近代消防

2017（平成 29 年）2 月号 №674
〈全国消防最前線 110〉
●姫路市消防局
−「安全・安心のおもてなし」を市民に−
〈消防団訪問レポート 78〉
●姫路市の消防団
市民が消防団の活動を「聞いて・見て・体験」
実体験型講座「スマート消防団にズームイン！」
−−−−−−−−−
●平成 28 年８月に発生した台風第 10 号による大規模な
浸水被害への対応
（消防庁防災課／応急対策室／広域応援室 / 地域防災室）
●平成 28 年度消防防災科学技術賞
消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良部門 優秀賞受賞
化学プラント火災用防火服の開発
（姫路市消防局 塚原昌尚）
●口頭指導支援ツール（アプリケーション）の開発と活用
（能美消防本部 寺井消防署 谷川昌弘）
●第 25 回全国消防操法大会を終えて
（全国消防操法・長野大会防災啓発事業等実行委員会 事務局次長 塚原 毅）
●障害者施設 津久井やまゆり園において発生した
集団救急事案の相模原市消防局の対応
（編集局）
●札幌市消防団ビジョンの策定と目指すべき消防団像
（札幌市 10 消防団連合協議会会長 平井勇光）
●全国初！神奈川県内の女性消防団員が合同で震災対応訓練を実施
（編集局）
●大川小学校に係る津波訴訟を瞥見して
（元 佐世保市東消防署長 石田良文）
●2016 年９月 11 日─９.11 から 15 年を経たニューヨークを再訪（後篇）
（池俣康朋）
●ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年金）が公務員も利用可能になりました！
（一般財団法人 地域社会ライフプラン協会 参事（１級ＤＣプランナー）村上 滋）

●年頭の辞 消防庁長官 青木信之平成 28 年８月に発生した
〈その他の消防関連記事〉
●韓国・大邱広域市の消防安全本部長、東京消防庁を視察
●全国消防長会関東支部違反是正事例発表会
−−−−−−−−−
〔消防評論〕
●巨大災害に備えた生活再建のあり方を考える
−−−−−−−−−
〔時の視点〕
●福島県沖の地震で津波警報
〜東日本大震災の教訓を忘れない〜
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
−−−−−−−−−
〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 46
救命索発射銃
（可茂消防事務組合消防本部 中消防署 福井大輔）
●救急活動事例研究 ４
・未就学児の心肺停止数およびバイスタンダーＣＰＲ実施率：保護者が救命講習Ⅲを受講しやすく
なるための考察
（仙台市消防局 遠藤弘樹）
・小学校への「応急手当クイックシート」の導入
（北見地区消防組合消防本部 萱森雅哉）
●災害現場における救助活動のための日本の伝承技 ３
（今野利弘）
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 18
チャプター 17 火災防ぎょ〜２ クラスＣ火災の消火〜
（㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治）
●ポジティブ防災 ２
「孫連れ防災」〜大切な人を想う気持ちを防災へ
（ポジティブ防災考案者 ロー紀子）
●考えながら学ぶ違反処理法学 57
（違反処理研究会）
●災害史探訪 110
アイスランドの火山災害（その１）
地球の割れ目で起きる火山の噴火
〜ラカギガル火山・ヘクラ火山〜

（防災情報機構会長 伊藤和明）
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 27
久しぶりにフルバージョンのＤＩＧをやってみました
（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 97
強い寒気は離岸距離が短い
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）饒村 ）
●消防現場におけるペットの救急処置 4
ペットの気道異物除去
（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事 サニー カミヤ）
●ファイヤーダイアリー 2017
消防隊の活動を支援するもの
（上萬治己）
●ファイヤーファイターに贈る接遇道 47〈最終回〉
コミュニケーションのさじ加減
（㈱エンパワー 21 代表取締役 能勢みゆき）
●最近の災害（平成 28（ 2016）年 11 月）
●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉
（続々々）特命：目で聞け 119 番・緊急通報！ 4
―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）
●安全・安心の窓 危険への接近
（防災子）
●赤色灯 110 東京って田舎っぽいね
（三代目 辺里鼓舞太）
●守り人
制度による拡張分野 都市の成長と織田信長
（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 謡曲「野守」
（荒木慶司）
●最近の主な通知
〈平成 28 年 11 月２日〜平成 28 年 11 月 25 日〉
登載通知＝
・危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標について
（平成 28 年 11 月２日 消防危第 203 号）
・消防用設備等の点検要領の一部改正について（通知）

（平成 28 年 11 月 25 日 消防予第 352 号）
●昇任試験実力養成講座 №599
＝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 №104
＝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〕
●第 19 回全国消防救助シンポジウム（総務省消防庁）
●平成 28 年度ＮＢＣ災害総合訓練（東京消防庁）
●総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）消防団活動報告会（総務省消防庁）
●東近江行政組合消防本部高度救助隊「スーパーレスキュー東近江」発隊
●「近代消防」誌が選ぶ
・2016 年消防重大ニュース 東京消防庁航空救助機動部隊発隊
・長野県碓氷バイパス大型観光バス横転事故
・東日本大震災五周年追悼式
・東広島山陽自動車道八本松トンネル内車両火災
・平成 28 年熊本地震
・伊勢志摩サミットで消防特別警戒
・消防女性活躍推進本部を設置
・相模原市で発生した集団救急事案
・第１回防災推進国民大会
・平成 28 年台風第 10 号による被害
・阿蘇山の中岳第一火口で 36 年ぶりに爆発的噴火
・大規模停電を引き起こした送電施設等の火災
・ドローンを活用した消防活動に関する検証の公開実験
・「地域防災と消防団」国際シンポジウム
・消防法施行令の一部を改正する政令の公布
・新潟県糸魚川市大火
〔ファイヤートピックス〕
●119 オータムフェア 2016
消防音楽隊避難訓練コンサート開催
（旭川市消防本部・北海道）
●３市消防本部合同で連携強化を図る
多数傷病者発生事故訓練を実施
（一関市消防本部・岩手県）
●戸田市市政施行 50 周年記念事業
市民公開救急シンポジウムを開催
（戸田市消防本部・埼玉県）
●大型を含む４消防艇による水難救助活動
200 名 24 台による震災消防訓練

（東京消防庁第一消防方面本部）
●警察、入国管理局と合同で伊勢佐木町周辺の
繁華街で夜間一斉査察
（横浜市消防局）
●京王電鉄㈱若葉台検車区にて
列車事故対応訓練を実施
（川崎市消防局）
●防災ソング「コロコロマーチ」を作曲
防火の集いで園児と合唱
（津島市消防団・愛知県）
●新幹線の列車火災事故を想定
ＪＲ西日本と合同訓練を実施
（春日・大野城・那珂川消防組合・福岡県）
〔消防防災の動向〕
●石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテストの総務大臣賞等表彰式
（総務省消防庁）
●総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）及び活動報告会を開催
（総務省消防庁）
●「避難支援アプリの機能に関する検討会」を開催
（総務省消防庁）
●「女性消防士の WORK＋ LIFE ガイドブック」を配布
（総務省消防庁）
●「消防防災科学技術研究推進制度」平成 29 年度研究開発課題を募集
（総務省消防庁）
●「平成 28 年版消防白書」を公表
（総務省消防庁）
●救急普及啓発広報車を寄贈
（（一財）救急振興財団）
●平成 28 年度全国自主防災組織リーダー研修会を開催
（（一財）日本防火・防災協会）
●第 31 回市民防災研修会「被災地スタディツアー 2016 in 常総」を開催
（（公財）市民防災研究所）

〔ファイヤートピックス〕
●東京電力と合同で災害時の送電線対応訓練
（流山市消防本部・千葉県）
●特養ホームで火災発生！近隣施設と消防演習
（東京消防庁石神井消防署）
●ラグビーワールドカップ 2019 に向けてテロ対処訓練
（東大阪市消防局・大阪府）
●岐阜県防災航空隊と合同池田山捜索救助訓練
（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●ＢＣ災害対応訓練
（多治見市消防本部・岐阜県）
●甲賀流忍者の衣装を身に纏って防火啓発活動
（甲賀広域行政組合消防本部水口消防署土山分署・滋賀県）
●国際消防救助隊連携訓練
（京都市消防局）
●消防技術競技会
（いわき市消防本部・福島県）
●地域住民・関係機関と連携！地域防災 2016
（吉川松伏消防組合消防本部埼玉県・埼玉県）
●救急活動想定訓練競技会
（船橋市消防局・千葉県）
●実車両を使った救急・救助研修
（柏市消防局西部消防署・千葉県）
●朝日出張所 新庁舎落成式を挙行
（東京消防庁府中消防署）
●伊勢佐木町周辺の繁華街で夜間一斉査察
（横浜市消防局）
●看護師の救急車同乗実習を開始
（熱海市消防本部・静岡県）
●東濃地区救助技術交換会
（土岐市消防本部・岐阜県）
●消防業務に必要な救急訓練用資機材等を受納
（湖南広域消防局・滋賀県）

●地場医療法人から事務連絡用車両を受領
（久留米広域消防本部・福岡県）
●明るく安心できる街づくりを目指して！
（北見地区消防組合消防本部／北見市防火協会・北海道）
●力作が勢揃い！火災予防ポスター展
（土浦市消防本部・茨城県）
●住宅防火を考える！防災推進シンポジウム
（児玉郡市広域消防本部・埼玉県）
●鮮やかなデザインで注目を浴びる消防署の看板
（松戸市消防局六実消防署・千葉県）
●廃棄紙を利用して火災予防啓発物品を作成
（相模原市消防局南消防署）
●福田佳緒理さんを一日消防署長に委嘱
（富山市消防局大沢野消防署）
●防火ポスター完成！めざす先は 火災ゼロ
（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●いばらき安全安心フェスタ
（茨木市消防本部・大阪府）
●消防フェア 2016
（奈良県広域消防組合消防本部天理消防署）
●助かるはずの命を救う！
（奈良県広域消防組合消防本部山添消防署）
●勇気ある小学生が消防活動に多大な貢献
（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署）
●第２回学生企画訓練
（青森県消防学校）
●老人ホームを訪問
（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）
●消防キャラ「おおたか君」も協力！消防団員募集の横断幕
（流山市消防本部・千葉県）
●大規模災害想定訓練
（横浜市金沢消防団）

●放置ボンベ捜索活動
（堺市美原消防団・大阪府）
●県内初！機能別団員の入団式
（うるま市消防本部・沖縄県）

