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●平成 29 年版消防白書の概要
　（消防庁総務課）
　　　
●メキシコ地震災害における国際消防救助隊の活動について
　（消防庁国民保護・防災部 参事官付 国際緊急援助係）
　　　
●平成 29 年度緊急消防援助隊 地域ブロック合同訓練実施結果
概要
　（消防庁国民保護・防災部 防災課 広域応援室）
　　　
●防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
　（消防庁国民保護・防災部防災課震災対策係長　木村義寛）
 
　　　　　　　　　
 

〈全国消防最前線 123〉
●常滑市消防本部
" 古き良き日本の姿 ” と " 国際交流の和 ” が融合する街「常滑市」
　（編集局）
 

－－－－－－－－－－－－
 
●大規模火災対応訓練を実施
　～糸魚川市大規模火災を教訓として～
　（横浜市金沢消防署）
　　　
●中川区消防団連合会 幹部セミナーを開催
　～どうしたら消防団は住民のためになるのか～
　（名古屋市中川区消防団連合会
　　　
●有線 Drone を利用した移動型火のみやぐらと G 空間システム連携の研究
　（株式会社 理 経　防災情報システム部 執行役員担当部長　山内 理史）
　　　
●特別鼎談
　防災照明の管理とＬＥＤ照明の適切な使用を推進するために
　（編 集 局）
 



〔その他関連記事〕
 
●消防震災対策警防本部立上訓練
 
　（小山市消防本部）
● 1.17 ひょうご安全の日宣言
●杉本公正氏（元東京消防庁消防司令長）が逝去
●第５回 12 誘導心電図伝送を考える会
 
----------

〈消防評論〉
●防災と科学技術雑感
 
 　　

〈時の視点〉
●関西広域連合の提言を考える
　　～防災省（庁）創設をめぐって～
 
　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）
 
　　
 

〈連載〉
 
●「トモダチ作戦」前史をひも解く １〈新連載〉
　昭和南海地震と占領軍の救援活動
　～戦後初の「トモダチ作戦」～
　（政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ）
　　　
●今さら聞けない資機材の使い方 59　
　血圧測定
　（白山野々市広域消防本部鶴来消防署）
　　
●救急活動事例研究 ⑯
　千葉市における救急車の不適切な頻回利用者への対策
　（千葉市消防局　新濱秀樹）
　プレアライバルコール導入のきっかけとなった救命連鎖の奏功症例

（今治市消防本部　渡邉康之／西本和幸
　愛媛県立今治病院　松岡　宏／三好　徹）
　　
●希少事案への対応
　～オホーツク地域の周産期教育～ ２
　周産期救急における基礎知識 ①
　（日本赤十字北海道看護大学 母性看護学領域　田中和子
　　北見地区消防組合消防本部　名達義晃）
　　　



●救急車からの 12 誘導心電図伝送で命を守る！４
　最高レベルの救急医療を目指し、
　三重県津市と医療機関が歩んだ 10 年の軌跡
　　　
●考えながら学ぶ違反処理法学 70
　（違反処理研究会）
　　　
●消防官のための地方自治法入門 35
　＝テスト問題付＝
　（消防大学校客員教授　関　東一）
　　
●伝令のすゝめ ③
　指揮隊員に必要な知識を求めて～災害導入編
　（指揮隊研究会）
　　　
●消防職員の不祥事防止のためのワークショップ ６
　メディア対応について

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニーカミヤ
　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 38
　大規模イベント時の不足事態対応を考える
　（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 85
　消防法施行令第 8 条 vs 同令第 12 条
　（上萬治己）
　　　
●ポジティブ防災 １３ 〈最終回〉
　防災の啓発が届きにくい人への啓発方法
　（ポジティブ防災考案者　ロー紀子）
　　
●災害キーワード ３
　地震津波
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　　
●気象災害から学ぶ 110
　昭和の三八豪雪と平成 18 年豪雪
　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
　　　
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ３１〈最終回〉
　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②～
　（㈱日本防災デザインＣＥＯ　熊丸由布治）
　　　　
●最近の災害（平成 29（2017）年 12 月）
　　　



●赤色灯 ３
　火の用心 ことばを形に 習慣に
　（四代目　辺里鼓舞太）
●城郭と防災 ３
　加藤清正と治水事業
　（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 ” ③
　－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 58
　国土荒廃を招くワナ（防災子）
●一笑びん 12　　睡眠薬（松﨑俊道）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑫
　余計なことに反応しない
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●守り人 70
　技術による維持分野　実学普及とリッチ
　（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 84 謡曲「百万」 荒木慶司
●セカンド・コミュニケーションをいかに切り開くか １
　（編集局）
　　
●最近の主な通知

〈平成 29 年 12 月１日～平成 29 年 12 月 27 日〉
登載通知＝
・患者等搬送事業指導基準等の一部改正について（平成 29 年 12 月 22 日付　消防救第 216 号）
・患者等搬送事業者認定等に係る報告要領の一部改正について（ 平成 29 年 12 月 22 日付　消防救
第 217 号）
・住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について（ 平成 29 年 12 月 26 日付　消防
予第 389 号）
・Ｌ－乳酸ナトリウムリンゲル液の取扱いについて（ 平成 29 年 12 月 26 日付　事務連絡）
　　　　
●昇任試験実力養成講座 № 612
　＝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 № 117
　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕
　　　
●社告 「近代消防」論説委員顧問・編集委員の紹介
 
 

〈カラーグラビア〉
 
●平成 30 年岐阜市消防出初式
　（岐阜市消防本部／岐阜市消防団 他）



　　
●１月 20 日は「あいち消防団の日」県内一斉にＰＲ活動を実施
　（愛知県、（一財）愛知県消防協会）
　　
●草津白根山の本白根山が噴火 死者１人、重傷者３人、軽傷者８人－ 1 月 23 日㈫－
　　
●阪神・淡路大震災から 23 年。自然災害に備える意識も新たに
　　
●平成 30 年の新春を飾れ！消防出初式 2018 ！
　　
●県外から４機のヘリが集結！消防防災ヘリコプター受援・運用訓練
 
　（横浜市消防局）
　　
●平成 29 年度避難指示区域内における大規模火災対応訓練
 
　（福島県／双葉地方広域市町村圏組合消防本部）
　　
●防火ポスター、防火・防災に関する作文最優秀賞表彰式
 
　（（公財）日本消防協会／全日本消防人共済会））
　　
● 平成 29 年度 火災調査シンポジウム
 
　（静岡県消防長会）
 
 
 
 

〔消防防災の動向〕
 
●「 消防団員の確保方策等に関する検討会報告書」を公表
　～「大規模災害団員」制度導入へ～
　（総務省消防庁）
　　
●第 33 回防災ポスターコンクール表彰式
　（内閣府（防災担当））
　　
●平成 29 年度「防災とボランティアのつどい」を開催
　（内閣府（防災担当））
　　
●ＤＶＤ版消防用設備の使用方法を製作・配布
　（（一財）日本防火・危機管理促進協会）
 
●女性版東京防災「東京くらし防災」を作成 ３月１日配布へ
　（東京都）



　　
●平成 29 年度職員研修会を開催
　（富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部）
　　
●第 14 回小学生のぼうさい探検隊マップコンクール表彰式を開催
　（（一社）日本損害保険協会 等）
 
 
 
　　　　　

〔カラーファイヤートピックス〕
 
●初動から宿営までの流れを実践
　緊急消防援助隊応援出動訓練
　（北上地区消防組合消防本部・岩手県）
　　　
●特殊災害時における活動の相互理解を深める
　ＣＢＲＮＥ災害合同研修会
　（成田市消防本部・千葉県）
　　
●オリンピック・パラリンピックを見据えて
　特殊災害時における対応訓練
　（富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部・山梨県）
　　
●救助技術の披露と意見交換会を実施
　岐阜県東濃地区救助技術交換会
　（東濃地区 5 市消防本部・岐阜県）
　（多治見市、土岐市、恵那市、中津川市、瑞浪市）
 
　　　
 
●女子短大生に女性消防士の魅力を伝える
　女性消防士セミナーを開催
　（豊橋市消防本部・愛知県）
　　　　
●住警器の設置・維持管理を推進
　ジューケーキで広く発信
　（姫路市消防局・兵庫県）
 
　　　
 
●写真コンテストの優秀作品をもとに
　消防団ＰＲ用カレンダーを作成
　（（公財）島根県消防協会）
　　　
●遭難者救助における連携を確認



　警察と合同で冬山山岳救助訓練
　（美馬市消防本部・徳島県）
 
　　
 

〔ファイヤートピックス〕
 
●両毛地区消防本部特殊災害訓練
　（足利市消防本部・栃木県）
●大規模地震災害を想定し、特殊災害対応訓練
　（松戸市消防局・千葉県）
●御岳山で有事に備え、活動力を高める訓練
　（東京消防庁青梅消防署）
●安全性と的確性を競う 警防技術訓練発表会
　（東海市消防本部・愛知県）
●陸上自衛隊と合同訓練
　（東大阪市消防局・大阪府）
●神戸の街を火災から守るために
　（神戸市消防局・兵庫県）
●初の大規模住宅密集地 火災防御訓練
　（南但消防本部・兵庫県）
●庁舎開放デーを開催
　（北上地区消防組合消防本部・岩手県）
●日本消防協会より防災広報車両が寄贈される！
　（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
　　　
●セーフシティー京橋を目指して！
　（東京消防庁京橋消防署）
●あつまれ！ファイヤーキッズ。
　（京都中部広域消防組合消防本部・京都府）
●まつりの踊り連で火災予防をＰＲ
　（薩摩川内市消防局・鹿児島県）
●救急活動における接遇マナーを学ぶ
　（栃木県消防学校・栃木県）
●若手職員の技術と知識の底上げを！
　（相模原市消防局北消防署・神奈川県）
●リーダーたちよ、夢と目標を掲げよ！
　（三重県消防学校）
●消火・救命への挑戦！ファイヤー・セービング大会
　（総社市消防本部・岡山県）
●１１９番口頭指導 技術発表会
　（松山市消防局・愛媛県）
●大型店舗に対する消防長年末特別査察
　（佐野市消防本部・栃木県）
●管内駅周辺に対する特別査察（夜間査察）
　（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部）



　　　
●おおがき親善大使が歳末特別立入検査
　（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●大規模な百貨店等の特別査察
　（駿東伊豆消防本部・静岡県）
●市内最大物流倉庫 消防局長査察
　（西宮市消防局・兵庫県）
●大規模店舗に対する年末特別巡視
　（宝塚市消防本部・兵庫県）
●消防長特別巡視と防火査察
　（奈良県広域消防組合消防本部）
　　　　
●市消防団を対象に安全運転講習会
　（海老名市消防本部・神奈川県）
●未来の消防団員に響け！ジャズフォーキッズ in 中川
　（名古屋市中川区消防団連合会・愛知県）
●山火事予防看板を設置
　（栗東市消防団金勝山林分団・滋賀県）
●姫路市夢前町幼年消防クラブ結成式
　（姫路市消防局中播消防署・兵庫県）
●少年クラブ、消防出初式で街頭パレード
　（八女消防本部・福岡県）






