修（埼玉西部消防局所沢東消防署）
●教養を深める職員研修を実施（比企広域消防本部・埼玉県）
●災害時の心強い味方！災害救助犬研修（横浜市消防局金沢消防署）

●南海トラフ巨大地震に備えて救助研修会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●女子プロレスラーの人命救助に感謝状（東京消防庁城東消防署）
●人命救助功労者に対して消防総監感謝状を贈呈（東京消防庁青梅消防署）
●消防団員募集ラッピング車両登場！（千葉市消防団）
●次代を担う！さいたま市少年消防団入団式（さいたま市消防局
●避難所運営の基本を学ぶ！避難所体験訓練（大和市消防本部、大和市少年消防団・神奈川県）



〔その他消防関連記事〕

●平成 28年度危険物事故防止対策論文募集
（危険物保安技術協会　事故防止調査研修センター）
●東京消防庁、「救急用コミュニケーション支援ボード」の寄贈に対して消防総監感謝状を贈呈
●大規模地震発生！ 消防隊員の決死の救出を披露。消防フェス 2016 in 立川 開催へ
（東京消防庁）
●東日本大震災から 5年。なお消えない福島県浪江町消防団の苦悩を描いたアニメ映画「浪江町消
防団物語『無念』」を上映
●市町村身体障害者福祉会指導者総括研修会を開催
　（社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会事務局 金井貞夫）

－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕

●「津波地震」の脅威

〔時の視点〕

●台風 10号と防災
　～救えなかった施設の高齢者～
　（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）

－－－－－－－－－－－－－－
●救急活動事例研究①〈新連載〉
・ドクターヘリ要請における要請判断とランデブーポイント選定の課題
　（苫小牧市消防本部　稗田夕介）
・敗血症性ショックの判断：全身性炎症反応症候群の診断基準とショック指数を用いた後ろ向き検
討
　（札幌市消防局　福田拓司・印藤昌智・菩提寺 浩）

●消防現場におけるペットの救急処置①〈新連載〉
　ペットに対する救急救助活動
　（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ

●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉〈新連載〉　
　（続々々）特命：目で聞け 119番・緊急通報！①―聴覚障害者用 119番受信 システム構築物語
―
　（文／那之津 マイク　挿絵／締込み 虎次）

●今さら聞けない資機材の使い方
　スタック
　（紋別地区消防組合消防署興部支署　若井勇人）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑮
　チャプター 15　消防用ホース～ホースを体の一部とせよ～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）

●よぼうかかり覚書 ⑧
「統計」と「予防情報システム」 消防ＯＢ
　（おがわこうへい）

●〈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」⑪“ 全体を視る” ～情報の備え～
　（NPO法人MAMA‒PLUG　代表　ロー紀子）

●今役立つ 消防キーワード（防災編）⑦
「消防機関は、神戸市などに学び、自主防災組織の実際を『福祉と防災が一体としたコミュニティ』
として目指す」
「意見がないので賛同を得られたと考えるのは安易」　　　
（緑川久雄）

●消防官のための地方自治法入門 25　＝テスト問題付＝　　
　（消防大学校客員教授　関　東一）
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●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会
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　特異なコースを通った台風が多かった平成 28年の夏
　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
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　違反処理について（ その３）防火管理者の選任
　（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年８月）

●消防次長のつぶやき⑪〈最終回〉
　（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 42　 避けられる「誤解」
　（防災子）

●赤色灯 107　狂気の半歩手前？…
　（三代目　辺里鼓舞太）

●その気持ち､伝わってる？ 22　メンタルタフネス
　（松﨑俊道）

●守り人 54　 制度による維持分野　女性の尊厳と矢嶋楫子
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●日本のこころ 能のおはなし 68　謡曲「松虫」 荒木慶司

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書④　韓国語編　
～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～

●最近の主な通知〈平成 28年８月２日～平成 28年８月 31日〉
登載通知＝
消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意
事項について（通知）（消防予第 240号 平成 28年８月３日）

●昇任試験実力養成講座 №596
　＝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 №101
　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

－－－－－－－－－－－－－－－
〔カラーグラビア〕

●平成 28年台風第 10号による被害 死者 22名、行方不明者 5、負傷者 11人
　－緊急消防援助隊 6都県 約 240隊 約 900名が出動－
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●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総理大臣官邸）
●平成 28年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
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●東京消防庁救急セミナー・第３回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●平成 28年度 救急フェア（東京消防庁千住消防署）
●川崎市消防救助隊発足 50周年 かわさきレスキューフェア
　～あなたの笑顔を守り続けて～
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　（東京消防庁芝消防署）
●陸、海、空から検察活動　水難救助合同訓練を実施
　（茅ヶ崎市消防本部・神奈川県）
●消防の仕事への理解を深めるために　消防キャリア体験見学会を開催
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●今役立つ 消防キーワード（防災編）⑦
「消防機関は、神戸市などに学び、自主防災組織の実際を『福祉と防災が一体としたコミュニティ』
として目指す」
「意見がないので賛同を得られたと考えるのは安易」　　　
（緑川久雄）

●消防官のための地方自治法入門 25　＝テスト問題付＝　　
　（消防大学校客員教授　関　東一）

●災害史探訪 107
　伊豆大島、割れ目噴火・全島避難から 30年（その 1）大島火山の活動史
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 24
　タイ・クラビと西伊豆・松崎、２つの津波防災ＤＩＧに携わって考えたこと
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）

●気象災害から学ぶ 94
　特異なコースを通った台風が多かった平成 28年の夏
　（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 69
　違反処理について（ その３）防火管理者の選任
　（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年８月）

●消防次長のつぶやき⑪〈最終回〉
　（文・淡卓善／イラスト・佐藤高穂）

●安全・安心の窓 42　 避けられる「誤解」
　（防災子）

●赤色灯 107　狂気の半歩手前？…
　（三代目　辺里鼓舞太）

●その気持ち､伝わってる？ 22　メンタルタフネス
　（松﨑俊道）

●守り人 54　 制度による維持分野　女性の尊厳と矢嶋楫子
　（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

●日本のこころ 能のおはなし 68　謡曲「松虫」 荒木慶司

●緊急地震速報・津波警報の多言語辞書④　韓国語編　
～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～

●最近の主な通知〈平成 28年８月２日～平成 28年８月 31日〉
登載通知＝
消防法施行規則の一部を改正する省令及び火災通報装置の基準の一部を改正する件の運用上の留意
事項について（通知）（消防予第 240号 平成 28年８月３日）

●昇任試験実力養成講座 №596
　＝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 №101
　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

－－－－－－－－－－－－－－－
〔カラーグラビア〕

●平成 28年台風第 10号による被害 死者 22名、行方不明者 5、負傷者 11人
　－緊急消防援助隊 6都県 約 240隊 約 900名が出動－
●高市総務大臣 被災現場視察
●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総理大臣官邸）
●平成 28年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
●第 37回九都県市合同防災訓練（さいたま市 他）
●平成 28年度東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災訓練
●平成 28年度日高市総合防災訓練
●築地場外地区の飲食店等に対する防火防災指導（東京消防庁京橋消防署）
●救急医療週間 救急の日 2016開催（総務省消防庁／厚生労働省 等）
●東京消防庁救急セミナー・第３回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●平成 28年度 救急フェア（東京消防庁千住消防署）
●川崎市消防救助隊発足 50周年 かわさきレスキューフェア
　～あなたの笑顔を守り続けて～

〔ファイヤートピックス〕

●県内国際消防救助隊登録７消防本部が参加　国際消防救助隊千葉県連携訓練
　（柏市消防局／松戸市消防局・千葉県）
●夏休み期間中、消防署庁舎を開放して開催　はたらく消防の写生会 作品展
　（東京消防庁芝消防署）
●陸、海、空から検察活動　水難救助合同訓練を実施
　（茅ヶ崎市消防本部・神奈川県）
●消防の仕事への理解を深めるために　消防キャリア体験見学会を開催
　（新潟県防災局消防課）
●ロープブリッジ渡過訓練等を体験　少年消防クラブ一日消防署体験
　（富山県東部消防組合消防本部）
●解体予定の市営住宅を使用した　警察との合同ブリーチング訓練
　（豊橋市消防本部・愛知県）
●電話対応時の能力向上を図る　口頭指導・１１９番受信の研修会
　（大阪狭山市消防本部）
●「おむらんちゃん」の登場に子ども達は大喜び　救急の日 2 0 1 6 を開催
（県央地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当）／総務省消防庁 等）
●平成 28年度救急功労者表彰式を開催
　（総務省消防庁）
●「消防機関と原子力事業者との消防活動に関する連携強化のあり方検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」（平成 28年度第１回）を開催
　（総務省消防庁）
●「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●平成 28年防災功労者防災担当大臣表彰式を開催
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　（東京消防庁）
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〔消防人事往来〕
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●不測の火災に備え高層建築物実地研修（埼玉西部消防局所沢東消防署）
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●女子プロレスラーの人命救助に感謝状（東京消防庁城東消防署）
●人命救助功労者に対して消防総監感謝状を贈呈（東京消防庁青梅消防署）
●消防団員募集ラッピング車両登場！（千葉市消防団）
●次代を担う！さいたま市少年消防団入団式（さいたま市消防局
●避難所運営の基本を学ぶ！避難所体験訓練（大和市消防本部、大和市少年消防団・神奈川県）



〔その他消防関連記事〕
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（東京消防庁）
●東日本大震災から 5年。なお消えない福島県浪江町消防団の苦悩を描いたアニメ映画「浪江町消
防団物語『無念』」を上映
●市町村身体障害者福祉会指導者総括研修会を開催
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－－－－－－－－－－－－－－
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－－－－－－－－－－－－－－
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●考えながら学ぶ違反処理法学 54　  違反処理研究会
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●ファイヤーダイアリー 2016 69
　違反処理について（ その３）防火管理者の選任
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　～あなたの笑顔を守り続けて～
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　（柏市消防局／松戸市消防局・千葉県）
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●陸、海、空から検察活動　水難救助合同訓練を実施
　（茅ヶ崎市消防本部・神奈川県）
●消防の仕事への理解を深めるために　消防キャリア体験見学会を開催
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　（富山県東部消防組合消防本部）
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●電話対応時の能力向上を図る　口頭指導・１１９番受信の研修会
　（大阪狭山市消防本部）
●「おむらんちゃん」の登場に子ども達は大喜び　救急の日 2 0 1 6 を開催
（県央地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県）
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●平成 28年防災功労者内閣総理大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当）／総務省消防庁 等）
●平成 28年度救急功労者表彰式を開催
　（総務省消防庁）
●「消防機関と原子力事業者との消防活動に関する連携強化のあり方検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●「屋外貯蔵タンクの検査技術の高度化に係る調査検討会」（平成 28年度第１回）を開催
　（総務省消防庁）
●「自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会」を開催
　（総務省消防庁）
●平成 28年防災功労者防災担当大臣表彰式を開催
　（内閣府（防災担当））
●第 40回救急救命士国家試験の概要を発表
　（厚生労働省）
●平成 28年度消防技術安全所 検証・研究成果発表会を開催
　（東京消防庁消防技術安全所）
●防災シンポジウム 2016年　築こう地域の共助体制
　～つなげよう「地域」と「若い世代」の絆～
　（東京消防庁）
●特殊消防用設備等講習会
　「ルートＣからパッケージ型自動消火設備まで」を開催
　（（ 一財）日本消防設備安全センター）
●2017年度「全国統一防火標語」を募集
　（（一社）日本損害保険協会）
●「被災ママ 1089人の声に学ぶ！子どもを守る防災手帖」を発行
（㈱KADOKAWA）

〔消防人事往来〕

●総務省消防庁（平成 28年９月５日付）
●東京消防庁（平成 28年 10月１日付）

〔Fire Topics〕

●自動車事故を想定した救助訓練（船橋市消防局北消防署・千葉県）
●第 35回銀座震災訓練 （銀座震災対策委員会 東京消防庁京橋消防署 等）
●水難総合連携訓練（堺市消防局）
●防火パークゴルフ大会（釧路北部消防事務組合消防本部 弟子屈消防署川湯支署・北海道）
●少年少女消防体験入隊～未来へつなごう防災の絆！～（埼玉西部消防局）

●殉職した米国消防士を追悼して（東京消防庁福生消防署）
●僕たち私たちが守る命！（上越地域消防事務組合消防本部東頸消防署（新潟県））
●花火は楽しく安全に楽しもう！（長久手市消防本部・愛知県）
●市内のコンビニ全店にＡＥＤを設置（城陽市消防本部・京都府）
●子ども向けの防災スタンプラリー（伊丹市消防局西消防署・兵庫県）

●使える人を増やすため、コンビニでＡＥＤイベント（宝塚市消防本部・兵庫県）
●救急戦隊タスケルンジャーも登場して救急フェア！（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●不測の火災に備え高層建築物実地研修（埼玉西部消防局所沢東消防署）
●教養を深める職員研修を実施（比企広域消防本部・埼玉県）
●災害時の心強い味方！災害救助犬研修（横浜市消防局金沢消防署）

●南海トラフ巨大地震に備えて救助研修会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●女子プロレスラーの人命救助に感謝状（東京消防庁城東消防署）
●人命救助功労者に対して消防総監感謝状を贈呈（東京消防庁青梅消防署）
●消防団員募集ラッピング車両登場！（千葉市消防団）
●次代を担う！さいたま市少年消防団入団式（さいたま市消防局
●避難所運営の基本を学ぶ！避難所体験訓練（大和市消防本部、大和市少年消防団・神奈川県）


