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●第 69 回全国消防長会総会、名古屋市で開催
　自治体消防制度 70 周年を迎えるにあたり、
　消防防災体制の更なる充実強化を推進！
　（編集局）

●「平成 28 年版 救急・救助の現況」の概要
　（消防庁救急企画室／参事官／広域応援室）

　　　　
〈全国消防最前線 115〉
●豊橋市消防本部
　第 10 回階段駆け上がりレース豊橋大会
　（編集局）
 －－－－－－－－－－－－－－－ --

〈消防団訪問レポート 80〉
●伊賀市消防団
　「点呼」「動作」の規律が特徴の『伊賀流操法』で
　全国消防操法大会（小型ポンプの部）全国制覇！
　（編集局）
 －－－－－－－－－－－－－－－ --
　　　
●自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会報告書の概要
　（消防庁国民保護・防災部地域防災室 住民防災係長　山野高寛）
　　　
●消防機関におけるＮＢＣ等大規模テロ災害時における対応能力の高度化について 
　（消防庁国民保護・防災部参事官付　平田一博）
　　　
●大学生消防団の新たなスタート
　（名古屋市消防局）
　　　
●台湾・桃園市政府消防局視察団随行記
　－阪神・淡路大震災を経験した兵庫県と大阪府内の消防本部を訪問－
　（ロープレスキュー講習事務所 office －Ｒ 2　大西隆介）
　　　
●セルフスタンドの制御装置に危政令第 23 条の適用を否定した判決について考える
　（前編） 
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）
　　　



●大規模火災から３か月─糸魚川市駅北復興まちづくり中間報告
　（災害事例研究会代表 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）
　　　
●川口市消防局職員ＯＢ会 創立 30 周年を迎えて－
　（編集局）
　　　
●どこでも貼れるシートで作業効率が大幅にＵＰする !?
　大判タイプが発売され、さらに使い勝手がよくなった !!
　（取材・文　権藤海裕）
　　　
●竹内𠮷平氏が逝去
　（元 東京消防庁第四消防方面本部長、本誌論説委員・編集委員）
　（編集局）

〔その他の消防関連記事〕
●公益財団法人日本消防協会特別表彰「まとい」受章式典を挙行
　（日高市消防団）
●初級・中級者向けロープレスキュー競技会「縄救 2017」開催
●リニア中央新幹線に係る消防情報連絡会を開催
　（東京消防庁品川消防署）
　　　
－－－－－－－－－

〔消防評論〕
●埼玉県三芳町倉庫火災について考える
 
－－－－－－－－－

〔時の視点〕
●大規模火災を繰り返さないために
　～糸魚川大規模火災に関する検討会の報告を受けて～

（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
 
 －－－－－－－－－

〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 51　
　副子固定について
　（富良野広域連合上富良野消防署　村上　領）
　　　
●救急活動事例研究 ９
・糖尿病の既往歴がない傷病者が、飲酒により低血糖発作を起こした症例
　（堺市消防局　上條昌久）
・一酸化炭素中毒傷病者に対しパルスＣＯオキシメータを使用し病院選定を行った症例
　（静岡市消防局　長谷川真矢）
　　　
●救急事例報告 6
　担癌患者の救急搬送５症例
　（留萌消防組合消防本部留萌消防署　山崎健太郎）



　　　
●消防の惨事ストレス対策 ４
　～惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況～
　（減災教育・災害危機管理アドバイザー〈消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師〉　加藤孝一）
　　　
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 23
　チャプター 18　ロス・コントロール（水損防止と残火処理）
　～財産保護は市民に示す奉仕の精神である～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）
　　　
●よぼうかかり覚書 11
　「よぼうかかり」の設備指導Ⅱ
　（消防ＯＢ　おがわこうへい）
　　　
●考えながら学ぶ違反処理法学 62
　（違反処理研究会）
　　　
●消防官のための地方自治法入門 30
　＝テスト問題付＝
　（消防大学校客員教授　関　東一）
　　　
●ポジティブ防災 ７
　～リスクマネジメントのための情報リテラシー ⑵～
　（ポジティブ防災考案者　ロー紀子）
　　　
●最近の災害（平成 29（2017）年４月）
　　　
●災害史探訪 115
　有珠山 ’77 噴火から 40 年
　（その１）相次ぐ軽石噴火
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　　
●今役立つ 消防キーワード（防災編） 12
　「消防機関は、火災のみならず水火災または地震等の災害対策に深く関与している」
　「消防機関の『予防』は、『火災予防』と『災害予防』の総称」
　（緑川久雄）
　　　
●消防現場におけるペットの救急処置 ９
　大型動物のレスキュープログラム
　（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ）
　　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 31
　東日本大震災からの復興三態
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）
　 
　　



●ファイヤーダイアリー 2017 77
　収容人員の適正管理
　（上萬治己）
　　　
●気象災害から学ぶ 102 　
　気象庁の地域区分（ 山口県は九州北部）
　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜　　　
 　　　
●安全・安心の窓 　危機の要諦（防災子）
●赤色灯 115　消防車で食事に行く？（三代目　辺里鼓舞太）
●一笑びん ４　ボケ防止の本（松﨑俊道）
●あなたを活かす　接遇コミュニケーション ４
　お客様への注意の仕方 （㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●守り人 62　文化の維持分野　実技教育と伊沢修二
　（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「小塩」 （荒木慶司）

●最近の主な通知
　〈平成 29 年４月１日～平成 29 年４月 27 日〉
登載通知＝
・消防の連携・協力の推進について（平成 29 年４月１日消防消第 59 号）
・消防学校における実践的訓練施設の整備の推進について（ 平成 29 年４月３日 消防消第 62 号）
・大規模災害時における市町村の行政機能の確保状況の把握について（通知）（ 平成 29 年４月 11 日 
総行市第 26 号 消防災第 51 号）
　　
●昇任試験実力養成講座 № 604
　＝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 № 109
　＝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〕
●岩手県釜石市で林野火災
●第 66 回利根川水系連合・総合水防演習
　（国土交通省・埼玉県・加須市 他）
●高校生の消防奉仕団
　「中津川・ハイスクール・ファイヤー・ボランティア」発足
　（中津川市消防団）
●大学生消防団総会を開催（名古屋市）
●第 69 回全国消防長会総会、名古屋市で開催
●第 40 回全国消防職員意見発表会
●平成 28 年度「消防機器の改良及び開発並びに消防に関する論文」表彰・発表
●自治体消防制度 70 周年記念
　第１回予防業務優良事例表彰・発表
　（総務省消防庁）



●札幌市消防ヘリコプター運航記念式を開催
　（札幌市消防局）
●草加八潮消防局 高度救助隊発隊
●悪路走行に適した自転車のチーム 消防ファットバイク隊発足
　（大和市消防本部）
●第 43 回全国消防親善ラグビー富山大会
　　　

〔ファイヤートピックス〕
●指導会に向けた厳しい訓練を乗り越え はしご登はん（女性の部）に出場
　（埼玉西部消防局恵）
●水に親しむ機会が増える夏場を迎え 県防災航空隊と合同で水難救助訓練
　（恵那市消防本部・岐阜県）
●住宅用火災警報器啓発グッズ 新オリジナルエコバッグを販売
　（豊田市消防本部・愛知県）
●京の “ 山の緑 ” を火災から守ろう！ 山林防火キャンペーンを実施
　（京都市消防局）
●水防技術を習得し、災害対応能力の向上を図る 平成 29 年度水防訓練を実施
　（豊中市消防局・大阪府）
●大学生と専門学校生が参加 ボランティアサポート隊発足
　（出雲市消防団・島根県）
●最大地上高 54.7 ｍのはしご車を活用 中高層建物からの救出訓練
　（徳島市消防局・徳島県）
●住民の救命率及び社会復帰率を向上 医師同乗救急自動車の運用開始
　（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 29 年春の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 28 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 29 年春の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●消防関係専門誌紙との意見交換会を開催（総務省消防庁）
●第１回予防業務優良事例表彰団体が決定 表彰式を愛知県で開催（総務省消防庁）
●「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報告書」を公表（総務省消防庁）
●設立 60 周年記念祝賀会を開催（（一社）日本火災報知機工業会）
●センサセンターが稼動開始（新コスモス電機㈱） 

〔人事往来〕
●総務省消防庁（平成 29 年５月１日付）
●（公財）日本消防協会（平成 29 年４月 30 日付）

〔ファイヤートピックス〕
●山スキーでの怪我人・雪崩遭難者救助訓練
　（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署・北海道）
●精強な部隊の育成！警防確認を実施
　（柏市消防局・千葉県）
●テロ災害に備えて！自衛消防訓練と消防演習
　（東京消防庁麴町消防署）



●不審物発見！消防・警察・商店会で連携活動！
　（東京消防庁荻窪消防署）
●スカイタワー西東京で震災時を想定した高所訓練
　（東京消防庁西東京消防署）

●救助隊と３年目職員の合同捜索救助訓練
　（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●地震災害対応訓練
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●適マーク交付の宿泊施設で消防訓練
　（泉州南広域消防本部・大阪府）
●署内ポンプ操法大会
　（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
●土砂埋没者救出訓練
　（西宮市消防局・兵庫県）
　　
●救助隊現場対応能力向上研修
　（宝塚市消防本部・兵庫県）
●東日本大震災を教訓に震災合同訓練
　（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署）
●消防音楽隊コンサートでシェイクアウト訓練
　（千葉市消防局）
●外国人留学生を対象に防災訓練を実施
　（東京消防庁志村消防署）
●東日本大震災から７年目 都電キュータ号で家具転広報
　（東京消防庁尾久消防署）
●新オリジナルエコバッグを販売
　（豊田市消防本部・愛知県）
● ZUTTO CITY みんなで防災活動
　（尼崎市消防局・兵庫県）
　　　
● “ 煙の怖さ ” 園児が体験！
　（加古川市消防本部東消防署・兵庫県）
●イルカが火の用心を訴える！
　（嶺北消防組合消防本部嶺北三国消防署・福井県）
●忘れない、先人たちが遺した教訓を！
　（札幌市消防局）
●指導会のはしご登はん（女性の部）に出場
　（埼玉西部消防局）
●模擬裁判における職員の証人尋問
　（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）
●青木消防庁長官が視察
　（千葉市消防局）

●実験形式で微小火源の着火・燃焼研修
　（松戸市消防局・千葉県）



●火災原因調査研修会
　佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県）
●自家用給油取扱所の運用開始
　（松本広域消防局・長野県）
●吏員命令の実務訓練
　（各務原市消防本部・岐阜県）
●家電製品の構造や鑑識のポイントを確認
　（東近江行政組合消防本部・滋賀県）
●職員の資質向上を図る消防記念日講演会
　（尼崎市消防局・兵庫県）
●社会福祉施設の安全を図る防火安全講習会
　（宝塚市消防本部・兵庫県）
●法制実務の知識を向上 法制執務研修会
　（北はりま消防本部・兵庫県）
●予防査察業務研修
　（薩摩川内市消防・鹿児島県）
●中心地域の防災拠点 稲荷分署新庁舎が完成
　（埼玉西部消防局）
　　　
●市民の安全安心を確保！宮崎出張所完成披露会
　（千葉市消防局）
●地域の要！南部分署開署
　（四日市市消防本部・三重県）
●迅速適切な行動で傷病者を社会復帰へ導く
　（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●逃げ遅れ者多数の建物火災で多大な貢献
　（奈良県広域消防組合消防本部広陵消防署）
●火災予防の街頭啓発運動
　（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署 / 蘭越消防後援会・蘭越消防団・北海道）

●職務の意識向上を養う
　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・大阪府）
●児童を対象としたジュニア救命士を養成
　（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部）
●八王子消防少年団の入卒団進級式
　（東京消防庁八王子消防署）
●キッズ火の用心隊
　（東京消防庁光が丘消防署）

●中学生も活動開始！伝統と誇りを胸に
　（大和市消防本部・神奈川県）
●幼年消防クラブが防火パレードを実施
　（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●佐賀県立宇宙科学館で視察研修
　（八女消防本部・福岡県）


