
近代消防
2017 年（平成 29 年）10 月号 № 682
 10 月 8 日発売

　　　　
●「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（前編）

（消防庁予防課／消防庁消防・救急課）

●消防本部におけるハラスメント等への対応策に関するワーキ
ンググループの検討結果について

（消防庁消防・救急課 谷口信平）

〈全国消防最前線 118〉
●奈良県広域消防組合消防本部
広域化により消防力の充実強化を実現

（編集局）

●危険物の規制に関する政令別表第１及び同令別表第２の総務省令で定める物質及び数量を指定する
省令の一部を改正する省令の概要

（消防庁危険物保安室）

●学校教育介入への挑戦！
～明石市における介護予防普及啓発に対する取組について～

（明石市消防本部消防署中崎分署消防第１係 長谷 浩）

●豊かな感性や発想力を持つ優秀な人材を求む！
加古川市消防本部の新規採用職員確保の取組

（加古川市消防本部）

●女性や若者等の消防団加入を促進するための特設展示ブースを活用したＰＲ事業を展開
－女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援事業・実施報告書－（後編）

（浜松市消防局）

●大規模火災から６か月を経過した糸魚川市を訪ねて
（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）

〔その他の関連記事〕
●ナカ工業株式会社、降下型避難機器「ＵＤエスケープ」を開発 電気不要でスムーズに下階へ移動
可能に（編集局）
●「都市防災ブートキャンプ」参加者募集！（鉄工島 FES 実行委員会）



〈社説・消防評論〉
●予防行政は消防の原点

〈時の視点〉
●７月の豪雨が教えること
～経験だけでは判断できない時代～

（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）

〈連載〉
●消防職員の不祥事防止のためのワークショップ①〈新連載〉
飲酒関連の不祥事防止

（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事 サニー カミヤ）

●今さら聞けない資機材の使い方 54
バッグバルブマスク

（富良野広域連合富良野消防署山部出張所 谷内達哉）

●救急活動事例研究 12
救命の連鎖により社会復帰に至った拡張型心筋症
の１症例

（西入間広域消防組合 神辺弘実）

●スマートフォンを用いて 12 誘導心電図波形を撮影し
病院へ報告した心筋梗塞の１症例

（彦根市消防本部 北村智弥）

●救急事例報告 ８
急性アルコール中毒と思われた傷病者が
アナフィラキシーショックであった事例

（札幌市消防局 小澤 忍）

●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 26
チャプター 21 命を守る防災教育
～平時からの教育が全ての災害対応の基本～

（㈱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 65 
（違反処理研究会）

●消防官のための地方自治法入門 32
＝テスト問題付＝ 

（消防大学校客員教授 関 東一）

●消防の惨事ストレス対策 ６〈最終回〉
～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）

●ポジティブ防災 ９
～食欲の秋、運動の秋、ハーベスト防災！～

（ポジティブ防災考案者 ロー紀子）

●災害史探訪 118
1982 年長崎豪雨災害 防災情報機構会長 伊藤和明 )

●ファイヤーダイアリー 2017 80
防炎規制について 上萬治己

●台湾の消防と消防人を訪ねて ③
消防訓練センターと 921 台湾大地震（前編）
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）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 33
－静岡市清水区の地震津波防災まちづくりを深める－

（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）

●気象災害から学ぶ 105
長寿台風（寿命が長かった平成 29 年の台風５号）

（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７月）

●安全・安心の窓 53 露呈する地域限界
（防災子）

●赤色灯 118 よくあるハナシじゃないか。 
（三代目 辺里鼓舞太）

●一笑びん ７ 引き算の練習
（松﨑俊道）

●あなたを活かす 接遇コミュニケーション ７
プロフェッショナルな対応とは

（ ㈱エンパワー 21 能勢みゆき）

●守り人 65 文化の拡張分野 東西交流と張騫
（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 79 謡曲「玉葛」 
（荒木慶司）



●最近の主な通知〈平成 29 年７月３日～平成 29 年８月２日〉
登載通知＝
・「緊急度判定プロトコル Ver. ２」の策定について（周知）（平成 29 年７月 21 日付 事務連絡）
糸魚川市大規模火災を踏まえた消防広域応援体制の強化について（平成 29 年７月 31 日付 消防広第
266 号）
・糸魚川市大規模火災を踏まえた「木造の建築物が多い地域などの大規模な火災につながる危険性の
高い地域」の指定要領等について（通知）（平成 29 年７月 31 日付 消防消第 193 号）
・大規模火災時における的確な住民行動等の確保について（平成 29 年８月２日付 消防災第 113 号）

●昇任試験実力養成講座 № 607
＝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 № 112
＝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〉
●東京・中央区の築地場外市場で火災 木造店舗７棟、計 935㎡全焼
●岐阜県瑞浪市において発生した土砂災害 中央自動車道で車両４台が
土砂に巻き込まれ、重軽傷者６名
●自治体消防制度 70 周年記念 プロ野球始球式を通じた消防施策啓発イベント（総務省消防庁）
●平成 29 年度少年消防クラブ交流会（全国大会）

（総務省消防庁、徳島県、（公財）日本消防協会、（一財）日本防火・防災協会）
●第 46 回全国消防救助技術大会（仙台・宮城大会）結－感謝そして未来へ－
●平成 29 年度全国優良消防職員表彰式
●東大阪市西消防署新庁舎運用開始
●愛顔（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会開催に備えて港湾関係４機関が合同訓練（松山市消
防局）
●平成 29 年度藤沢市総合防災訓練
●第 19 回消防関連機関懇親会（米海軍日本管区司令部）

〔消防防災の動向〕
●「水素スタンドの多様化に対応した給油取扱所等に係る安全対策のあり方に関する検討会」を開催

（総務省消防庁）
●「防災行政無線等の戸別受信機の標準的なモデル等のあり方に関する検討会」を開催（総務省消防庁）
●「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実強化に関する検討会」を開催（総務省消防庁）
●平成 28 年（１月～ 12 月 ) における火災の状況（総務省消防庁）
●消防団の組織概要等に関する調査の結果を公表（平成 29 年４月１日現在）（総務省消防庁）
●８月 18 日に実施した全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の情報伝達訓練の結果（総務省消防庁）
●Ｖ ‒ALERT® by i‒dio を利用した災害情報伝達の高度化事業を兵庫県加古川市で実施（大阪マルチ
メディア放送㈱）
●小川和久氏がわが国を取り巻く危機管理対策について講演（（一社）日本安全保障・危機管理学会 
防災・テロ対策研究会））



〔消防人事往来〕
●総務省消防庁（平成 29 年８月 7 日付）

〔カラーファイヤートピックス〕
●消防団等充実強化アドバイザーによる先進事例の特別講話を開催

（越谷市消防本部・埼玉県）
●富山市呉羽地区少年消防クラブ後援会
設立 50 周年記念式典を開催

（富山市呉羽地区少年消防クラブ後援会）
●消防艇「茅海」が救助と放水を実施 関西国際空港航空機海上事故対策訓練

（堺市消防局）
●火を扱う露店と花火の事故防止を図る花火大会の立入検査を実施

（橋本市消防本部・和歌山県）

〔ファイヤートピックス〕
●ＢＣ災害対応訓練

（土岐市消防本部・岐阜県）
●土砂災害対応訓練（東近江行政組合消防本部・滋賀県）
●はしご消防自動車取扱技術訓練（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●危険物安全月間に伴う合同訓練（堺市消防局北消防署）
●過去の災害から学ぶ災害情報対応訓練

（八女消防本部・福岡県）
●命の大切さを学ぶ少年少女消防体験入隊

（埼玉西部消防局 所沢中央消防署・所沢東消防署）

●「優マーク」を歩道橋からＰＲ！（東京消防庁小石川消防署）
●関係各機関と水の事故ゼロキャンペーン

（相模原市消防局津久井消防署）
●未来の消防士！親子消防体験教室

（千曲坂城消防本部・長野県）
●豊田市高校生消防クラブが発足

（豊田市消防本部・愛知県）
●Ｊリーグ試合会場で火災予防広報

（駿東伊豆消防本部・静岡県）

●安全にビワイチを！官民合同で災害予防広報
（湖南広域消防局・滋賀県）
●深日港フェスティバルで消防フェア

（泉州南広域消防本部・大阪府）
●山火事防火看板を取り替え

（枚方寝屋川消防組合消防本部枚方東消防署・大阪府）
●救急勉強会で自殺未遂者の対応を学ぶ

（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）



●地元民間企業と支援協力の協定を締結
（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）
●新入社員防火教室

（千葉市消防局中央消防署）
●救急活動想定訓練競技会

（船橋市消防局・千葉県）
●防火対象物へ表示マーク（金）を交付

（浦安市消防本部・千葉県）

●風水害等 119 番通報 多数入電時の対応訓練
（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県）
●救急症例検討会

（峡北広域行政事務組合消防本部・山梨県）
●夜間マニュアル訓練大会に 14 施設が参加

（熱海市消防本部・静岡県）
●消防職員研修会及び違反処理実務研修会

（岡崎市消防本部・愛知県）
●安全な煙火消費を！煙火消費者保安講習会

（豊橋市消防本部・愛知県）

●工場防災訓練及び危険物施設説明会
（衣浦東部広域連合消防局知立消防署・愛知県）
●事故件数ゼロを目指して！機関員特別研修会

（宝塚市消防本部・兵庫県）
●災害危険箇所調査

（徳島市消防局）
●女子中学生の勇気ある行動に署長感謝状

（東京消防庁大森消防署）

●消防職団員の士気高揚と消防技術の錬磨を図る
（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団 消防署蘭越支署・北海道）
●消防団車両にドライブレコーダー設置

（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●熱戦！自衛消防訓練審査会

（東京消防庁滝野川消防署）
●女性防火防災リーダーの活躍を期待 !!

（東京消防庁八王子消防署）

●敦賀消防団機能別班（学生消防団員）入団式
（敦賀美方消防組合消防本部敦賀消防団・福井県）
●兼職消防団員による火災出動の運用を開始

（熱海市消防本部・静岡県）
●水の事故ゼロへ！地元消防団に訓練指導

（八女消防本部／八女市消防団八女支団第７分団・福岡県）
●水難救助の鉄則！う・い・て・ま・て

（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）






