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●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 
　検討会の検討結果について
　（消防庁消防・救急課　谷口信平）
　　
●長野県消防防災航空隊殉職者合同追悼式
　（消防庁総務課）
　　
●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　 
　り方検討会報告書の概要
　（消防庁特殊災害室）
　　

〈全国消防最前線 117〉
●北見地区消防組合消防本部
　オホーツク圏の安全安心と救急を担う
　（編 集 局）
　　　　　　　　　　　

〈消防団訪問レポート 81〉　　　　　　　　　　　　　　　　
●北見地区消防組合北見消防団
　地域の実情に応じて、様々な訓練を
　積み重ねながら優秀な消防団員を育成
　（編 集 局）
 
　　
●「救急ボイストラ」の全国の消防本部への提供開始
　（消防庁救急企画室）
　　
●「Ｑ助」（ 全国版救急受診アプリ）のお知らせ
　（消防庁救急企画室）
　　
●医療資格をもたない消防団員、一般市民が競技者
　地域メディカルラリー 2017 を開催
　（奈良市消防局／奈良市消防団）
 
●「ネットで自衛消防訓練」の公開について
　（東京消防庁予防部防火管理課自衛消防係）
　　
●ロンドンで高層マンション火災が発生
　―日本の高層マンション火災への消防対応は万全なのか？―



　（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ）
　　
●平成 28 年熊本地震における学校の避難所運営 ⑵
　（北海道教育大学教育学部釧路校教授　内山　隆／酒井多加志）
　　
●火災調査スペシャリスト育成のための事業整備
　―静岡市消防局の火災調査体制―
　（ 静岡市消防局消防部予防課火災調査係）
　　
●第 23 回全国女性消防操法大会について
　―平成 29 年９月 30 日㈯、秋田市で「初めての地方大会」として開催―
　（全国女性消防操法・秋田大会防災啓発事業等実行委員会事務局長　高橋尚文）
　　
●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（後編）
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）
　　
●広角長射程から棒状へ可変可能な消火ノズルを開発！ 
　（編集局）
 

〔その他の関連記事〕
●平成 30 年度「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」事業委託団体及び「救急に関する 
　調査研究助成事業」助成団体を募集（（一財）救急振興財団）（P.29 ）／第１回鉄道事故対応講習　 
　会を実施
　（小山市消防本部）
●第 65 回全国消防技術者会議の開催について（ご案内）
　（消防庁消防研究センター）
●市民への周知と職員の意識向上を目的とした「予防技術資格者章」の着用を開始
　（川口市消防局）
●第 11 回 後藤新平賞に山本保博氏
●無差別殺傷事件を想定し常滑警察署と、水難事故を想定し海上保安庁、愛知県防災航空隊と合同訓 
　練（常滑市消防本部）（P.95 ）／第 23 期火災予防審議会に諮問
　（東京消防庁）
●「消防の歴史四百年」の著者 魚谷増男氏が逝去
　　　
 

〔消防庁新体制〕
●長官に稲山博司氏
　次長に 緒方俊則 氏／消防大学校長に 米田順彦 氏／総務課長に 小宮大一郎 氏／消防・救急課長に  
　澤田史朗 氏／防災課長に 田辺康彦 氏／参事官に 上村 昇 氏／救急企画室長に 野本祐二 氏／国民 　　 
　保護室長に 大塚大輔 氏／広域応援室長に 本間和義 氏／防災情報室長に 森川世紀 氏
 

〔東京消防庁新体制〕
●高橋総監勇退　第 26 代消防総監に村上次長が就任
 
－－－－－－－－　　　

〔消防評論〕



日本の活火山１１１に
　　　
－－－－－－－－　　　

〔時の視点〕
●平成 29 年７月九州北部豪雨の衝撃
　～猛威を振るう最近の雨～
　（ＮＨＫ解説委員　山﨑　登）
　　　
－－－－－－－－　　　

〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 53
　中継圧力制御装置とガンタイプノズル
　（渋川広域消防本部警防課装備係　岩﨑直矢）
 
●救急活動事例研究 11
　携帯電話を活用した口頭指導の有効性
　－固定電話からの通報と比較して－
　（小松市消防本部　荒谷佳克）
　　
・トヨタ脳卒中プレホスピタルスケールが
　（救急隊に与えた効果 豊田市消防本部　都築賢治）
　　
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 25
　チャプター 20　消防用設備
　～設備で救える命がそこにある～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）
　　
●台湾の消防と消防人を訪ねて 2
　内政部消防署と日台消防交流のきずな（後編）
　日本で学んだ台湾消防幹部と指川健氏の活動
　（消防・防災事情研究家 近代消防特任記者　加藤孝一）
　　　
●考えながら学ぶ違反処理法学 64　
　（違反処理研究会）
 
●消防官のための地方自治法入門 ㉛
　＝テスト問題付＝ 
　（消防大学校客員教授　関　東一）
 
●災害史探訪 117　
　1983 年三宅島噴火と溶岩流災害
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　
●消防現場におけるペットの救急・救助 ⑪〈最終回〉
　なぜ警察犬がいて消防犬がいないのか？
　（（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 79
　分譲マンションの専用部分と共用部分
　（上萬治己）
　　
●気象災害から学ぶ 104 　
　平成 29 年７月九州北部豪雨と新しい防災情報
　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
　　　
●最近の災害（平成 29（ 2017）年６月）
　　
●安全・安心の窓 52　「木害」の謎（防災子）
●赤色灯 117　水を甘く見てはいけない（三代目　辺里鼓舞太）
●一笑びん ６　アル中の夫（松﨑俊道）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑥
　「できない」「ムリ」と即答しない
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
　　
●守り人 64　             
　技術による維持分野　知識普及と貝原益軒
　（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 78
　謡曲「蝉丸」
　（荒木慶司）
 
●最近の主な通知             
　〈平成 29 年６月１日～平成 29 年６月 30 日〉
登載通知＝
・「首都直下地震における緊急消防援助隊運用方針等の全部改正等について（通知）」（平成 29 年３月
29 日付け消防広第 90 号）の差し替えについて（依頼）（平成 29 年６月 12 日 事務連絡）
・硫化鉄に係る火災事故防止対策の徹底について（平成 29 年６月 16 日 消防危第 135 号）
・救急救命士の行う救急救命処置における事故防止の再徹底について（平成 29 年６月 29 日 事務連絡）
 
●昇任試験実力養成講座 № 606
　＝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 № 111
　＝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 29 年７月九州北部豪雨
　－福岡県、大分県、広島県で、死者・行方不明者 43 人－
●平成 29 年安全功労者内閣総理大臣表彰
●平成 29 年度消防関係総務大臣表彰式
　（総務省消防庁）



●二代目「わかしゃち」堂々のお披露目式
　（愛知県防災航空隊）
●医療資格をもたない消防団員、一般市民が競技者 地域メディカルラリー 2017 を開催
　（奈良市消防局／奈良市消防団）
●第 21 回ヨーロッパ青少年消防オリンピックに日本の少年消防クラブが参加
●外国人介護福祉士候補者が防災体験
　（横浜市金沢消防署）
●特別高度救助隊と救助犬が捜索訓練
　（神戸市消防局）
●銀座エリア最大の複合商業施設 GINZA SIX で消防演習
　（東京消防庁京橋消防署）
● 2017（第 21 回）ＪＦＦＷ交流会
　～世界に誇る 千年の都 京都で 自分磨き～
 

〔消防防災の動向〕
●平成 29 年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式を開催
　（総務省消防庁）
●平成 29 年度救急業務のあり方に関する検討会を開催
　（総務省消防庁）
●埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書を公表
　（総務省消防庁）
●糸魚川市大規模火災に関する勉強会を開催
　（新潟県防災局）
●平成 29 年度消防職員研修を開催
　（稲敷広域消防本部）
●札幌市 10 消防団のＯＢ会が発足
　──会長に東田愼悟・前北海道消防協会会長が就任
　（札幌市 10 消防団ＯＢ会）
●第 12 回「広報ＯＢの集い」を開催
　（広報ＯＢ会事務局）
　　
　　

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁

（平成 29 年６月 27 日付、７月１日付、７月４日付、７月６日付、７月７日付、７月 10 日付、７月
11 日付、７月 17 日付、７月 20 日付、７月 21 日付、７月 25 日付、７月 26 日付、７月 31 日付、
８月１日付）
●（公財）日本消防協会（８月１日付）
●（一財）日本消防設備安全センター（７月１日付）
●（一財）消防試験研究センター（７月１日付、８月１日付）
●（一財）日本防火・防災協会（７月１日付）
●（一財）日本防火・危機管理促進協会（７月１日付）
●危険物保安技術協会（６月 30 日付、７月５日付、７月 10 日付、７月 11 日付）
●全国消防長会（６月 30 日付）
●東京消防庁（８月１日付）
　　　



－－－－－－－－－
〔カラーファイヤートピックス〕
●出水期を前に水防の技術向上、
　体制強化霞ヶ浦地区水防訓練を実施
　（稲敷広域消防本部・茨城県）
●救出活動時の注意点に係る理解を深める 
　ハイブリッド車事故対応講習会
　（小山市消防本部・栃木県）
●場所がわかりやすく、24 時間誰もが使える！
　全コンビニにＡＥＤを設置
　（戸田市消防本部・埼玉県）
●警察署との水難救助時の連携を図る
　水難救助連携訓練を実施
　（松戸市消防局・千葉県）
　　
●大規模ビルの自衛消防隊が訓練成果を披露
　平成 29 年度自衛消防訓練審査会
　（東京消防庁芝消防署）
●消防職員を含む約 1,850 人が参加
　第 47 回日本橋の橋洗いを実施
　（名橋「日本橋」保存会・東京都）
●訪日外国人からの救急要請に備え
　救急隊員語学研修会を実施
　（立山町消防本部・富山県）
●国体が安全で円滑に運営できるように
　国体等関連施設の立入検査を実施
　（松山市消防局・愛媛県）
 

〔ファイヤートピックス〕
●多数傷病者発生事故対応訓練
　（入間東部地区消防組合消防本部・埼玉県）
●埼玉県防災航空隊と水難救助連携訓練
　（戸田市消防本部・埼玉県）
●鉄道会社と合同で鉄道テロ災害想定訓練
　（東京消防庁蒲田消防署）
●岐阜県防災航空隊と合同水難救助訓練
　（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●消防救助技術訓練（陸上種目）披露会
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●解体予定建物で各種災害対応訓練
　（豊中市消防局・大阪府）
　　
●危険物火災対応訓練奈良県広域消防組合消防本部
　（高田消防署・奈良県）
●風水害に備える！職員水防訓練
　（八女消防本部・福岡県）



●山菜採り入山者に注意を呼び掛ける看板設置
　（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署・北海道）
●給油取扱所で危険物に対する啓発
　（富士宮市消防本部・静岡県）
●消防署を身近に感じよう！消防フェスティバル
　（知多南部消防組合消防本部・愛知県）
　　
●登山道に命を繋ぐ目印
　（乙訓消防組合消防本部・京都府）
●５階建て訓練塔が完成
　（奈良県広域消防組合消防本部香芝消防署・奈良県）
●パワーハラスメント防止講習会
　（石橋地区消防組合消防本部・栃木県）
●現場の映像データをリアルタイムで把握
　（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●都民ファーストの救急隊を育成！
　（東京消防庁渋谷消防署）
●「神坐す山」を一斉立入検査
　（東京消防庁青梅消防署）
　　
●消防職員体験型採用説明会
　（中濃消防組合消防本部・岐阜県）
●診療所で１１９番通報出前講座
　（豊橋市消防本部・愛知県）
●自動車教習所コースで安全運転技能向上訓練
　（京丹後市消防本部・京都府）
●消防の仕事紹介！女性向け消防職場体験
　（尼崎市消防局・兵庫県）
●外国人が日本語で１１９番通報の勉強会
　（三田市消防本部・兵庫県）
 
●延焼拡大を防いだ消防協力者に感謝状贈呈
　（船橋市消防局・千葉県）
●応急手当普及員に感謝状を授与
　（宝塚市消防本部・兵庫県）
●危険物保安功労者表彰
　（久留米広域消防本部・福岡県）
●視察研修で他団と交流を深める

（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）
●大規模災害に備え消防団後方支援隊を発足

（熊谷市消防本部／熊谷市消防団・埼玉県）
●新入団員基礎教育訓練
　（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●消防団協力事業所を初認定
　（名古屋市消防局）
 




