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●平成 29 年度補正予算の概要（消防庁関連）
（消防庁総務課会計第一係長　常木孝浩）
　　
●「第４回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」について
　（消防庁特殊災害室）
　　　
●第 20 回全国消防救助シンポジウムの開催

（消防庁国民保護・防災部参事官付救助係　平田一博）

 
〈全国消防最前線 124〉
● 2017（第 21 回）ＪＦＦＷ交流会 IN 京都 編 集 局
　～世界に誇る 千年の都 京都で自分磨き～

（編集局）

－－－－－－－－－－－－

●都道府県規模では全国初！
　第１回大阪府下救急救命技術研修会を開催
　（大阪府下消防長会）
　　　
●現場から学び、伝える、実践的消防戦術
　消防広報・研究・教育を前提とした消防現場アーカイブについて
　（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニー カミヤ）
　　　
●命令に付する履行期限の徒過と当該命令の効力を中心として（続）
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）
　　　
●自主防災組織の今後の方向性を再考してみる
　（い・防災研究所 所長（東京消防庁ＯＢ）　飯村孝一）
　　　
●質の高い救急救命士を養成する社会の求めに応えるために。
　（編 集 局）

 



〔その他関連記事〕

●消防研究センター等の一般公開のご案内
　（消防庁 消防大学校・消防研究センター／日本消防検定協会／（一財）消防防災科学センター）
●「第 13 回 2018 忠州世界消防士競技大会」の開催について
　（大韓民国消防庁、忠清北道、忠州市）
●大型物流倉庫で消防総合演習
　（埼玉県西部消防局所沢消防署）
●消防団員のための安全管理啓発ポスターが完成 モデルの蝶野正洋氏が野田聖子総務大臣に面会
　（消防団員等公務災害補償等共済基金）
●クラシック消防自動車 電動で復活
　（京都市消防局）
●震災救助現場での活動を想定 警察機動隊と救助合同訓練を実施
　（稲敷広域消防本部）
●移動タンク貯蔵所等に対する街頭検査に係るマニュアルを作成
　（京都市消防局）
●映画「ヴァレリアン千の惑星の救世主」とタイアップした消防団員募集ポスターを作成
　（総務省消防庁）
●ドクターヘリ事例検討会の開催
　（稲敷広域消防本部）
●全日本ベンチプレス選手権大会出場の水野瑛消防士長が一般男子 66㎏級で準優勝に輝く！
　（横浜市消防局金沢消防署）
●第 22 回「震災対策技術展」横浜 開催

　　　　

----------
〈消防評論〉
●災害時ストレスの対処法を考える

　　
〈時の視点〉
●草津白根山の突然の噴火
　～ 3,000 年ぶりの本白根山噴火～

　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

　　

〈連載〉

●今さら聞けない資機材の使い方 60　
　血圧測定 ２
　（留萌消防組合留萌消防署）



　　
●救急活動事例研究 17
　船橋市における「指導救命士」の具体的運用について
　（船橋市消防局　吉田　朗／左　博之／松岡利満）
　　　
●高校生によるバイスタンダー心肺蘇生（ＣＰＲ）：
　心肺蘇生教育の成果が社会復帰に繋がった症例
　（多治見市消防本部　矢島祥一）
　　　
●希少事案への対応～オホーツク地域の周産期教育～ ３
　周産期救急における基礎知識 ２ 産婦の観察
　（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　成田哲崇／長瀬祥太）
　　　
●救急車からの 12 誘導心電図伝送で命を守る！５
　「第５回 12 誘導心電図伝送を考える会 学術集会」レポート
　　

●考えながら学ぶ違反処理法学 71
　（違反処理研究会）
　　　　
●消防官のための地方自治法入門 36〈最終回〉
　＝テスト問題付＝ 消防大学校客員教授　関　東一
　　　
●伝令のすゝめ ４
　指揮隊員に必要な知識を求めて
　（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 ７〈最終回〉
　住民対応について
　（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事　サニーカミヤ
　　　
●「トモダチ作戦」前史をひも解く ２
　福井地震と占領軍の救援活動
　～戦後第２の「トモダチ作戦」～
　（政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ）
　　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 39
　ＤＩＧ in 神戸の定例化を目指して
　（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 86
　消防用設備等の技術上の基準の付加について
　（上萬治己）
　　　
●最近の災害（ 平成 30（ 2018）年１月）



　　　　　
●災害キーワード ４
　黄砂現象
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　　
●気象災害から学ぶ 111
　ラニーニャ現象と寒冬
　（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 ７
　台湾中西部の彰化県消防局の人々
　アメリカで学んだ救急課長アニーと日本の友人達（前編）
　（消防・防災事情研究家 近代消防特任記者　加藤孝一）
　　　
●赤色灯 ４
　咲いた、咲いた、桜の花が…花は咲き、そして…　
　（四代目　辺里鼓舞太）
　　　
●城郭と防災 ４
　北条早雲と小田原城の襲撃
　（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 ” ④
　－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 59
　市民予防能力の涵養（防災子）
　　　
●一笑びん 11
　運転免許（松﨑俊道）
　　　
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 13
　（任務に立ち返る ㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
　　
●守り人 71
　文化の拡張分野　他世界理解とベーコン
　（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 85
  謡曲「当麻」 （荒木慶司）
●最近の主な通知
　〈平成 30 年１月４日～１月 31 日〉
登載通知＝
・住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 30 年１月９日付　消防予第２号）



・消防団で所有する消防自動車に係る準中型免許の新設に伴う対応について（平成 30 年１月 25 日
付 消防地第 20 号）
・消防防災分野における無人航空機の活用に関する資料について（平成 30 年１月 30 日付 消防消第
13 号）
　　
●昇任試験実力養成講座 № 613
　＝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 № 118
　＝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〉

●札幌市下宿火災 死者 11 人、負傷者３人
　　
●２月４日からの大雪等による被害
　－北陸地方や東北地方などで死者 22 人、重傷者 102 人、軽傷者 218 人－
　　
●台湾東部で発生した地震被害に対し 国際緊急援助隊・専門家チームを派遣
　　
●通信指令シンポジウム

（総務省消防庁 消防防災科学技術研究推進制度「通報内容から心停止および多数傷病者の察知と対応
に関する研究」班）
　　
●第 64 回文化財防火デー　
　全国各地で消防訓練 私たちの貴重な財産・文化財を火災から守れ！
　　
●平成 29 年度近畿地方 DMAT ブロック訓練
　（大阪府）
　　
●平成 29 年度女性消防団員研修会
　（愛知県／（一財）愛知県消防協会）
　　
●平成 29 年度千葉県国民保護共同実動訓練（内閣官房／千葉県／千葉市）
　　　
●テロ災害を想定した救助救急訓練
　（東京消防庁第六消防方面本部・荒川消防署）
　　
●横浜市西消防団初！３機関合同の震災対策訓練
　　
●平成 29 年度埼玉県特別機動援助隊（埼玉ＳＭＡＲＴ）合同訓練

 



〔消防防災の動向〕

●緊急消防援助隊出動等に係る消防庁長官表彰授与式を開催
　（総務省消防庁）
　　　
●「人とペットの災害対策」を開催
　（環境省自然環境局）
　　
●ぎゅっとぼうさい博！ 2018 を開催
　（文部科学省・豊島区他）
　　
●平成 29 年度少年消防クラブ指導者交流会を開催
　（（一財）日本防火・防災協会）
　　
●平成 30 年度東京消防庁予算記者会見
　（東京消防庁）
　　
●平成 29 年『消防に関する世論調査』の結果を公表
　（東京消防庁）
　　
●第４回大学生ボランティア活動展を開催
　（（社福）日野市社会福祉協議会）
　　
●ディープラーニング（深層学習）技術を応用した顔認証ソフトウェアの新製品発表会を開催　（パ
ナソニック㈱）

　　　　　
〔カラーファイヤートピックス〕

●いわき市森林組合による指導協力を得てチェーンソー取扱い訓練

　（いわき市消防本部・福島県）
　　　
●職場におけるハラスメント等の防止・対応策について 第２回消防職員研修を実施
　（稲敷広域消防本部・茨城県）
　　　
●コンクリートミキサー車による水利確保を実施 病院火災の火災防ぎょ訓練
　（塩谷広域行政組合消防本部・栃木県）
　　
●「情報が命！」消防ドローン隊が発隊
　（大和市消防本部・神奈川県）　　
　　
●訓練施設や市民の為の施設の充実を図った消防本部新庁舎落成式
　（座間市消防本部・神奈川県）
　　　
●静岡県内 13 消防本部 36 隊が集結 大規模災害対応合同訓練を実施



　（静岡県中部地区消防会）
　　
●名古屋市と愛知県の航空隊が参加 ３機関合同の消火訓練
　（常滑市消防本部・愛知県）
　　
●留学生約 40 名の協力を得て特殊災害時の外国人対応の検証
訓練
　（神戸市消防局）
　

〔ファイヤートピックス〕

●大規模地震等災害時初動対応訓練
　（戸田市消防本部・埼玉県）
●埼玉県防災航空隊との山岳救助連携訓練
　（比企広域消防本部・埼玉県）
●東京 2020 大会を見据え、方面救助救急訓練
　（東京消防庁荻窪消防署・東京都）
●関係機関と連携、集団災害対応訓練
　（明石市消防本部・兵庫県）

●分娩介助訓練
　（北はりま消防組合消防本部多可消防署・兵庫県）
　　　

●雑居ビル火災想定訓練
　（奈良市消防局・奈良県）
●解体予定建物で震災対応訓練
　（大洲地区広域消防事務組合消防本部・愛知県）
●円滑な応援隊を構築！隣接消防本部合同訓練
　（八女消防本部八女東消防署星野分署　・福岡県）
●鉄道事故合同訓練
　（島原地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県）

●音楽で防火を訴える年末火災警戒キャンペーン
　（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
　　　

●餅つきで防火を祈願
　（八女消防本部・福岡県）
●ちびっこ消防士防火運動会！
　（臼杵市消防本部・大分県）
●複合施設「ウェスタ川越」で歳末特別査察
　（川越地区消防局・埼玉県）
●歳末特別査察
　（松戸市消防局・千葉県）



●特殊浴場の特別査察
　（駿東伊豆消防本部・静岡県）

　　　　

●歳末特別立入検査
　（熱海市消防本部・静岡県）
●消防長年末特別査察
　（東近江行政組合消防本部・賀県）
●救助隊員研修会
　（草加八潮消防局・埼玉県）
●民間企業と消防用水の確保に関する協定を締結
　（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）

●一瞬で「全て」を失う不祥事を起こさない！
　（千葉市消防局・千葉県）
　　　

●救命技術発表会
　（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●トレーニング講習
　（堺市消防局・大阪府）
●消防実務講習会（警防・救急）を開催
　（徳島市消防局・徳島県）
●第１回警防技術指導会
　（高松市消防局・香川県）

●宝塚大劇場に消防協力章（感謝状）を贈呈
　（宝塚市消防本部・兵庫県）
　　　

●女性消防団員が独居高齢者世帯査察
　（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団・消防署蘭越支署・北海道）
●外国人実修生宿舎で自衛消防訓練
　（東京消防庁西東京消防署・東京都）
●自主防災訓練で初期消火訓練を指導
　（堺市美原消防団西分団・大阪府）
●八女市黒木女性防火クラブ視察研修
　（八女消防本部／八女市黒木女性防火クラブ・福岡県）






