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●平成 30 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）
　　
●災害時非常用電源設備の強化等に係る危険物施設の安全対策
のあり方に関する検討報告書の概要

（消防庁危険物保安室危険物施設係長　池町彰文）
　　

〈消防最前線 119〉
●中古車両を途上国へ譲渡する「リサイクル援助事業」
　一般社団法人 日本外交協会

〈消防最前線 119　関連記事〉
●ミャンマー連邦共和国における消防車寄贈事業と指導員派遣について（報告）

（関西国際空港セキュリティ株式会社 消防部　三好太一）
（新関西国際空港株式会社 消防・防災グループ　山田周平）
　　

●４つのスポーツチームと協力した札幌市の応急手当の普及啓発活動
（札幌市消防局）
　　
● 20 分団が競い合う消防技術の祭典 第２回消防団技術協議会を開催

（吉川松伏消防組合消防本部（埼玉県）／吉川市消防団／松伏町消防団）
　　
●「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」の概要

（中編）
（消防庁予防課／消防庁消防・救急課）
　　　　
●「みらいとんでん」火災事件の第二審札幌高裁判決について考える

（元 佐世保市東消防署長　石田良文）
　　
●会員鉄道事業者が実施する防災訓練等の実施状況の概要
　～お客様の安全・安心を第一に～

（一般社団法人 日本地下鉄協会 工務部長　佐々木雅多加）
　　　
●履行期限が付された措置命令の効力について〔再考〕



（札幌市消防局法律相談業務委託弁護士　木下尊氏）　
　　
●都内区部におけるコンクリートブロック塀の無料診断

（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）
　　
●数十年を経て顕在化するアスベストリスク

（公益社団法人日本火災学会 首都直下地震火災被害想定委員会 専門委員　山本信一）
　　　
●日本橋人形町（東京都中央区）界隈の主婦グループ「よりあい」が防災をテーマに「寄り合い」を
開催

（編集局）
　
●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

（一般社団法人 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）
　　　

〈その他　消防関連記事〉
●平成 29 年度 危険物事故防止対策論文募集（消防庁、危険物保安技術協会）
●第 26 回全国救急隊員シンポジウム（（一財）救急振興財団）
●産業廃棄物処理業者等を対象に、資源循環局と連携した「セーフティセミナー」を開催（横浜市金
沢消防署）
●航空隊新庁舎完成 内覧会開催（川崎市消防局）
●横浜市内で初！ 水害で浸水の恐れがある高齢者福祉施設に避難場所を提供する覚書を締結（横浜
市瀨谷消防署）
----------

〈消防評論〉
●今一度、防火教育を考える
　　

〈時の視点〉
●等身大の科学を防災に生かす
　～予知を前提とした対策の見直し～

（ＮＨＫ解説委員　山﨑　登）
　　　

〈連載〉
●今さら聞けない資機材の使い方 55
　心電計
　（静岡市消防局　鈴木拓也）
　

●救急活動事例研究 13
・４分割分断された災害現場での指揮活動：
　平成 28 年４月 22 日発生橋桁落下事故活動報告
　（神戸市消防局　百本佳祐）
・北米ＥＭＳにおけるＩＣＴ活用事例について
　（神戸市消防局　杉山　隼）
　　
●救急事例報告 ９



　精神疾患が疑われた脳梗塞症例を経験して
　～精神疾患と先入観を持ってしまった活動を考察する～

（札幌市消防局　中原勇人）
　　　
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 27
　チャプター 22　消防士のための緊急医療活動
　～十字軍の時代から続く、普遍の万難の対応者～
　（㈱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 66
　（違反処理研究会）
　　　
●消防職員の不祥事防止のためのワークショップ ２
パワーハラスメントの防止

（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 34
　－「防災の物語」を考える上でのおすすめ本２冊を紹介します－
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）
　　　
●ポジティブ防災 10〈特別編〉
　～ハリケーンへの備え（ハリケーン「ハービー」を経験して）～

（ポジティブ防災考案者　ロー紀子）
　　　
●最近の災害（平成 29（ 2017）年８月）
　　
●災害史探訪 119　
　東海地震説、大震法から 40 年～見直される “ 予知前提 ” ～
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　
●ファイヤーダイアリー 2017 81
　防火対象物と消防対象物
　（上萬治己）
　　　
●台湾の消防と消防人を訪ねて 4
　消防訓練センターと 921 台湾大地震（後編）
　アジア最大の訓練施設と台湾大地震時の日本隊の活動
　（消防・防災事情研究家 近代消防特任記者　加藤孝一）
　　
●気象災害から学ぶ 106 　
　塩風害（塩風害は明治時代後期から顕著に）
　（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 54　Ｊアラートの真実
　（防災子）
　　



●一笑びん 8　釣り
　（松﨑俊道）
　　
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 8
　上司と部下の接遇コミュニケーション
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
　　　
●守り人 66
　政策合理化と徳川吉宗
　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 80
　謡曲「山姥」
　（荒木慶司）
　　
●最近の主な通知
　〈平成 29 年８月２日～平成 29 年８月 31 日〉
登載通知＝
・重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について（通知）（平成 29 年８月９日付 
消防予第 239 号）
・大規模火災発生時の消防水利確保に関する関係機関との協定等の締結について（通知）（平成 29 年
８月 18 日付 消防消第 194 号）
・光警報装置の設置に係るガイドラインの運用について（通知）（平成 29 年８月 24 日付 消防予第
268 号）
　　
●昇任試験実力養成講座 № 608
　＝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 № 113
　＝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〉
●ハリケーン「ハービー」テキサス州を直撃 米国・最大級の被害（８月 25 日㈮　米国・テキサス州
ほか）
●９月 20 日㈬に発生したメキシコ地震の被害に対する国際消防救助隊の派遣（国際緊急援助隊・救
助チーム 国際消防救助隊（IRT-JF））
●平成 29 年防災功労者内閣総理大臣表彰式
●第 36 回全国消防殉職者慰霊祭（（公財）日本消防協会）

●救急医療週間・平成 29 年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
●救急の日 2017 開催（総務省消防庁、厚生労働省 等）
●平成 29 年度救急セミナー・第４回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●有線 Drone を利用した移動型火の見やぐらとＧ空間システム連携の研究（前橋市消防局、㈱理経 
他）
●第 38 回九都県市合同防災訓練（神奈川県・小田原市 他）
●平成 29 年度東京都・調布市合同総合防災訓練



●秋田、山形各県消防学校 初任教育学生交流体育大会（秋田県消防学校）
●栃木県消防学校初任教育第 65 期生林野火災対応訓練（栃木県消防学校）
　　
　

〔消防防災の動向〕
●平成 29 年防災功労者 内閣総理大臣表彰式を開催
●平成 29 年度救急功労者表彰式を開催（総務省消防庁）
●「大規模自然災害に伴う浸水区域における救助技術の高度化に関する検討会」を開催（総務省消防庁）
●平成 29 年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施（総務省消防庁）
　　

〔消防人事往来〕
●東京消防庁（平成 29 年 10 月１日付）
    

〔カラーファイヤートピックス〕
・分娩介助に必要となる知識・技能を習得
分娩介助プログラム研修会を実施（三郷市消防本部・埼玉県）
・消防業務を体験し、消防を身近に感じる 消防体験キャンペーンを開催（成田市消防本部・千葉県）
・防災についてクイズで学ぶくまモンと防災トークを開催（東京消防庁消防防災資料センター）
・消防学校のオープンキャンパス 消防キャリア体験見学会を開催（新潟県防災局消防課）
・１１９番受信時における課題改善のため 通報に関する普及啓発動画を制作（駿東伊豆消防本部・静
岡県）
・自主防災会に向けて安全管理の徹底を啓発 災害時ファーストコンタクトを考案（大津市消防局・滋
賀県）
・プロレスラーの協力を得て 救急の日イベントを開催（鳥取県西部広域行政管理組合消防局）
・弾道ミサイルを想定した 落下物対応訓練を実施（徳島市消防局）
　　

〔ファイヤートピックス〕
●築地場外市場で防火防災訓練指導
　（東京消防庁京橋消防署）
●銀座中央通り全域で震災訓練を実施
　（銀座震災対策委員会・東京都）
●暑熱順化トレーニング
　（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
●離島におけるヘリコプターとの連携訓練
　（松山市消防局中央消防署・愛媛県）
●消防署分署の新庁舎、訓練塔が完成
　（越谷市消防本部（署）谷中分署・埼玉県）
　　
●親子で学ぼう胸骨圧迫！電気ショック！
　（船橋市消防局・千葉県）
●神奈川県１１９番受信時の「電柱管理番号」の活用
　（大和市消防本部・神奈川県）
●火遊びはしません！



　（熱海市消防本部・静岡県）
●消防ふれ愛防災スクール
　（永平寺町消防本部・福井県）
●児童館で花火教室
　（長久手市消防本部・愛知県）
　　
●助ける人になるために地域と学び、地域に学ぶ
　（奈良市消防局北消防署・奈良県）
●ルールを守って楽しい花火
　（八女消防本部・福岡県）
●おもちゃ花火教室
　（阿久根地区消防組合消防本部・鹿児島県）
●救急隊のレベルアップを図る救急活動審査会
　（深谷市消防本部・埼玉県）
●火災調査研修
　（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）
　　
●怒りをコントロールしてパワハラ撲滅！
　（千葉市消防局・千葉県）
●警防技術研修
　（阿賀野市消防本部・新潟県）
●ＮＥＴ１１９緊急通報システムの学習会
　（彦根市消防本部・滋賀県）
●消防救助技術訓練披露会
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●危険を顧みず応急救護を行った３人の勇気に！
　（印西地区消防組合消防本部・千葉県）
　　
●延焼拡大阻止に尽力！
　（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●救命行為の功績に感謝状
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●士気を高める！泉北地区支部総合訓練
　（堺市美原消防団・大阪府）
●西入間少年少女消防団入団式
　（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●避難所運営側と避難者に分かれて避難所体験訓練
　（大和市少年消防団・神奈川県）
●防災の担い手！長久手市キッズ消防団を設立
　（長久手市消防本部・愛知県）






