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東京消防庁臨港消防署で運用を開始した大型消防救助艇
「おおえど」。
消防機関としては日本初となるタグボート型の消防艇。
　　 　　

●消防法施行令の一部を改正する政令の概況（消火器関係）
　（消防庁予防課）
　　　
●「平成 29 年度救急業務のあり方に関する検討会」報告書
　（消防庁救急企画室）
　　
●「消防防災科学技術高度化戦略プラン 2018」について
　（消防庁総務課（技術政策担当））
　　
●近畿地方ＤＭＡＴブロック訓練における消防機関との連携について
　（大阪府健康医療部保健医療室医療対策課）

●泡消火薬剤の補給手段に対する課題の克服を目的とした「泡サイフォン管」の開発
　（堺市消防局西消防署臨海分署　鈴口弘樹）
　　
●糸魚川市駅北大火１年事業
　「糸魚川市駅北復興まちづくりシンポジウム 2017」のレポート
　（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）
　　　
●大型消防救助艇「おおえど」就航式
　（東京消防庁臨港消防署）
　　
●我が国における溺死及び溺水による死亡の疫学
　（北海道医療大学生命基礎科学講座　西　基）
　　　
●国内最大級の消防・防災の展示会
　東京国際消防防災展 2018 を開催
　（東京消防庁）
　　　
●全国津々浦々の防災対策の最前線へ。
　㈱ナベルが三重大学と共同開発、国産の携帯ソーラーパネルが力になる。
　（編 集 局）



〔その他関連記事〕

●〈予告〉

　　2018（第 22 回）ＪＦＦＷ交流会 市川から全国に笑顔を広げよう！

　　～多様性を活かし、さらなる飛躍を～

　　

---------
〈消防評論〉
●予防行政の再構築について

　　　　　
〈時の視点〉
●緊急地震速報で続報を発表
　～運用開始から 10 年が過ぎて～

　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

　　　

〈連載〉

●自治体消防 70 年の歩みと今後の課題 １　〈新連載〉

　自治体消防の黎明期
　（東京理科大学総合研究院 教授　小林恭一）

●消防リスクマネジメント １　〈新連載〉

　殉職をしない・させない・見逃さない
　（（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 62　
　トリアージタッグ

　（大雪消防組合東消防署　太田利絵

 

●救急活動事例研究 19〈最終回〉



・胸骨圧迫により異物が除去された１例 浜松市消防局における異物除去教育

　（浜松市消防局　澤木博臣）

・症状者の不搬送事案２例

　（下関市消防局　萬治亮太）

●希少事案への対応～オホーツク地域の周産期教育～ ５

　周産期救急における基礎知識５ 出産直後の新生児の観察
　（中村記念愛成病院小児科医師　立花幸晃）

 

●考えながら学ぶ違反処理法学 73
　（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～６
　住所編　２　 （指揮隊研究会）
　　
●「トモダチ作戦」前史をひも解く ４

　1964 年新潟地震での救援活動～戦後第４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
　東日本大震災７年目の現地踏破から（その１：福島県編）

　（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３月）
　　

●救急車からの 12 誘導心電図伝送で命を守る！６
　関西初のクラウド型 12 誘導心電図伝送が淡路島で動き出す！

●災害キーワード 5　土石流

　（防災情報機構会長　伊藤和明）



　　
●気象災害から学ぶ 113
　天気予報の発表区域（一次細分区域）と時系列予報

　（青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
　　　

●ファイヤーダイアリー 2018
　附加条例について

　（上萬治己）

　　　
●赤色灯 ６　　女人禁制・伝統って何ぁ～んだ

　（四代目　辺里鼓舞太）
　　
●城郭と防災 ６
　小田原城を襲った江戸時代の災害

　（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〉〈最終回〉

　特命：目で聞け 119 番・緊急通報！ “ ファイナル ” ６
　－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 6 １　常識の崩壊　（防災子）
　　
●一笑びん 15　賞金　（松﨑俊道）
　　　
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 15
　正の遺産と負の遺産 （㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
　　　
●守り人 73　技術による拡張分野　情報複製とグーテンベルク

　（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 87　謡曲「蟻通」　（荒木慶司）

　　

●最近の主な通知
　〈平成 30 年３月２日～３月 30 日〉
　登載通知＝



・労働基準法施行規則の一部改正について（通知）（平成 30 年３月９日付 消防救第 42 号）
・消防職員によるターニケットを含む止血帯による圧迫止血について　（平成 30 年３月 14 日付 事務
連絡）
・消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（平成 30 年３月 15 日付　消防予第 83 号）
・原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法
律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則の施
行について（平成 30 年３月 20 日付 消防特第 40 号）
・介護医療院に係る消防法令上の取扱いについて（通知）（平成 30 年３月 22 日付 消防予第 89 号）
・災害情報伝達手段の多重化・多様化の推進等について（平成 30 年３月 27 日付 消防情第 71 号）
・消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について（平成 30 年３月 28 日付 消防予第 246 号）
・「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について（平成 30 年３月 30
日付 消防危第 44 号）

　　　　

●昇任試験実力養成講座 № 615
　＝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 № 120
　＝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〉

●マグニチュード 6.1、震度５強 島根県西部を震源とする地震
●死者６名、全壊４棟 大分県中津市で発生した土砂災害
●熊本地震犠牲者追悼式（熊本県）
●霧島山（硫黄山）が 250 年ぶりに噴火～えびの高原周辺で火山活動～
●【科学技術週間】
　消防防災の最先端技術・研究開発・業務内容を一般公開
　（消防大学校 消防研究センター、東京消防庁消防技術安全所、日本消防検定協会、（一財）消防防
災科学センター）

●平成 29 年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）（総務省消防庁）
●双葉地方広域市町村圏組合消防本部の新庁舎２署所運用開始
　浪江消防署新庁舎仮運用開始式 浪江消防署葛尾出張所開所式

●ドラゴンハイパー・コマンドユニットの運用開始に伴う放水訓練（横浜市消防局）
●第１回近畿地区消防綱引大会

 

〔消防防災の動向〕



●台湾東部地震災害に係る消防庁長官表彰及び賞状の授与（総務省消防庁）
　　
●緊急消防援助隊の登録隊数（平成 30 年４月１日現在）を公表（総務省消防庁）
　　
●平成 29 年度優良少年消防クラブ・指導者表彰式（フレンドシップ）を開催（総務省消防庁）
　　
●「消防防災科学技術研究推進制度」における平成 30 年度新規課題を採択（総務省消防庁）
　　　
●平成 30 年度全国統一防火標語決定（総務省消防庁）
　　
●「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」及び「救急に関する調査研究助成事業」研究報
告書のご案内（（一財）救急振興財団）
　　
●第 41 回救急救命士国家試験の合格者を発表（厚生労働省）
　
●領土・主権展示館がオープン（内閣官房）
　
●消防団トークイベントを開催（（一社）ニューワールドアワーズスポーツ救命協会）
　
●東日本大震災チャリティーライブの売上金を消防育英会に寄附（飯田貴美子音楽事務所）

 

〔イベント情報〕

 平成 30 年度消防職員安全衛生管理研修会（（一財）地方公務員安全衛生推進協会）

 

 〔消防人事往来〕

総務省消防庁（平成 30 年３月 31 日付、４月１日付）
※幹部の略歴あり

（公財）日本消防協会（平成 30 年３月 31 日付、４月１日付）

日本消防検定協会（平成 30 年４月１日付）

危険物保安技術協会（平成 30 年３月 30 日付、３月 31 日付、４月１日付）

　　　　　

〔カラーファイヤートピックス〕



●指揮隊の発隊前に研修効果を確認 平成 29 年度消防部隊運用
訓練
　（いわき市消防本部・福島県）
　　　　
●遠距離送水や倒壊家屋からの救出 震災対応訓練を実施
　（埼玉西部消防局）
　　　
●危険物火災への対応力を強化 運用開始前に泡放射訓練
　（千葉市消防局）
　　
●防災の絆は国境を越える！米国空軍横田基地で防災訓練
　（東京消防庁福生消防署）
　　　
●蛍光オレンジ色で難燃・防炎性能を備えた 機関員用ベストを
更新
　（恵那市消防本部・岐阜県）
　　
●現場到着時間の短縮を図るため 業務を開始の北消防署北部分署　　　
　（四日市市消防本部・三重県）
　　　
●災害救助犬チームとの連携を確認 山岳救助訓練を実施
　（備北地区消防組合消防本部・広島県）
　　
●愛媛県内全 14 消防本部から 34 名が参加 県下救助隊合同訓練を実施
　（愛媛県消防長会）

　

〔ファイヤートピックス〕

●警防本部運営訓練（埼玉西部消防局・埼玉県）
●大型物流倉庫で消防総合訓練（埼玉西部消防局所沢東消防署・埼玉県）
●中高層火災総合訓練（比企広域消防本部・埼玉県）
●毒劇物災害対応訓練（恵那市消防本部・岐阜県）
●林野火災訓練（尾三消防本部・愛知県）
　　　
●豊中市はしご隊・箕面市消防隊合同訓練（豊中市消防局・大阪府）
●遠距離大量送水訓練（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●兵庫県下ＩＲＴ合同訓練（神戸市消防局・兵庫県）
●近隣消防本部・警察との集団救急事故対応訓練（有田川町消防本部・和歌山県）
●弾道ミサイルの発射を想定 国民保護共同実動訓練（徳島市消防局・徳島県）
　　　
●熊本保健科学大学と合同でＮＢＣ災害対応訓練（熊本市消防局・熊本県）
●子育て世代へのこども救急なんでも相談会　（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）



●ミニ消防車の寄贈　（東京消防庁品川消防署）
●タッシーが LINE スタンプで登場　（堺市消防局・大阪府）
●消防春ふぇすを開催　（四日市市消防本部・三重県）
　　　
●各種証明書を３か国語で作成　（東大阪市消防局・大阪府）
●西宮市消防音楽隊 30 周年記念演奏会　（西宮市消防局・兵庫
県）
●社会福祉施設の防火安全講習会　（朝霞地区一部事務組合埼玉
県南西部消防本部・埼玉県）
●講義＆実験により電気火災を体感　（松戸市消防局・千葉県）
●火災調査研修会（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・
千葉県）
　
●自家用給油取扱所完成に伴う実務教養（東京消防庁深川消防
署）
●高尾山山麓の観光施設優良防火対象物認定！（東京消防庁八
王子消防署・東京都）
●予防業務を円滑に進めるための接遇研修（上野原市消防本部・山梨県）
●救急対応勉強会（堺市消防局美原消防署・大阪府）
　
●消防記念日講演会（尼崎市消防局・兵庫県）
●緊援隊活動拠点設置協力に関する協定を締結（伊丹市消防局・兵庫県）
●テロ対応セミナー（北はりま消防組合加西消防署・兵庫県）
●徳島県消防長会火災調査研究会（徳島県消防長会・徳島県）
●合同ヘリテレ訓練（松山市消防局・愛媛県）
　　
●８部隊の警防確認（柏市消防局・千葉県）
●救助技術発表会（大垣消防組合消防消防本部・岐阜県）
●若手消防職員を対象に火災予防査察技術競技会（羽島市消防本部・岐阜県）
●的確な状況判断を養う実戦ポンプ操法大会（豊中市消防局・大阪府）
●救命処置を行った消防協力者表彰式　（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県）
　　
●水難事故事案で感謝状贈呈（阿久根地区消防組合消防本部・熊本県）
●荒川分団車庫竣工（熊谷市消防本部・熊谷市消防団・埼玉県
●地域も自分も守る！消防団員ワークショップ（神奈川県、（公財）神奈川県消防協会）
●春季合同演習（熱海市消防本部・静岡県）
●林野火災訓練（尾三消防本部東郷消防署・愛知県）
●自主防災組織地区リーダー養成講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部柏羽藤組合消防団協議
会・大阪府）






