
 
 

国境を越えた協力体制を築き、将来を見据えた消防行政の
積極的推進を！
－第29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催－

-----------
（全国消防最前線 104）
●先進的な取組で地域防災力の底上げを図る
第 45回全国消防救助技術大会８月に四国・松山市で初開催
（松山市消防局）

（消防団訪問レポート 74）
●自然災害が少ない松山市が目指す 災害に強いまちづくり、人づくり
（松山市消防団／松山市自主防災組織ネットワーク会議）
-----------
〔特集 無人航空機（ドローン）〕
●無人航空機（ドローン）を消防が活用するにはどうすればよいのか？
（消防庁消防研究センター技術研究部 新井場公徳）
●消防活動用無人偵察システム（ ドローン）を配備
－災害時の救助者の速やかな検索や情報収集に役立てる－
（千葉市消防局）
●災害現場の状況を正確に把握する無人航空機（ドローン）を導入
（大津市消防局）
●長良川での水難事故に備え小型無人機（ ドローン）を運用
（中濃消防組合消防本部）
●静岡県内初！ 無人航空機（ドローン）による防災航空隊（ブルーシーガルズ
）を発足
（焼津市危機管理部危機対策課係長 山下 晃）

●南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランの策定について
（消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室総務事務官 西尾朋也）
●平成 27年度消防施設整備計画実態調査の結果について
（消防庁消防・救急課）
●平成 28年熊本地震被災地視察報告 派遣委員から見た課題と教訓
（衆議院災害対策特別委員会 理事／衆議院議員 務台俊介）
●巨大災害発生時における自治体間の職員派遣・受入の課題
―過去の大災害から学ぶ自治体間連携施策のあり方―
（一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会 主任研究員 野上達也 ／ 研究員 久保善慎）
●ザンビア共和国における防災技術分野の人材育成と国際交流の推進事業について（報告）
（茅ヶ崎市消防署警備第二課 消防司令補 岡林良太／茅ヶ崎市消防本部警防救命課 消防司令補 小澤
宗哲）
●ヴィーナス隊、町田防火女性の会、救助研修修了消防団も参加して、町田市総合水防訓練を実施
（東京消防庁町田消防署）

近代消防
2016（平成 28 年）8 月号 №668

●熊本地震における病院の課題と宏仁会小川病院の春季防災訓練
国は病院間のネットワーク構築に強いリーダーシップを！
（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）
●平成 27年９月関東・東北豪雨から６か月後の常総市
（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）

●第 25回全国消防操法大会について
―平成 28年 10月 14日㈮、長野市で開催―
（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）

〔その他消防関連記事〕
●小松市消防本部が小型無人機（ドローン）を導入
●無人航空機（ドローン）の豆知識
●東日本大震災以来初、６年ぶりに、相馬地方広域消防検閲式を盛大に挙行
－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●これからの予防行政のあり方について

〔時の視点〕
●熊本地震 避難生活の改善に向けて
～災害救助法の課題～
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
－－－－－－－－－－－－－－－

〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 40
雪国における災害対策の工夫
（湯沢雄勝広域市町村圏消防本部稲川分署 藤田大貴）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑫
チャプター 12 積載はしご～安全に高所へ接近せよ～
（㈱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 51
（違反処理研究会）

●〈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」⑧

●要配慮者に必要な支援（４）ジェンダー「女性に必要な支援」
（NPO法人MAMA-PLUG 代表 ロー紀子）

●災害史探訪 104 福井市を壊滅させた大地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門 22 ＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 91 遅い台風１号の発生
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーファイターに贈る接遇道 44
接遇コミュニケーションと相手への反応
（㈱エンパワー 21代表取締役 能勢みゆき）

●ファイヤーダイアリー 2016 66
消防法第５条の３（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年５月）

●安全・安心の窓 39 分かり易さの弊害
（防災子）

●赤色灯 104 熊本地震は赤信号？（その２）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 51 制度による拡張分野 法治導入と商鞅
（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 65 謡曲「土蜘蛛」 
（荒木慶司）

●最近の主な通知
〈平成 28年５月 16日～平成 28年５月 31日〉
登載通知＝
消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 28年 5月 16日 消防予第 163号）
梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（平成 28年５月 23日 中防消第３号）

●昇任試験実力養成講座 №593
＝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 №98
＝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〕

●６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨－熊本県で死者 6人、西日本を中心に大雨被害ー
●救急機動部隊 発隊（東京消防庁）
●女性消防吏員活躍推進に向けた広報活動（総務省消防庁）
●危険物施設合同消防演習（東京消防庁）
●平成 28年度東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練
●第 29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催
●第 39回全国消防職員意見発表会
●平成 27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
●IFCAA2016 大阪国際消防防災展
●IFCAA2016 消防防災・国際救助隊合同訓練
●第 22回全国女性消防団員活性化北海道大会（総務省消防庁、（公財）日本消防協会 他）
●平成 28年度東京救助救急研究会・帝京プレホスピタル研究会合同セミナー

〔カラーファイヤートピックス〕

●茨城県内 20消防本部の指令管制業務を運用 いばらき消防指令センター本格稼働（いばらき消防
指令センター・茨城県）
●火災原因調査指導者研修会を実施（稲敷広域消防本部・茨城県）
●４機関がタッグを組んで実施駅前繁華街の夜間特別査察（柏市消防局・千葉県）
●合言葉は「き・け・ん・ぶ・つ」危険物事故防止の合言葉ポスター（川崎市消防局・神奈川県）
●市民が 24時間いつでも使用可能 屋外用ＡＥＤボックスを設置（豊田市消防本部・愛知県）
●水災害の対応能力向上を図る 平成 28年度水防訓練を実施（豊中市消防局・大阪府）
●奈良市消防団やまとなでしこ隊と共に部活動の一環で応急手当講習を実施（奈良市消防局・奈良市）
●消防職団員約 320人が参加 水害に備え水防訓練を実施（徳島市消防局・徳島県）

〔消防庁新人事〕
●長官に青木信之氏

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁
（平成28年６月16日付／６月17日付／６月21日付／６月22日付／６月27日付／６月30日付）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年度危険物安全大会（総務省消防庁 等）
●全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））
●臨時理事会・定時評議員会等を開催（（公財）日本消防協会）
●第 25回全国救急隊員シンポジウム発表演題の募集（（一財）救急振興財団）

〔 Fire Topics〕

●危険物施設で消防訓練（浦安市消防本部・千葉県）
●一日ちびっ子消防士（北見地区消防組合消防本部消防署置戸支署・北海道）
●ＡＥＤをもっと身近に！職員有志の貸出制度開始（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●山岳救助隊を中心に安全登山のＰＲ（埼玉西部消防局飯能日高消防署・埼玉県）
●基本性能が向上したはしご車を更新配備（大津市消防局・滋賀県）
●幼年消防クラブと消防音楽隊が防火啓発（守口市門真市消防組合消防本部）
●想定外に備える防火実務講習会（東京消防庁大井消防署・東京都）
●多数傷病者発生時の初動体制の重要性を学ぶ（岐阜県高速道路等消防連絡協議会・岐阜県）
●予防技術向上を図る（岡山市消防局・岡山県）
●市民の勇気ある行動が尊い命を救う（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署・奈良県）
●弟子屈町川湯温泉で総合演習を開催（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）
●山菜採り遭難防止看板設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●ＦＭラジオで千葉市の「旬」な情報をＰＲ！（千葉市消防局・千葉県）
●津波避難施設で避難訓練（横浜市金沢消防団・神奈川県）
●自主防災訓練指導員養成講習会を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●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）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）
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（㈱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 51
（違反処理研究会）

●〈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」⑧

●要配慮者に必要な支援（４）ジェンダー「女性に必要な支援」
（NPO法人MAMA-PLUG 代表 ロー紀子）

●災害史探訪 104 福井市を壊滅させた大地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門 22 ＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 91 遅い台風１号の発生
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーファイターに贈る接遇道 44
接遇コミュニケーションと相手への反応
（㈱エンパワー 21代表取締役 能勢みゆき）

●ファイヤーダイアリー 2016 66
消防法第５条の３（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年５月）

●安全・安心の窓 39 分かり易さの弊害
（防災子）

●赤色灯 104 熊本地震は赤信号？（その２）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 51 制度による拡張分野 法治導入と商鞅
（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 65 謡曲「土蜘蛛」 
（荒木慶司）

●最近の主な通知
〈平成 28年５月 16日～平成 28年５月 31日〉
登載通知＝
消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 28年 5月 16日 消防予第 163号）
梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（平成 28年５月 23日 中防消第３号）

●昇任試験実力養成講座 №593
＝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 №98
＝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〕

●６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨－熊本県で死者 6人、西日本を中心に大雨被害ー
●救急機動部隊 発隊（東京消防庁）
●女性消防吏員活躍推進に向けた広報活動（総務省消防庁）
●危険物施設合同消防演習（東京消防庁）
●平成 28年度東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練
●第 29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催
●第 39回全国消防職員意見発表会
●平成 27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
●IFCAA2016 大阪国際消防防災展
●IFCAA2016 消防防災・国際救助隊合同訓練
●第 22回全国女性消防団員活性化北海道大会（総務省消防庁、（公財）日本消防協会 他）
●平成 28年度東京救助救急研究会・帝京プレホスピタル研究会合同セミナー

〔カラーファイヤートピックス〕

●茨城県内 20消防本部の指令管制業務を運用 いばらき消防指令センター本格稼働（いばらき消防
指令センター・茨城県）
●火災原因調査指導者研修会を実施（稲敷広域消防本部・茨城県）
●４機関がタッグを組んで実施駅前繁華街の夜間特別査察（柏市消防局・千葉県）
●合言葉は「き・け・ん・ぶ・つ」危険物事故防止の合言葉ポスター（川崎市消防局・神奈川県）
●市民が 24時間いつでも使用可能 屋外用ＡＥＤボックスを設置（豊田市消防本部・愛知県）
●水災害の対応能力向上を図る 平成 28年度水防訓練を実施（豊中市消防局・大阪府）
●奈良市消防団やまとなでしこ隊と共に部活動の一環で応急手当講習を実施（奈良市消防局・奈良市）
●消防職団員約 320人が参加 水害に備え水防訓練を実施（徳島市消防局・徳島県）

〔消防庁新人事〕
●長官に青木信之氏

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁
（平成28年６月16日付／６月17日付／６月21日付／６月22日付／６月27日付／６月30日付）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年度危険物安全大会（総務省消防庁 等）
●全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））
●臨時理事会・定時評議員会等を開催（（公財）日本消防協会）
●第 25回全国救急隊員シンポジウム発表演題の募集（（一財）救急振興財団）

〔 Fire Topics〕

●危険物施設で消防訓練（浦安市消防本部・千葉県）
●一日ちびっ子消防士（北見地区消防組合消防本部消防署置戸支署・北海道）
●ＡＥＤをもっと身近に！職員有志の貸出制度開始（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●山岳救助隊を中心に安全登山のＰＲ（埼玉西部消防局飯能日高消防署・埼玉県）
●基本性能が向上したはしご車を更新配備（大津市消防局・滋賀県）
●幼年消防クラブと消防音楽隊が防火啓発（守口市門真市消防組合消防本部）
●想定外に備える防火実務講習会（東京消防庁大井消防署・東京都）
●多数傷病者発生時の初動体制の重要性を学ぶ（岐阜県高速道路等消防連絡協議会・岐阜県）
●予防技術向上を図る（岡山市消防局・岡山県）
●市民の勇気ある行動が尊い命を救う（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署・奈良県）
●弟子屈町川湯温泉で総合演習を開催（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）
●山菜採り遭難防止看板設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●ＦＭラジオで千葉市の「旬」な情報をＰＲ！（千葉市消防局・千葉県）
●津波避難施設で避難訓練（横浜市金沢消防団・神奈川県）
●自主防災訓練指導員養成講習会を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●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）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

国境を越えた協力体制を築き、将来を見据えた消防行政の
積極的推進を！
－第29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催－

-----------
（全国消防最前線 104）
●先進的な取組で地域防災力の底上げを図る
第 45回全国消防救助技術大会８月に四国・松山市で初開催
（松山市消防局）

（消防団訪問レポート 74）
●自然災害が少ない松山市が目指す 災害に強いまちづくり、人づくり
（松山市消防団／松山市自主防災組織ネットワーク会議）
-----------
〔特集 無人航空機（ドローン）〕
●無人航空機（ドローン）を消防が活用するにはどうすればよいのか？
（消防庁消防研究センター技術研究部 新井場公徳）
●消防活動用無人偵察システム（ ドローン）を配備
－災害時の救助者の速やかな検索や情報収集に役立てる－
（千葉市消防局）
●災害現場の状況を正確に把握する無人航空機（ドローン）を導入
（大津市消防局）
●長良川での水難事故に備え小型無人機（ ドローン）を運用
（中濃消防組合消防本部）
●静岡県内初！ 無人航空機（ドローン）による防災航空隊（ブルーシーガルズ
）を発足
（焼津市危機管理部危機対策課係長 山下 晃）

●南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランの策定について
（消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室総務事務官 西尾朋也）
●平成 27年度消防施設整備計画実態調査の結果について
（消防庁消防・救急課）
●平成 28年熊本地震被災地視察報告 派遣委員から見た課題と教訓
（衆議院災害対策特別委員会 理事／衆議院議員 務台俊介）
●巨大災害発生時における自治体間の職員派遣・受入の課題
―過去の大災害から学ぶ自治体間連携施策のあり方―
（一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会 主任研究員 野上達也 ／ 研究員 久保善慎）
●ザンビア共和国における防災技術分野の人材育成と国際交流の推進事業について（報告）
（茅ヶ崎市消防署警備第二課 消防司令補 岡林良太／茅ヶ崎市消防本部警防救命課 消防司令補 小澤
宗哲）
●ヴィーナス隊、町田防火女性の会、救助研修修了消防団も参加して、町田市総合水防訓練を実施
（東京消防庁町田消防署）

近代消防
2016（平成 28 年）8 月号 №668

●熊本地震における病院の課題と宏仁会小川病院の春季防災訓練
国は病院間のネットワーク構築に強いリーダーシップを！
（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）
●平成 27年９月関東・東北豪雨から６か月後の常総市
（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）

●第 25回全国消防操法大会について
―平成 28年 10月 14日㈮、長野市で開催―
（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）

〔その他消防関連記事〕
●小松市消防本部が小型無人機（ドローン）を導入
●無人航空機（ドローン）の豆知識
●東日本大震災以来初、６年ぶりに、相馬地方広域消防検閲式を盛大に挙行
－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●これからの予防行政のあり方について

〔時の視点〕
●熊本地震 避難生活の改善に向けて
～災害救助法の課題～
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
－－－－－－－－－－－－－－－
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チャプター 12 積載はしご～安全に高所へ接近せよ～
（㈱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 51
（違反処理研究会）
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●災害史探訪 104 福井市を壊滅させた大地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門 22 ＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 91 遅い台風１号の発生
（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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●昇任試験実力養成講座 №593
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●６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨－熊本県で死者 6人、西日本を中心に大雨被害ー
●救急機動部隊 発隊（東京消防庁）
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●危険物施設合同消防演習（東京消防庁）
●平成 28年度東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練
●第 29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催
●第 39回全国消防職員意見発表会
●平成 27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
●IFCAA2016 大阪国際消防防災展
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〔カラーファイヤートピックス〕

●茨城県内 20消防本部の指令管制業務を運用 いばらき消防指令センター本格稼働（いばらき消防
指令センター・茨城県）
●火災原因調査指導者研修会を実施（稲敷広域消防本部・茨城県）
●４機関がタッグを組んで実施駅前繁華街の夜間特別査察（柏市消防局・千葉県）
●合言葉は「き・け・ん・ぶ・つ」危険物事故防止の合言葉ポスター（川崎市消防局・神奈川県）
●市民が 24時間いつでも使用可能 屋外用ＡＥＤボックスを設置（豊田市消防本部・愛知県）
●水災害の対応能力向上を図る 平成 28年度水防訓練を実施（豊中市消防局・大阪府）
●奈良市消防団やまとなでしこ隊と共に部活動の一環で応急手当講習を実施（奈良市消防局・奈良市）
●消防職団員約 320人が参加 水害に備え水防訓練を実施（徳島市消防局・徳島県）

〔消防庁新人事〕
●長官に青木信之氏

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁
（平成28年６月16日付／６月17日付／６月21日付／６月22日付／６月27日付／６月30日付）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年度危険物安全大会（総務省消防庁 等）
●全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））
●臨時理事会・定時評議員会等を開催（（公財）日本消防協会）
●第 25回全国救急隊員シンポジウム発表演題の募集（（一財）救急振興財団）

〔 Fire Topics〕

●危険物施設で消防訓練（浦安市消防本部・千葉県）
●一日ちびっ子消防士（北見地区消防組合消防本部消防署置戸支署・北海道）
●ＡＥＤをもっと身近に！職員有志の貸出制度開始（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●山岳救助隊を中心に安全登山のＰＲ（埼玉西部消防局飯能日高消防署・埼玉県）
●基本性能が向上したはしご車を更新配備（大津市消防局・滋賀県）
●幼年消防クラブと消防音楽隊が防火啓発（守口市門真市消防組合消防本部）
●想定外に備える防火実務講習会（東京消防庁大井消防署・東京都）
●多数傷病者発生時の初動体制の重要性を学ぶ（岐阜県高速道路等消防連絡協議会・岐阜県）
●予防技術向上を図る（岡山市消防局・岡山県）
●市民の勇気ある行動が尊い命を救う（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署・奈良県）
●弟子屈町川湯温泉で総合演習を開催（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）
●山菜採り遭難防止看板設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●ＦＭラジオで千葉市の「旬」な情報をＰＲ！（千葉市消防局・千葉県）
●津波避難施設で避難訓練（横浜市金沢消防団・神奈川県）
●自主防災訓練指導員養成講習会を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●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）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

国境を越えた協力体制を築き、将来を見据えた消防行政の
積極的推進を！
－第29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催－

-----------
（全国消防最前線 104）
●先進的な取組で地域防災力の底上げを図る
第 45回全国消防救助技術大会８月に四国・松山市で初開催
（松山市消防局）

（消防団訪問レポート 74）
●自然災害が少ない松山市が目指す 災害に強いまちづくり、人づくり
（松山市消防団／松山市自主防災組織ネットワーク会議）
-----------
〔特集 無人航空機（ドローン）〕
●無人航空機（ドローン）を消防が活用するにはどうすればよいのか？
（消防庁消防研究センター技術研究部 新井場公徳）
●消防活動用無人偵察システム（ ドローン）を配備
－災害時の救助者の速やかな検索や情報収集に役立てる－
（千葉市消防局）
●災害現場の状況を正確に把握する無人航空機（ドローン）を導入
（大津市消防局）
●長良川での水難事故に備え小型無人機（ ドローン）を運用
（中濃消防組合消防本部）
●静岡県内初！ 無人航空機（ドローン）による防災航空隊（ブルーシーガルズ
）を発足
（焼津市危機管理部危機対策課係長 山下 晃）

●南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランの策定について
（消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室総務事務官 西尾朋也）
●平成 27年度消防施設整備計画実態調査の結果について
（消防庁消防・救急課）
●平成 28年熊本地震被災地視察報告 派遣委員から見た課題と教訓
（衆議院災害対策特別委員会 理事／衆議院議員 務台俊介）
●巨大災害発生時における自治体間の職員派遣・受入の課題
―過去の大災害から学ぶ自治体間連携施策のあり方―
（一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会 主任研究員 野上達也 ／ 研究員 久保善慎）
●ザンビア共和国における防災技術分野の人材育成と国際交流の推進事業について（報告）
（茅ヶ崎市消防署警備第二課 消防司令補 岡林良太／茅ヶ崎市消防本部警防救命課 消防司令補 小澤
宗哲）
●ヴィーナス隊、町田防火女性の会、救助研修修了消防団も参加して、町田市総合水防訓練を実施
（東京消防庁町田消防署）
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●熊本地震における病院の課題と宏仁会小川病院の春季防災訓練
国は病院間のネットワーク構築に強いリーダーシップを！
（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）
●平成 27年９月関東・東北豪雨から６か月後の常総市
（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）

●第 25回全国消防操法大会について
―平成 28年 10月 14日㈮、長野市で開催―
（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）

〔その他消防関連記事〕
●小松市消防本部が小型無人機（ドローン）を導入
●無人航空機（ドローン）の豆知識
●東日本大震災以来初、６年ぶりに、相馬地方広域消防検閲式を盛大に挙行
－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●これからの予防行政のあり方について

〔時の視点〕
●熊本地震 避難生活の改善に向けて
～災害救助法の課題～
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
－－－－－－－－－－－－－－－

〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 40
雪国における災害対策の工夫
（湯沢雄勝広域市町村圏消防本部稲川分署 藤田大貴）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑫
チャプター 12 積載はしご～安全に高所へ接近せよ～
（㈱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 51
（違反処理研究会）

●〈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」⑧

●要配慮者に必要な支援（４）ジェンダー「女性に必要な支援」
（NPO法人MAMA-PLUG 代表 ロー紀子）

●災害史探訪 104 福井市を壊滅させた大地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門 22 ＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 91 遅い台風１号の発生
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーファイターに贈る接遇道 44
接遇コミュニケーションと相手への反応
（㈱エンパワー 21代表取締役 能勢みゆき）

●ファイヤーダイアリー 2016 66
消防法第５条の３（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年５月）

●安全・安心の窓 39 分かり易さの弊害
（防災子）

●赤色灯 104 熊本地震は赤信号？（その２）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 51 制度による拡張分野 法治導入と商鞅
（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 65 謡曲「土蜘蛛」 
（荒木慶司）

●最近の主な通知
〈平成 28年５月 16日～平成 28年５月 31日〉
登載通知＝
消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 28年 5月 16日 消防予第 163号）
梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（平成 28年５月 23日 中防消第３号）

●昇任試験実力養成講座 №593
＝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 №98
＝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〕

●６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨－熊本県で死者 6人、西日本を中心に大雨被害ー
●救急機動部隊 発隊（東京消防庁）
●女性消防吏員活躍推進に向けた広報活動（総務省消防庁）
●危険物施設合同消防演習（東京消防庁）
●平成 28年度東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練
●第 29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催
●第 39回全国消防職員意見発表会
●平成 27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
●IFCAA2016 大阪国際消防防災展
●IFCAA2016 消防防災・国際救助隊合同訓練
●第 22回全国女性消防団員活性化北海道大会（総務省消防庁、（公財）日本消防協会 他）
●平成 28年度東京救助救急研究会・帝京プレホスピタル研究会合同セミナー

〔カラーファイヤートピックス〕

●茨城県内 20消防本部の指令管制業務を運用 いばらき消防指令センター本格稼働（いばらき消防
指令センター・茨城県）
●火災原因調査指導者研修会を実施（稲敷広域消防本部・茨城県）
●４機関がタッグを組んで実施駅前繁華街の夜間特別査察（柏市消防局・千葉県）
●合言葉は「き・け・ん・ぶ・つ」危険物事故防止の合言葉ポスター（川崎市消防局・神奈川県）
●市民が 24時間いつでも使用可能 屋外用ＡＥＤボックスを設置（豊田市消防本部・愛知県）
●水災害の対応能力向上を図る 平成 28年度水防訓練を実施（豊中市消防局・大阪府）
●奈良市消防団やまとなでしこ隊と共に部活動の一環で応急手当講習を実施（奈良市消防局・奈良市）
●消防職団員約 320人が参加 水害に備え水防訓練を実施（徳島市消防局・徳島県）

〔消防庁新人事〕
●長官に青木信之氏

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁
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〔消防防災の動向〕

●平成 28年度危険物安全大会（総務省消防庁 等）
●全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））
●臨時理事会・定時評議員会等を開催（（公財）日本消防協会）
●第 25回全国救急隊員シンポジウム発表演題の募集（（一財）救急振興財団）

〔 Fire Topics〕

●危険物施設で消防訓練（浦安市消防本部・千葉県）
●一日ちびっ子消防士（北見地区消防組合消防本部消防署置戸支署・北海道）
●ＡＥＤをもっと身近に！職員有志の貸出制度開始（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●山岳救助隊を中心に安全登山のＰＲ（埼玉西部消防局飯能日高消防署・埼玉県）
●基本性能が向上したはしご車を更新配備（大津市消防局・滋賀県）
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●津波避難施設で避難訓練（横浜市金沢消防団・神奈川県）
●自主防災訓練指導員養成講習会を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●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）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）



 
 

国境を越えた協力体制を築き、将来を見据えた消防行政の
積極的推進を！
－第29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催－

-----------
（全国消防最前線 104）
●先進的な取組で地域防災力の底上げを図る
第 45回全国消防救助技術大会８月に四国・松山市で初開催
（松山市消防局）

（消防団訪問レポート 74）
●自然災害が少ない松山市が目指す 災害に強いまちづくり、人づくり
（松山市消防団／松山市自主防災組織ネットワーク会議）
-----------
〔特集 無人航空機（ドローン）〕
●無人航空機（ドローン）を消防が活用するにはどうすればよいのか？
（消防庁消防研究センター技術研究部 新井場公徳）
●消防活動用無人偵察システム（ ドローン）を配備
－災害時の救助者の速やかな検索や情報収集に役立てる－
（千葉市消防局）
●災害現場の状況を正確に把握する無人航空機（ドローン）を導入
（大津市消防局）
●長良川での水難事故に備え小型無人機（ ドローン）を運用
（中濃消防組合消防本部）
●静岡県内初！ 無人航空機（ドローン）による防災航空隊（ブルーシーガルズ
）を発足
（焼津市危機管理部危機対策課係長 山下 晃）

●南海トラフ地震における緊急消防援助隊アクションプランの策定について
（消防庁国民保護・防災部防災課広域応援室総務事務官 西尾朋也）
●平成 27年度消防施設整備計画実態調査の結果について
（消防庁消防・救急課）
●平成 28年熊本地震被災地視察報告 派遣委員から見た課題と教訓
（衆議院災害対策特別委員会 理事／衆議院議員 務台俊介）
●巨大災害発生時における自治体間の職員派遣・受入の課題
―過去の大災害から学ぶ自治体間連携施策のあり方―
（一般財団法人 日本防火・危機管理促進協会 主任研究員 野上達也 ／ 研究員 久保善慎）
●ザンビア共和国における防災技術分野の人材育成と国際交流の推進事業について（報告）
（茅ヶ崎市消防署警備第二課 消防司令補 岡林良太／茅ヶ崎市消防本部警防救命課 消防司令補 小澤
宗哲）
●ヴィーナス隊、町田防火女性の会、救助研修修了消防団も参加して、町田市総合水防訓練を実施
（東京消防庁町田消防署）

近代消防
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●熊本地震における病院の課題と宏仁会小川病院の春季防災訓練
国は病院間のネットワーク構築に強いリーダーシップを！
（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）
●平成 27年９月関東・東北豪雨から６か月後の常総市
（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）

●第 25回全国消防操法大会について
―平成 28年 10月 14日㈮、長野市で開催―
（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）

〔その他消防関連記事〕
●小松市消防本部が小型無人機（ドローン）を導入
●無人航空機（ドローン）の豆知識
●東日本大震災以来初、６年ぶりに、相馬地方広域消防検閲式を盛大に挙行
－－－－－－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●これからの予防行政のあり方について

〔時の視点〕
●熊本地震 避難生活の改善に向けて
～災害救助法の課題～
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
－－－－－－－－－－－－－－－

〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 40
雪国における災害対策の工夫
（湯沢雄勝広域市町村圏消防本部稲川分署 藤田大貴）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑫
チャプター 12 積載はしご～安全に高所へ接近せよ～
（㈱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 51
（違反処理研究会）

●〈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」⑧

●要配慮者に必要な支援（４）ジェンダー「女性に必要な支援」
（NPO法人MAMA-PLUG 代表 ロー紀子）

●災害史探訪 104 福井市を壊滅させた大地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）

●消防官のための地方自治法入門 22 ＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）

●気象災害から学ぶ 91 遅い台風１号の発生
（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●ファイヤーファイターに贈る接遇道 44
接遇コミュニケーションと相手への反応
（㈱エンパワー 21代表取締役 能勢みゆき）

●ファイヤーダイアリー 2016 66
消防法第５条の３（上萬治己）

●最近の災害（平成 28（2016）年５月）

●安全・安心の窓 39 分かり易さの弊害
（防災子）

●赤色灯 104 熊本地震は赤信号？（その２）
（三代目 辺里鼓舞太）

●守り人 51 制度による拡張分野 法治導入と商鞅
（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 65 謡曲「土蜘蛛」 
（荒木慶司）

●最近の主な通知
〈平成 28年５月 16日～平成 28年５月 31日〉
登載通知＝
消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 28年 5月 16日 消防予第 163号）
梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（平成 28年５月 23日 中防消第３号）

●昇任試験実力養成講座 №593
＝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 №98
＝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〕

●６月 20日からの梅雨前線に伴う大雨－熊本県で死者 6人、西日本を中心に大雨被害ー
●救急機動部隊 発隊（東京消防庁）
●女性消防吏員活躍推進に向けた広報活動（総務省消防庁）
●危険物施設合同消防演習（東京消防庁）
●平成 28年度東京消防庁・江戸川区合同総合水防訓練
●第 29回アジア消防長協会総会 第 68回全国消防長会総会 大阪市で開催
●第 39回全国消防職員意見発表会
●平成 27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
●IFCAA2016 大阪国際消防防災展
●IFCAA2016 消防防災・国際救助隊合同訓練
●第 22回全国女性消防団員活性化北海道大会（総務省消防庁、（公財）日本消防協会 他）
●平成 28年度東京救助救急研究会・帝京プレホスピタル研究会合同セミナー

〔カラーファイヤートピックス〕

●茨城県内 20消防本部の指令管制業務を運用 いばらき消防指令センター本格稼働（いばらき消防
指令センター・茨城県）
●火災原因調査指導者研修会を実施（稲敷広域消防本部・茨城県）
●４機関がタッグを組んで実施駅前繁華街の夜間特別査察（柏市消防局・千葉県）
●合言葉は「き・け・ん・ぶ・つ」危険物事故防止の合言葉ポスター（川崎市消防局・神奈川県）
●市民が 24時間いつでも使用可能 屋外用ＡＥＤボックスを設置（豊田市消防本部・愛知県）
●水災害の対応能力向上を図る 平成 28年度水防訓練を実施（豊中市消防局・大阪府）
●奈良市消防団やまとなでしこ隊と共に部活動の一環で応急手当講習を実施（奈良市消防局・奈良市）
●消防職団員約 320人が参加 水害に備え水防訓練を実施（徳島市消防局・徳島県）

〔消防庁新人事〕
●長官に青木信之氏

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁
（平成28年６月16日付／６月17日付／６月21日付／６月22日付／６月27日付／６月30日付）

〔消防防災の動向〕

●平成 28年度危険物安全大会（総務省消防庁 等）
●全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））
●臨時理事会・定時評議員会等を開催（（公財）日本消防協会）
●第 25回全国救急隊員シンポジウム発表演題の募集（（一財）救急振興財団）

〔 Fire Topics〕

●危険物施設で消防訓練（浦安市消防本部・千葉県）
●一日ちびっ子消防士（北見地区消防組合消防本部消防署置戸支署・北海道）
●ＡＥＤをもっと身近に！職員有志の貸出制度開始（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●山岳救助隊を中心に安全登山のＰＲ（埼玉西部消防局飯能日高消防署・埼玉県）
●基本性能が向上したはしご車を更新配備（大津市消防局・滋賀県）
●幼年消防クラブと消防音楽隊が防火啓発（守口市門真市消防組合消防本部）
●想定外に備える防火実務講習会（東京消防庁大井消防署・東京都）
●多数傷病者発生時の初動体制の重要性を学ぶ（岐阜県高速道路等消防連絡協議会・岐阜県）
●予防技術向上を図る（岡山市消防局・岡山県）
●市民の勇気ある行動が尊い命を救う（奈良県広域消防組合消防本部御所消防署・奈良県）
●弟子屈町川湯温泉で総合演習を開催（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）
●山菜採り遭難防止看板設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●ＦＭラジオで千葉市の「旬」な情報をＰＲ！（千葉市消防局・千葉県）
●津波避難施設で避難訓練（横浜市金沢消防団・神奈川県）
●自主防災訓練指導員養成講習会を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）

●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署）
●寄贈高規格救急車配置式（松戸市消防局）
●防火を誓ったよ！幼年消防クラブ員任命式（熱海市消防本部 /熱海市防火協会 )
●世界初！ハシゴ箸を販売（豊田市消防本部）

●住宅防火防災推進シンポジウムを開催（衣浦東部広域連合消防局）
●違反処理業務にかかる特別講演会（湖南広域消防局）
●水難救助用ウレタンボートを導入（三郷市消防本部）
●救急功労者感謝状贈呈（北秋田市消防本部）
●17消防団が相互応援協定締結（（公財）北海道消防協会）

●団員の士気を鼓舞！消防演習及び町長査閲（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署）
●放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯消防団 消防署川湯支署）
●女性パワー全開！新たに２つの防災拠点（千葉市消防団）
●可搬ポンプ操法審査会に向け訓練を重ねる（日本橋消防団第２分団）
●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）

●過去の教訓から学ぶ、長距離送水訓練を実施！（岩国市消防団／岩国市消防団岩国南方面隊灘分団）
●地域防災力アップへ！消防団合同教養訓練（八女消防本部）
●伝統を胸に輝け未来の消防士！（大和市消防本部）


