
〈全国消防最前線 113〉
●糸魚川市消防本部　災害につよい町づくりを官民一体で進める
　（編集局）
　　　　 
〈消防団訪問レポート 79〉
●糸魚川市消防団　消防団が「地域の守りの要」となって 
　糸魚川市民の安心・安全を担う
　（編集局）
　　　
 －－－－－－－－－－－－－－－--
●救急隊の編成をより柔軟に行うための消防法施行令の改正
　（消防庁救急企画室）
　　　　　　　　
●「今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防災体制の再点検結果」を踏まえた地域の防災体制の
　再構築について
　（消防庁国民保護・防災部防災課）
　　　　
● 輝く！ 消防分野の女性たち
　～山梨県における女性活躍推進の取組～ 
　（山梨県防災局消防保安課）
　　　　
●アルゼンチン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）
　（松戸市消防局中央消防署　又吉直人／古橋康則）
　　　　
●ア ジア最大の消防訓練施設 台湾の内政部消防訓練中心（消防訓練センター）を見学して
　（ロープレスキュー講習事務所 office - Ｒ2　大西隆介）
　　　　
●道北消防の挑戦 安全・安心の取組は地域一体で !（後編）
　（旭川市消防本部予防指導課　嶋田壮男）
　　　　
●埼玉県消防団応援プロジェクト（ 消防団応援の店）
　（埼玉県 危機管理防災部 消防防災課）
　　　　
●「暮らしの火の用心協力隊」発足 ～火災のないまち札幌へ～
　（札幌市消防局）
　　　　
●消防団員ＯＢを中核として運営される自主防災組織
　―岩手県洋野町角浜地区の事例―
　（東北福祉大学兼任講師　後藤一蔵）
　　　　
〈その他の消防関連記事〉
●第 26回全国救急隊員シンポジウム一般演題の募集
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　（救急振興財団）
●2017（第 21回）ＪＦＦＷ交流会 IN 京都～世界に誇る 千年の都 京都で 自分磨き～
　（ＪＦＦＷ交流会事務局）
●蓮田消防 50周年記念 消防団家族慰安会 合同フェスティバルを開催
　（蓮田市消防本部）
●第 69回東京消防庁開庁記念式を実施
●エピペントレーナーを寄贈したファイザー株式会社に消防庁長官感謝状を授与
　（総務省消防庁）
●東京消防庁蒲田消防署副署長・冨岡豊彦氏の方面職員教養講座
　（東京消防庁第二消防方面本部）
●地域防災シリーズＤＶＤ ドラマ「一枚の絵」試写会をロケ地福島県矢吹町で開催
　（編集局）
 
－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●消防活動の技術、技能について
 
－－－－－－－－－
〔時の視点〕
●見えない復興への道筋
　　～東日本大震災から６年の福島～
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
 
 －－－－－－－－－
〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 49　
　エピペン 
　（留萌消防組合留萌消防署　石塚優太）
　　
●救急活動事例研究 ７
　札幌市消防局における医師搬送業務の現状
　（札幌市消防局　澁谷勝之　砂原一仁　印藤昌智　菩提寺 浩）
　　
●救急事例報告 ４
　銛を頭部に刺し自損行為を行い、救急隊の接触を拒否した事例
　（札幌市消防局　城市承平）
　　
●災害現場における救助活動のための
　　
●日本の伝承技 ６〈最終回〉　　（ 今野利弘）
　　　　　　
●消防の惨事ストレス対策 ２
　～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 21
　チャプター 17　火災防ぎょ～５ クラスB 火災の消火～
　（㈱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 60　　（違反処理研究会）
　　　　
●消防官のための地方自治法入門 28　　＝テスト問題付＝
　（消防大学校客員教授　関　東一）
　　　　　
●今役立つ 消防キーワード（防災編）　11
　「かけ声のみでは地域の防災力は向上しません」
「住民に寄り添った消防行政は、他の分野においても広がっていく」
　（緑川久雄）
　　　
●ポジティブ防災 ５　～お土産防災～　新鮮なネタ（ 切り口）をどのように見つけるか？
　（ポジティブ防災考案者　ロー紀子）
　　　
●最近の災害（ 平成 29（ 2017）年２月）
　
　　　　
●災害史探訪　113 　八重山の明和大津波
　（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処置 ７　ペットのトラウマを予防する方法
　（（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  29　七回忌と二十三回忌
　（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　75　幼稚園、小・中学校への避難訓練指導
　（上萬治己）
　　　
●気象災害から学ぶ 100　　アンサンブル予報
　（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　48　スキを突く攻撃（防災子）
●赤色灯　113　空中に浮くという意味（三代目　辺里鼓舞太）
●一笑びん ２　犯行現場（松﨑俊道
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション　２　
　相手の立場に立つとは（ ㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●守り人 60　制度による維持分野　財政安定と王安石
　（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 74　謡曲「吉野静」（荒木慶司）
　　　
 　　　
●最近の主な通知
〈平成 29年２月１日～平成 29年２月 28日〉
登載通知＝
・火災・災害等即報要領の一部改正について（通知）（平成 29年２月７日 消防応第 11号）
・消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（通知）（平成 29年２月８日 消
防消第 13号 消防救第 18号）
・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（通知）（平成 29年２月８日 消防救第



19 号）
・救急業務実施基準の一部改正について（通知）（平成 29年２月８日 消防救第 20号）
・大規模倉庫に係る防火対策の更なる徹底について（平成 29年２月 28日 消防予第 45号）
　　　　　
●昇任試験実力養成講座 №602
　＝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 №107
　＝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〕
●東日本大震災六周年追悼式（国立劇場）
●長野県消防防災ヘリ墜落 ９名死亡－３月５日㈰　長野県鉢伏山付近－
●平成 28年度 全国消防団員意見発表会（総務省消防庁）
●消防庁消防団等表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式（総務省消防庁）
●第 21回防災まちづくり大賞表彰式（総務省消防庁 他）
●日本消防協会評議員会／平成 28年度全国消防大会／第 69回日本消防協会定例表彰式（（公財）
日本消防協会）
●特別査察隊発足 40周年記念「査察フォーラム」（横浜市消防局）
●Ａ - fire SpringMeet 2017 ～足立区中学生消火隊春のつどい 2017～（足立区 他）
●春の火災予防運動 全国各地で、一日消防署長、消防訓練等、さまざまな取組
●和歌山県白浜町の三段壁にて合同救助訓練（白浜町消防本部／田辺海上保安部）
●市制施行 80周年記念事業 第７回全国消防音楽隊フェスティバル（豊中市）

〔ファイヤートピックス〕
●第 15回さいたま市消防音楽隊定期演奏会　希望（ゆめ）のまちコンサート
　（さいたま市消防音楽隊）
●未来につなげる家族の輪！　川口市消防防災フェアを開催
　（川口市消防局（埼玉県））
●医師・看護師による救急医療チーム　「ＣＯＭＥＴ」の運用開始
　（千葉市消防局／千葉大学医学部附属病院）
●水難救助隊と高度救助隊の連携を確認　水没車両からの水難救助連携訓練
　（松戸市消防局（千葉県））
●神奈川県警察機動隊、川崎ＤＭＡＴ等と実施　爆発物テロ災害対応訓練
　（川崎市消防局）
●聴覚障害者等が通報できるシステムを導入　新高機能消防指令システム運用開始
　（湖南広域消防局（滋賀県））
●大阪府の北河内地域で初めて　ドクターカーの運用開始
　（枚方寝屋川消防組合消防本部（大阪府））
●優秀作品は来年のカレンダー等に採用　写真コンテスト表彰式
　（（公財）島根県消防協会）　
 
 〔消防防災の動向〕
●消防の広域化及び消防の連携・協力に関する答申を手交（総務省消防庁）
●平成 28年度消防功労者消防庁長官表彰式を開催（総務省消防庁）
●「全国消防団員意見発表会」を開催（総務省消防庁）
●消防庁消防団等表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式（総務省消防庁）



●第 21回防災まちづくり大賞表彰式を開催（総務省消防庁 他）
●消防庁広報テーマを発表（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を開催（総務省
消防庁／国土交通省）
●少年消防クラブ員募集ポスターを作成（総務省消防庁）
●平成 29年度消防防災科学技術賞の作品を募集（総務省消防庁）
●平成 29年度危険物安全週間推進標語を決定（総務省消防庁）
●妊婦を搬送する専用の緊急車両を配備（湯河原町）
●防火管理の意義と防火管理者の役割のＤＶＤを制作・配付（（一財）日本防火・危機管理促進協会）
●３１１から６年─新井元消防総監の講演会を開催（（一社）日本安全保障・危機管理学会 防災・
テロ対策研究会）
●「被災ママに学ぶ！ ちいさな防災のアイディア 40」を発行（㈱学研プラス） 
 
〔 人事往来 〕
●東京消防庁（平成 29年４月１日付）
　 　
〔ファイヤートピックス〕
●防火豆まきで防火！
　（北見地区消防組合消防本部・北海道）
●防火の願いを込めた火の用心しおりを作成
　（川越地区消防局川島消防署・埼玉県）
●消ちゃんも協力ちびっこ消防士を育成！
　（川越地区消防局川越中央消防署・埼玉県）
●通報から伝達！救急広報用ＤＶＤを作製
　（横浜市消防局金沢消防署・神奈川県）
●消防団員考案の「ジューケーキ」を販売
　（豊田市消防本部・愛知県）
　　　
●火災をブロック！火の用心バレーボール大会
　（柳川市消防本部・福岡県）
●糖尿病、知っていれば怖くない！
　（富士山南東消防本部・静岡県）
●接遇を学び信頼される組織づくりを目指す！
　（岐阜県消防長会・岐阜県）
●大阪府の北摂地区８消防本部で合同研修会
　（摂津市消防本部・大阪府）
●災害の教訓を今後の防災対策にどう生かすか
　（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
　　　
●女子学生等向け消防職場体験
　（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●現場で使える韓国語講座
　（中津市消防本部・大分県）
●教育技法におけるコミュニケーションスキル
　（青森県消防学校・青森県）
●相手を説得できますか？査察時を想定した接遇研修
　（群馬県消防学校・群馬県）
●千葉駅で入団促進ＰＲ活動



　（千葉市消防局・千葉県）
　　　　
●宅密集地の火災を想定春季合同演習
　（熱海市消防本部・静岡県）
●大学生が消防団を体験
　（東海市消防団・東海市消防本部・愛知県）
●出雲のなでしこが一日消防長・一日消防団長
　（出雲市消防本部・島根県）
●未来に残そう文化財！文化財防火デー訓練
　（八女消防本部・福岡県）


