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●自治体消防制度 70 周年記念式典の挙行（消防庁）

●消防・防災活動活性化大会の開催（消防庁）

●平成 29 年版 救急・救助の現況（消防庁 救急企画室／参事官
／広域応援室）
　　　　　　　　

〈全国消防最前線 125〉
●朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部　
　～装備と鍛錬と研鑚で安全安心を守る～
　　（編集局）

－－－－－－－－
●内閣府オープンイノベーションチャレンジ認定企業による消防装備に係る研究開発
　（前 消防庁総務課（消防技術政策担当）消防技術専門官　守谷謙一）
　　　
●試験体の内部構造状態を非破壊で観察・検査・計測が可能
　新型 Ｘ線透過装置（μ Ray8400 ）を導入
　（東京消防庁予防部調査課）
　
●さいたま市特殊浴場火災を教訓に営業中の特殊浴場に煙を充満させて消防訓練を実施　
　（北九州市小倉北消防署）
　　　
●無人航空機（ ドローン）の本格運用に向けた横浜市消防局の取組
　（横浜市消防局警防部）
　
● Dreams Come True　ドローンで空中を自在に移動し人命救助する時代がそこに
　（消防機器開発アドバイザー　森田　武）
　　　
●長崎市グループホーム火災判決と札幌市の支援住宅火災から見える高齢者等の防火対策
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）

● 80 年以上にわたって存続する「消防組」
　－宮城県大崎市西荒井青年消防組－
　（東北福祉大学兼任講師　後藤一蔵）



〔その他関連記事〕

●西宮市消防（西宮市消防局・西宮市消防団）70 周年を記念して、歴史を語るオリジナルフレーム
切手を作成（西宮市消防局）
●〈予告〉誰もが安心して暮らせる「セーフ シティ 東京」の実現に向けた４事業を開催　FIRE 
SAFETY TOKYO 2018（FS’18 ）第 30 回アジア消防長協会（ＩＦＣＡＡ）総会／ 
第 70 回全国消防長会総会／東京国際消防防災展 2018
●第 47 回消防救助技術関東地区指導会（東京消防庁）

----------
〈消防評論〉
●住民への災害情報の伝達手段の充実強化

〈時の視点〉
●地域の防災の力を高める
　～求められる自助・共助・公助の連携～
　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

〈連載〉
●火災と法律責任 一般市民への教養資料として １　〈新連載〉
　（元 消防大学校客員教授 元 茨城大学講師（非常勤）　関　東一）
●今さら聞けない資機材の使い方 61　
　無人航空機（ドローン）　
　（小松市消防本部南消防署粟津温泉出張所　嘉藤　航）
●救急活動事例研究 18
・指導救命士が参画する事例検討会
　（八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部　辻井信二／北部上北広域事務組合消防本部　黒澤朋之
／十和田地域広域事務組合消防本部　川村宏範／三沢市消防本部　馬場亨朋／中部上北広域事業組合
消防本部　中村隆志／八戸市立市民病院救命救急センター　伊藤香葉／近藤英史）
・救命率の向上の要因としての指令課教育
　（豊田市消防本部　森　幸人）
●希少事案への対応～オホーツク地域の周産期教育～ ４
　周産期救急における基礎知識３ 出産後の産婦の観察
　（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　今野和弘）
●考えながら学ぶ違反処理法学 72
　（違反処理研究会）
●伝令のすゝめ 指揮隊員に必要な知識を求めて～５
　住所編　1　 指揮隊研究会
　　
●「トモダチ作戦」前史をひも解く ３
　史上最大の被害をもたらした伊勢湾台風～戦後第３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 40
　避難所運営ＤＩＧを目指して（その３）
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）
●最近の災害（ 平成 30（ 2018）年２月）



●災害キーワード 5　活火山
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
●気象災害から学ぶ 112
　寒冷型の閉塞前線と温暖化の閉塞前線
　（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 8 〈最終回〉
　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（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 ５「 不正」ってなぁ～に！　
　（四代目　辺里鼓舞太）
●城郭と防災 ５
　戦国時代を生き抜いた小田原城
　（拓殖大学大学院地方政治行政研究科特任教授　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 ” ⑤
　－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 60　文書の変質（防災子）
●一笑びん 14　電気椅子（松﨑俊道）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 14
　予防査察業務時のマナー
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●守り人 72　制度による維持分野　継承安定と雍正帝
　（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 86　謡曲「采女」（荒木慶司）
　　
●最近の主な通知
　〈平成 30 年２月１日～２月 28 日〉
　登載通知＝消防法施行令別表第一（５）項ロ（下宿等）の防火対策に係る注意喚起等について（平
成 30 年２月１日
付 消防予第 26 号）

●昇任試験実力養成講座 № 614
　＝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 № 119
　＝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〉
●自治体消防制度 70 周年記念式典
●消防・防災活動活性化大会～自治体消防制度 70 周年記念～
●第 70 回日本消防協会定例表彰式
●日本消防会議～自治体消防制度 70 周年記念シンポジウム～（総務省消防庁、（公財）日本消防協会、
全国消防長会）
●東日本大震災七周年追悼式
●東日本大震災 南相馬市殉職消防団員顕彰碑除幕式



●第 22 回防災まちづくり大賞表彰式（総務省消防庁 ほか）
●東京消防庁第 70 回開庁記念式
●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

（東京消防庁／鹿島地方事務組合消防本部（茨城県）／／川越地区消防局（埼玉県）／東京消防庁芝
消防署／東京消防庁目黒消防署／横浜市金沢消防署／伊勢崎市消防本部（群馬県）／熱海市消防本部

（静岡県）／尾三消防本部（愛知県）／羽島市消防本部（岐阜県）／大垣消防組合消防本部（岐阜県）
／中濃消防組合関消防署（岐阜県）／東近江行政組合八日市消防署（滋賀県）／京都中部広域消防組
合園部消防署（京都府）／泉州南広域消防本部（大阪府）／姫路市中播消防署（兵庫県）／久留米市
防災協会連合会と久留米消防署（福岡県）／八女消防本部（福岡県）
●東京の女性が一歩踏み出す日 防災ひな祭り（東京都）
●第 11 回階段駆け上がりレース東京大会（日本警察消防スポーツ連盟）

〔消防防災の動向〕
●自治体消防制度 70 周年記念式典表彰受賞者（総務省消防庁）
●第 22 回防災まちづくり大賞表彰式を開催（総務省消防庁 他）
●平成 30 年度消防防災科学技術賞を募集（総務省消防庁）
●評議員会を開催（（公財）日本消防協会）
●平成 29 年度全国婦人防火連合会総会を開催（（一財）日本防火・防災協会）
●第５回ジュニア防災検定・防災検定表彰式を開催（（一財）防災教育推進協会）
●第 23 期火災予防審議会（人命安全対策部会）が中間答申（東京消防庁）
●救急本部教養パネルディスカッション女性救急隊員のあり方を考えるを開催（東京消防庁）
●東京 2020 大会新設競技会場の優良防火対象物認定通知書（第１号）を交付（東京消防庁）
●災害図上訓練システム導入による実戦的な図上訓練を開始（東京消防庁消防学校校務課）
●平成 28 年熊本地震 熊本市消防局活動記録誌を刊行（熊本市消防局）
●地域防災データ総覧を刊行（（一財）消防防災科学センター）
●ドローン学科検定＆技能検定会 in 福島を開催（（一社）日本ドローン協会）
　　　

〔消防人事往来〕
●東京消防庁（平成 30 年４月１日付）
●札幌市消防局（平成 30 年４月１日付）

〔カラーファイヤートピックス〕
●座学と訓練で高度な知識と技術を習得 海上保安庁水難救助合同訓練
　（埼玉西部消防局）
●消防サービスの更なる向上を目指してにじいろ救命女子を発足
　（柏市消防局・千葉県）
●東日本大震災の教訓、７年目の悲願成る！ 大規模水災用ウレタンボート（手こぎ式）導入
　（東京消防庁）
●救出救助と日常生活事故防止を体験する新たな体験学習コーナーを制作
　（東京消防庁立川防災館）
●横浜市金沢臨海部産業地域の安全を図るため４つの自衛消防組織が合同消防訓練
　（横浜市消防局金沢消防署）
●救急技術と指導力の向上を図る総合想定シミュレーション訓練
　（西春日井広域事務組合消防本部・愛知県）
● 72 時間対応の自家発電設備を完備 瓦木消防署甲東消防分署開庁式
　（西宮市消防局・兵庫県）



●優秀賞受賞者４名を表彰 島根県消防協会写真コンテスト表彰式
　（島根県消防協会）

〔ファイヤートピックス〕
●技術と知識を共有警察・消防合同訓練（湖南広域消防局・滋賀県）
●事業所と連携した合同救助訓練（甲賀広域行政組合消防本部水口消防署）
●大規模災害図上訓練（東近江行政組合消防本部・滋賀県）
●地震災害救助訓練（堺市消防局）
　　　
●送電線での事故を想定あらゆる災害に対処！（東大阪市消防局・大阪市）
●多数傷病者事故発生を想定した連携訓練（河内長野市消防本部・大阪市）
●大規模災害発生に備え遠距離大量送水訓練（明石市消防本部・兵庫県）
●はしご付消防自動車操作訓練（奈良県広域消防組合消防本部西和消防署・奈良県）
●３医療機関合同特殊災害・多数傷病者訓練（久留米広域消防本部・福岡県）
　　　
●防火豆まきで園児と火の用心を約束（北見地区消防組合消防本部・北海道）
●パンを食べて火の用心！（千葉市消防局）
●消防博物館 400 万人達成（東京消防庁消防防災資料センター消防博物館）
●山火事・山の事故防止キャンペーン（東京消防庁八王子消防署）
●無煙燃焼実験結果を展示し防火をＰＲ（堺市消防局）
　　　
●幼年消防クラブで防火教室（八女消防本部・福岡県）
●消防業務に必要な接遇研修（群馬県消防学校）
●木密地域の防火・防災対策を推進（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●ハラスメント対策研修会（埼玉西部消防局）
●機関員のための安全運転講習会（埼玉西部消防局狭山消防署）
　　　
●交通事故防止対策研修会（千葉市消防局）
●少年消防クラブ員が講師！普通救命講習（松戸市消防局大金平消防）
●予防業務研修会（八千代市消防本部・千葉県）
●女性消防吏員意見交換会（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県）
●予防業務における接遇コミュニケーション（岐阜県消防学校）
　　　
●救助出動事案の検討会（衣浦東部消防局安城消防署・愛知県）
●岐阜経済大学駅伝部から見るコーチング（岐阜県消防長会西濃ブロック）
●救命のレベルアップを図る上級救命講習会（熱海市消防本部・静岡県）
●ハイブリッド自動車取扱い研修（豊中市消防局・大阪府）
●飲料水兼用耐震性貯水槽 資器材等取扱い訓練（宝塚市消防本部東消防署・兵庫県） 

●職員を対象としたハラスメント防止研修会（備北地区消防組合消防本部・広島県）
　　　
●実務能力の向上を図る火災調査事例報告会（松山市消防局・愛媛県）
●市民の安全・安心に貢献 消防車両を更新（知多市消防本部・愛知県）
●日本損害保険協会より高規格救急自動車を受納（中間市消防本部・福岡県）
●消防協力者に感謝状を贈呈　（草加八潮消防局・埼玉県）
　　　



●消防団幹部部隊編成を再確認（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団・北海道）
●消防ポンプ自動車引渡式（西入間広域消防組合越生消防団第１分団・埼玉県）
●高齢者宅を防火訪問（熱海市消防本部・熱海市消防団・静岡県）
●馬のまち栗東！団車両の交通安全祈願（栗東市消防団・滋賀県）
●ラジオ CM で消防団員と消防団応援の店を募集！（島根県消防協会）










