
●平成30年中の石油コンビナート等特別防災区域の特定事業所における
　事故概要 　（消防庁特殊災害室）
　　
〔全国消防最前線 140〕
●第45回全国消防親善ラグビー大阪大会
　ONE FOR ALL,ALL FOR ONE　日本の消防の絆と消防力を世界に発信　 （編 集 局）

●みんなの防災スペシャル対談　－防災・減災、わたしの目のつけどころ
　（気象予報士　片平 敦／キャスター・防災士　中尾望起子／タレント・防災士　時東ぁみ／気象予報士　森　朗）
　　
●パラリンピックと除染　ロンドンにおけるエクササイズ・ミロの教訓
　（株式会社重松製作所 主任研究員／元陸上自衛隊化学学校 副校長　濵田昌彦）
　　
●ベトナム社会主義共和国に対する消防技術援助について（中篇）
　（元 公益財団法人日本消防協会国際部〈朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部派遣〉　伊藤照行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
●消防活動に則した土砂排除要領　～建物内の土砂を効率的に排除する方法～（中篇）　（今野利弘）
　　
●無人航空機（ドローン）操法の考案
　（どろめプロジェクト　　 高知市消防局：山本篤史、松﨑健太、宮﨑康成、関　智也
　　　　　　　　　　　　　奈良先端科学技術大学院大学：樫原　茂
　　　　　　　　　　　　　兵庫県立大学：浦川　豪　高知工科大学：福本昌弘
　　　　　　　　　　　　　神戸大学：太田　能）
　　　
●第11代東京消防庁消防総監 花塚 辰夫様を偲ぶ会　（編集局）

〈その他関連記事〉
●第67回全国消防技術者会議の開催について（ご案内）（総務省消防庁 消防研究センター）
●第２回埼玉の循環器救急を考える会を開催（埼玉の循環器救急を考える会）
●令和２年度「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」事業委託団体及び
　「救急に関する調査研究助成事業」助成団体を募集　（一般財団法人 救急振興財団）
●京橋消防団可搬ポンプ操法大会を築地本願寺にて実施！（東京消防庁京橋消防署）
●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 

（一般財団法人 救急振興財団）
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●規律ある行動や安全で的確、迅速な消防技術のを図る横浜市南消防団夏季訓練会（横浜市南消防団）
●〔開催案内〕第３回通信指令シンポジウム
---------

〔消防評論〕
●指導救命士に活躍の場を
　（一般財団法人 救急振興財団理事長　佐々木敦朗）

〔時の視点〕
●日本海の地震と津波　～震度は新潟県で６強、山形県で６弱～
　（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　トレンチレスキュー
　（姶良市消防本部 中央消防署 姶良分遣所 副所長　植木伸博）
　　
●消防組織マネジメント ４　消防組織の７Ｓ （２） 組織（Structure）
　（一般社団法人日本防災教育訓練センター　代表理事　サニーカミヤ）

●救急活動事例研究 30　フッ化水素酸経口摂取による自殺例　（京都市消防局中京消防署　篠原由幸）
　
●気象災害から学ぶ 128　令和最初の記録的豪雨災害「九州豪雨」 （気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
　　
●防災エキスパートの必携知識　～多様な視点を持つということ ９　
　障害のある人たちとの日常的な関わりをつくることこそが大切
（DPI 女性障害者ネットワークメンバー／女性防災ネットワーク・東京　呼び掛け人　瀬山紀子）

●救急隊員のための12誘導心電図読影講座 ２　正常心電図（その２）リズム
　（上尾中央総合病院心臓血管センター・特任副院長　一色高明）
　　
●救急救命士ダニエルの消防英語教室 ３　（文・長谷川とし子）
　
●災害キーワード 21  危険半円と可航半円　（防災情報機構会長　伊藤和明）　　

●平成の自然災害史 ６ 三陸はるか沖地震　（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　
●考えながら学ぶ違反処理法学 87　（違反処理研究会）
　　
●基本的法令用語の解説―消防法令の規定を題材として ７　（元 消防大学校客員教授　元 茨城大学講師（非常勤）　関　東一）
　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 55
　「災害の物語」「防災の物語」を考えるための例題集（その３）：民間資本による社会資本整備の可能性を考える
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）

●最近の災害（令和元（2019）年６月）



●赤色灯 21　「京都アニメ」放火事件。その恐るべき情報の速さと拡散（四代目　辺里鼓舞太）
●エッセイ・災害と人間と消防と 12　消防の世界に国境はないけれど…
　（エッセイスト 消防ＯＢ・花森こうじ／イラスト・佐藤高穂）
●小隊長の心意気 ９　隙間を埋める　（文・汕羽爽吾／イラスト・貞）
●すべての市民とのコミュニケーションバリアをなくそう！　～聴覚障害を持つ市民が抱えている課題とは～ ３
　耳が聞こえなくて困ること（通報編）と対策方法
　（NPO法人 インフォメーションギャップバスター 理事長　伊藤芳浩）
●城郭と防災　豊臣秀吉と天下人を襲った災害 3（拓殖大学防災教育研究センター長・特任教授　濱口和久）
●安全・安心の窓 76 　秘められた恐怖（防災子）
●一笑びん 30　ある朝（松﨑俊道）
●守り人 88　技術による維持分野　地震学と大森房吉　（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 102　謡曲「道盛」 　（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 №630　　＝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 №135　＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕

●最近の主な通知〈令和元年６月４日～６月28日〉
登載通知＝
・「災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費」及び「離島・ＳＳ過疎地等における石油製品の流通合理
化支援事業費」に関する経済産業省からの協力依頼について（令和元年６月14日付 消防危第62号）

・建築基準法の一部を改正する法律等の施行について（情報提供）（令和元年６月24日付 消防消第81号 消防予第56号）
・小規模建築物を対象とした医療福祉施設、宿泊施設、集客施設等を所管する関係部局との連携について（令和元年６月24日
付 消防予第58号）

・不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令等の公布について（通知）（令和
元年６月28日付 消防予第60号）

・不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整理に関する省令等の公布について（通知）（令和
元年６月28日付 消防危第71号 消防特第34号）

〈カラーグラビア〉
●豊島繊維株式会社工場火災 死者４人、負傷者４人　－６月20日㈭　福井県永平寺町－
●京都市伏見区で発生した爆発火災 死者35人、負傷者34人　－７月18日㈭－
●令和元年安全功労者内閣総理大臣表彰
●令和元年度消防関係総務大臣表彰式（総務省消防庁）
●「消防活動自動二輪車」「消防活動用無人航空機」の運用を開始（名古屋市消防局）
　　　
●国際的なスポーツイベントを控え令和元年度 大規模テロ総合訓練（東京消防庁）
●東北自動車道蓮田ＳＡ防災拠点合同防災訓練（東日本高速道路㈱関東支社）
●高度救助隊 発足式（熊谷市消防本部）
●緊急消防援助隊「NBC災害即応部隊」運用訓練を実施（宮崎市消防局）
●2019第23回ＪＦＦＷ交流会・女性消防吏員誕生50周年記念交流会

〔消防防災の動向〕
●令和元年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰（総務省消防庁）
●第24回防災まちづくり大賞の事例募集を開始（総務省消防庁）
●看護学生ボランティア（Kanazawa-FAST）を発足（金沢市消防局）



●令和元年度消防職員安全衛生管理研修会を開催（一般財団法人 地方公務員安全衛生推進協会）
●防災ゲームDay2019 in そなエリア東京（東京臨海広域防災公園管理センター／一般社団法人 防災教育普及協会）
●第６回ＮＷＨ定例会及び親睦会を開催（一般社団法人 ニューワールドアワーズスポーツ救命協会）
●広報ＯＢ会の集いを開催（東京消防庁広報ＯＢ会事務局）
●いわてＩＣＴ（情報通信技術）フェア2019を開催（三陸防災復興プロジェクト2019実行委員会）
●７月に新たに４消防本部が導入119番緊急通報時３者間多言語通訳サービス（株式会社 グローバルキャスト）
●エルサルバドル共和国へ水槽付き消防自動車を寄贈（株式会社 フルタイムシステム）
●ミュージカル「いのちてんでんこ」東京単独公演開催へ（みんなのしるし合同会社／文化庁）

〈イベント情報〉
●「特定建築物調査員講習」開催へ（一般財団法人 日本建築防災協会） 

〈消防庁新体制〉
●長官に林﨑 理 氏、次長に米澤 健 氏、審議官に 鈴木康幸 氏　　

〈消防人物往来〉
●総務省（令和元年７月４日付、７月５日付、７月19日付）
●総務省消防庁（令和元年６月30日付、７月１日付、７月４日付、７月５日付、７月15日付、７月16日付）
●公益財団法人 日本消防協会（令和元年６月30日付、７月１日付）

〈カラーファイヤートピックス〉
●防火・防災を体験で学ぶ 防災フェスティバル2019を開催（北見地区消防組合消防本部・北海道）
●大学生５名によって完成した 女性消防士募集ポスターを披露（酒田地区広域行政組合消防本部・山形県）
●東京2020大会の選手村内に位置する 臨港消防署新庁舎落成式を開催（東京消防庁臨港消防署・東京都）
●若手職員の基本的技術の習得を図る火災防ぎょ合同訓練を実施（海老名市消防本部・神奈川県）

●多数の外国人の来訪を見込んで英語研修会を開催（駿東伊豆消防本部・静岡県）
●防火・防災意識の向上を目的に女性一日消防士を実施（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●積極的財源確保に向け、引退消防車両をネットオークションで売却（湖南広域消防局・滋賀県）
●消防団の「機動重機部隊」と合同で連携強化訓練を実施（松山市消防局・愛媛県）

〔ファイヤートピックス〕
●震災対応訓練（千葉市消防局・千葉県）
●岐阜県防災航空隊と合同水難救助訓練（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●ガス事業者と合同でガス漏洩事故対応訓練（豊橋市消防本部・愛知県）
●関係機関と集団災害訓練（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●震災警防本部の立ち上げ訓練（豊中市消防局・大阪府）
　　
●いかなる災害にも備えて！泡放射訓練（伊丹市消防局・兵庫県）
●水難事故対応訓練（奈良県広域消防組合消防本部宇陀消防署・奈良県）
●水害による被害を軽減するために（久留米広域消防本部久留米消防署・福岡県）
●蘭越消防後援会から火災予防啓発品の寄贈（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●住警器啓蒙活動（伊勢崎市消防本部伊勢崎消防署・群馬県）
●幼年消防クラブが救助訓練見学会（船橋市消防局・千葉県）
●救急出場減少を目的に救急車適正利用看板設置（松戸市消防局五香消防署・千葉県）



●地域の皆様とともに神田消防署開署90周年（東京消防庁神田消防署・東京都）
●熱中症予防キャンペーン（横浜市消防局南消防署・神奈川県）
●消防キャンペーンマッチで火災予防（磐田市消防本部・静岡県）
　　
●手話出前講座とコミュニケーション研修（福島市消防本部・福島県）
●安全運転講習会（埼玉西部消防局狭山消防署・埼玉県）
●夜間合同立入査察（千葉市消防局・千葉県）
●繁華街の避難経路の一斉立入検査（東京消防庁池袋消防署・東京都）
●社会福祉施設に対する実務講習会（東京消防庁石神井消防署・東京都）
　　
●夜間マニュアル訓練大会（熱海市消防本部・静岡県）
●地域企業の総会等で防火防災に関する講演（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●消防協力者表彰（いわき市消防本部・福島県）
●消防協力者に感謝状（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●林野火災防ぎょ訓練（那珂市消防団第8分団・茨城県）
●消防団員が中学生に心肺蘇生法を指導！（湖南広域消防局北消防署守山市消防団・滋賀県）
●自主防災訓練指導員養成講習会（柏羽藤組合消防団協議会・大阪府）
●少年消防クラブ大会（八女消防本部・福岡県）
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