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●避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果の
概要
　（消防庁国民保護・防災部防災課 防災調整係長　岡戸浩二）
　　　
●予防技術検定受検支援事業について
　（一般財団法人消防防災科学センター )　　　　　　　　

〈全国消防最前線 122〉
●山武郡市広域行政組合消防本部
　ハードの充実と人材育成で消防力の増強を図る
　（編集局）

●全国・世界規模のイベントの開催を背景に活動！
　横浜市消防局戸塚消防署 鳥が丘大型除染隊

（編集局）
　

●平成 29 年度 防災ヘリコプター救急搬送・夜間離着陸訓練を実施
（行田市消防署本署 救助担当　舞原嘉伸）
　　

●横浜市保土ケ谷消防団・西消防団
　合同震災対応消火訓練を実施
　（編集局）
　　　
●新潟県糸魚川市大規模火災の刑事と民事における失火責任を考える
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）
　　

●東日本大震災から６年後、被災地の復興状況
　（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）
　　　
●加古川市消防本部の協力を得て、
　コーワライティングシートの有用性を検証。
　（編集局）

 



〔その他関連記事〕

●伊藤和明さん「災害史探訪・三部作」出版記念会盛大に開催
●グローバルフェスタ JAPAN2017 写真展で福地寛氏（日本消防協会国際部課長補佐）が最優秀賞
受賞
　（編集局）
●第 21 回全国消防職員卓球大会いわき大会開催
　（いわき市消防本部卓球部）
●救急普及啓発広報車を寄贈
　（（一財）救急振興財団）
●第６回全国消防職員剣道大会開催
　（東京消防庁剣道部会）
●ショーカちゃんとホースくんのうたとダンスで学び 火災から自分のいのちは自分で守る
　（ 多治見市消防団）
●歳末火災予防コンサートを開催
　（総務省消防庁）

----------
〈消防評論〉
●消防団のあり方を再考すべき時期
　　

〈時の視点〉
●観測を防災に生かす
　～陸海統合地震津波火山観測網・ＭＯＷＬＡＳ～

　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

〈連載〉
●希少事案への対応〈新連載〉〈新連載〉

　～オホーツク地域の周産期教育～１
　オホーツクの母子保健の現状と本学の周産期研修システム　
　（日本赤十字北海道看護大学 母性看護学領域　田中和子）

●今さら聞けない資機材の使い方 58
　マット型空気ジャッキ（Vetter 社製）
　（日立市消防本部臨港消防署 水難救助隊員　渡邉夏樹）
　　

●救急車からの 12 誘導心電図伝送で命を守る！３
　病院からのフィードバックで連携を強化
　進化する沖縄県中南部地区の挑戦！

   



●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 30
　チャプター 24
　危険物・大量破壊兵器による災害の鎮静化
　～危険物・大量破壊兵器による災害対応 １～

（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）
　　　
●消防職員の不祥事防止のためのワークショップ ５
　不正受給と副職について
　（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニーカミヤ

  

●考えながら学ぶ違反処理法学 69
　（違反処理研究会）

　　　
●消防官のための地方自治法入門 34
　＝テスト問題付＝ 消防大学校客員教授　関　東一
　　　
●伝令のすゝめ ２
　指揮隊員に必要な知識を求めて～立志編
　（指揮隊研究会）
　　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 37
　避難所運営ＤＩＧを目指して（その２）
　（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 2018 84
　日常業務での疑問（その 3）
　自動火災報知設備の予備電源 上萬治己
　　　　
●最近の災害（ 平成 29（ 2017 ）年 11 月）

 

●災害キーワード 2
　表層雪崩と全層雪崩
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　　
●気象災害から学ぶ 109
　黒潮大蛇行と雪　
　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
　　　　
●台湾の消防と消防人を訪ねて 6



　経済発展目覚ましい首都の台北市政府消防局
　旺盛なチャレンジ精神で先進的な消防行政を展開（後編）
　（消防・防災事情研究家 近代消防特任記者　加藤孝一）
　　　　
●赤色灯 2　辺里鼓舞太の悩み四代目
　（辺里鼓舞太）
　　　
●城郭と防災 2
　熊本城の石垣に隠された技術と熊本地震
　（拓殖大学地方政治行政研究所附属防災教育研究センター
　　　副センター長・客員教授　濱口和久）
　　　　　
●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉
　特命：目で聞け 119 番・緊急通報！ “ ファイナル ”2
　－聴覚障害者用 119 番受信システム構築物語－
　（文・那之津マイク／挿絵・締込み虎次）
　　　
●安全・安心の窓 57
　裏目に出る安全対策（防災子）
●一笑びん 11　お祓い（松﨑俊道）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 11
　たたみかけるように話さない
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●守り人 69
　制度による拡張分野　外交基盤と雨森芳洲
　（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 83
　謡曲「一角仙人」 荒木慶司

　　

●最近の主な通知
　〈平成 29 年 11 月２日～平成 29 年 11 月 29 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 29 年 11 月 20 日付 消防予第 355 号）
・「船舶火災対応に係る海上保安部署との連携強化について（通知）」
　（平成 29 年 11 月 27 日付 消防特第 201 号）
　　　
●昇任試験実力養成講座 № 611
　＝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 № 116
　＝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・福島第一原発事故災害の被災地の現状を視察
　稲山博司消防庁長官による激励視察
　（双葉地方広域市町村圏組合消防本部）

　　　　 　

●平成 29 年度防災ヘリコプター救急搬送・夜間離着陸訓練
　（行田市消防本部）
　　　　
●第 20 回全国消防救助シンポジウム
　関係機関との連携強化がもたらす救助活動の効率化
　（総務省消防庁）

   　　

●緊急消防援助隊山形県隊合同研修会及び重機連携訓練
　（山形市消防本部）

 

　　
●「近代消防」誌が選ぶ 2017 年消防重大ニュース
・埼玉県三芳町倉庫火災
・全国の消防本部でドローンを導入
・長野県消防防災ヘリ墜落 搭乗者９名が死亡
・第 28 次消防審議会答申を手交
・弾道ミサイルを想定した住民避難訓練
・全国版救急受診アプリ「Ｑ助」等の提供開始
・平成 29 年７月九州北部豪雨
・ハラスメント等を撲滅するための消防長の宣言等
・山本保博氏（救急振興財団会長／本誌編集委員）後藤新平賞を受賞
・大型ハリケーン「ハービー」米国・最大級の被害
・メキシコ地震の被害に対する国際消防救助隊の派遣
・米・カリフォルニア州で大規模な山火事が続けて発生
・外国人や障がい者等に配慮した火災・地震時の情報誘導試行訓練
・救急隊に止血帯「ターニケット」導入
・さいたま市特殊浴場火災
・「大規模災害団員（仮称）」の創設へ

 

 

〔消防防災の動向〕



●石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテストの総務大臣賞等表彰式
　（総務省消防庁）
　　
●第 65 回全国消防技術者会議を開催
　（総務省消防庁消防研究センター）
　　
●第 21 回消防防災研究講演会を開催
　（総務省消防庁消防研究センター）
　　
●平成 29 度消防防災科学技術賞表彰式を開催
　（総務省消防庁消防研究センター）
　　

●消防団員の確保方策等に関する検討会を開催
　（総務省消防庁）
　　
●消防防災科学技術高度化推進検討会を開催
　（総務省消防庁）
　　
●「平成 29 年版消防白書」を公表
　（総務省消防庁）
　　
●「平成 29 年版救急・救助の現況」を公表
　（総務省消防庁）
　　
●新議長に米山光喜氏（元相馬地方広域消防本部消防長）を選出
　（福島県相馬市議会事務局）

　　　　　
〔カラーファイヤートピックス〕
●東京電力パワーグリッド㈱と合同で変電所洞道火災訓練を実施

　（吉川松伏消防組合消防本部・埼玉県）
　　

●楽しみならが防火・防災に触れるオリジナルかるたで火の用心

　（上越地域消防事務組合消防本部・新潟県）
　　

●いちばん身近なボランティア消防団ＰＲイベントを開催

　（名古屋市消防局／名古屋市消防団連合会）
　　



●消防・海保・警察が大規模災害を想定して合同潜水訓練を実
施

　（常滑市消防本部・愛知県）
　　

●佐々木ゆかさんを１日消防団長に迎えて消防フェアを開催

　（姫路市消防局・兵庫県）
　　

●多彩なステージと防火・防災体験 防災フェスタ 2017 を開催

　（加古川市消防本部・兵庫県）
　　

●地元の高校の文化祭に参加 消防隊員ファッションショーを開催

　（八幡浜地区施設事務組合消防本部・愛媛県）
　　

●各種訓練施設や女性職員用居室を整備 善導寺出張所新庁舎が完成

　（久留米広域消防本部・福岡県）

 

　　

〔ファイヤートピックス〕

●鉄道車両と乗用車の衝突事故想定消防訓練
　（埼玉西部消防局・埼玉県）
●大規模倉庫火災想定訓練
　（三郷市消防本部消防署・埼玉県）
●集合自衛消防訓練
　（東京消防庁日本橋消防署）
●テロ災害対応訓練
　（豊田市消防本部・愛知県）
●山林事故救助訓練
　（豊橋市消防本部・愛知県）
　　　　　　　
●国際消防救助隊連携訓練
　（堺市消防局）
●大阪国際空港航空機事故対策訓練



　（豊中市消防局・大阪府）
●鉄道会社の協力で列車事故対応訓練
　（河内長野市消防本部・大阪府）
●鉄道事故を想定した官民合同訓練
　（奈良県広域消防組合消防本部）
●防火を誓い合った防災フェスタ 2017
　（八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部・青森県）
　　　
●防災絵本を贈呈！子どもに防災の心を
　（横浜市金沢火災予防協会）
●宅配トラックが住警器の広報に協力！
　（名古屋市消防局）
●マタニティ用執務服を導入
　（新城市消防本部・愛知県）
●エコ消防署で地域消防力の強化！
　（有田川町消防本部・和歌山県）
●手づくり木工品で園児と火の用心
　（北九州市消防局戸畑消防署）
●みい農業協同組合から軽自動車を受領
　（久留米広域消防本部・福岡県）
　　　　　　
●全救急隊を対象に救急技術審査会
　（比企広域消防本部・埼玉県）
●社会福祉施設等相互応援協定に基づく訓練、講演会
　（東京消防庁西東京消防署）
●エレベーター事故を想定救助活動教育訓練
　（新潟県防災局消防課）
●富山県下消防署警防技術交換会
　（富山県消防長会）
●携強化を目的！警防技術競練会
　（大垣消防組合消防本部・岐阜県）

　　　　

●高速道路上の消防活動をより安全・迅速に
　（豊明市消防本部・愛知県）
●日頃の訓練成果を発揮 安城市初期消火競技会
　（衣浦東部広域連合消防局安城消防署・愛知県）
●指導救命士課程で接遇コミュニケーション
　（三重県消防学校）
●ブラインド形式で災害対応図上訓練
　（桑名市消防本部・三重県）
●災害時の課題を学ぶ救急特別研修会
　（尼崎市消防局・兵庫県）

　　　　



●人材育成を目的とした消防職員教養研修
　（甲賀広域行政組合消防本部水口消防署・滋賀県）
●消防法令違反是正事例研究会
　（愛媛県消防長会・愛媛県）
●消防職団員が合同で、消防演習と体力錬成会
　（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署・北海道）
●浦島太郎の寸劇で火災予防広報
　（大和市消防本部／大和市少年消防団・神奈川県）
　　　

●女性消防団員も協力！高齢者宅防火訪問
　（熱海市消防本部・静岡県）

●女性防火クラブ連合会、消防音楽隊 30 周年記念大会
　（大津市消防局／大津市女性防火クラブ連合会・滋賀県）
●堺市美原消防団員が普通救命講習
　（堺市美原消防団・大阪府）
●堺市美原女性防火クラブで防災講習会
　（堺市美原女性防火クラブ・大阪府）
●消防団フェアと火災予防広報
　（豊中市消防団・大阪府）　　

●消防団充実強化アドバイザーが消防団員研修会
　（大分市消防団・大分県）




