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●年頭の辞（消防庁長官　林﨑　理）
　　　
●心肺蘇生を望まない傷病者への対応について　－ＡＣＰに基
づく傷病者の意思を尊重するために－
　（東京消防庁救急管理課）
　　
●高円寺南雑居ビル火災から 10 年　　繁華街地域の防火安全
対策の取組
　（東京消防庁杉並消防署予防課査察係）　　　
　　　
　　　　

〈全国消防最前線 145〉

●松戸市消防局 誇りと自信を持って市民を守る（編 集 局）

●火災原因調査実習研修会 ～火災原因調査技術の向上を目指して～
　（福井市消防局予防課）

●第 22 回ヨーロッパ青少年消防オリンピック派遣事業
　（公益財団法人 日本消防協会 国際部（那須地区消防本部派遣）　大金孝行）
　　
●横浜市消防署開設 100 周年記念　　横浜消防の近代史（前編）二つの消防組織
　（横浜開港資料館調査研究員 博士（歴史学）　吉田律人）
　　
●予測不能な大地震に備えて！　先生、生徒による災害避難者への初期対応及び災害想定訓練
　（和泉市消防本部）
　　
●令和元年台風第 19 号の被災地を視察して

　※「令和元年東日本台風」について
　（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）

　　
●震災時の「基本行動」を再考してみる （３）自主防災組織：避難誘導班長編
　（い・防災研究所 所長（東京消防庁ＯＢ）　飯村孝一）



〈その他関連記事〉

● GRIMP JAPAN 2020 Rope Rescue Competition 開催へ
●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で川崎市の扇島地区共同防災協議会が
最優秀賞受賞！
　（総務省消防庁）
●救命講習や救急フェアなどのイベントで活用！救急普及啓発広報車を寄贈
　（（一財）救急振興財団）

〈消防評論〉
●阪神・淡路大震災から四半世紀
　（常葉大学大学院環境防災研究科 教授　重川希志依）　

〈時の視点〉
●令和元年台風第 19 号 みえてきた課題

～ハードとソフトの新たなベストミックスを考える～

　（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 81
チェンソー

　（入間東部地区事務組合消防本部東消防署　神田順一）

●消防組織マネジメント ９
消防組織の７Ｓ （７）共通の価値観（Shared value）

　（（一社）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 35
15 回の除細動と約 1 時間の胸骨圧迫を要し、社会復帰した難治性心室細動の１例

　（十日町地域消防本部　玉田正樹）

●気象災害から学ぶ 133　亜熱帯低気圧
　（気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）

●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 ７
胸痛患者の心電図　労作狭心症（重症のもの）

　（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 ６
　（文・長谷川とし子）

こちらから 消防評論の内容を

見ることが出来ます。

https://www.ff-inc.co.jp/pdf/zassi/hyol/0202_hy.pdf


●考えながら学ぶ違反処理法学 93
　（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 12
　（元 消防大学校客員教授　元 茨城大学講師（非常勤）　関　東一）
　　
●ファイヤーダイアリー 2020 102
　「消防いじめ」で自死まで考えた小僧の回想顛末記
　（文・伊海健介／イラスト・貞）
　　　
●最近の災害（令和元（2019）年 11 月）
　　
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 60
　「災害の物語」「防災の物語」を考えるための例題集（その８）：
　阪神・淡路大震災 25 周年と地震防災の「いろはのい」の再確認
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）
　　
●災害キーワード 26 地表地震断層

（防災情報機構会長　伊藤和明）
　　
●平成の自然災害史 11 東海豪雨

（防災情報機構会長　伊藤和明）

●赤色灯 26 梅は咲いたか……桜は……まだですか！
　（四代目　辺里鼓舞太）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 27
　求められるパートナーとしての視点
　（㈱エンパワー 21　能勢みゆき）
●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～ ８
　消防隊員が知っておくべき「耳が聞こえないこと」について（３）
　（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）
●エッセイ・災害と人間と消防と 15
　元消防職員という生き方・暮らし方
　（エッセイスト 消防ＯＢ　花森こうじ／イラスト · 佐藤高穂）
●城郭と防災 26　島原半島と雲仙普賢岳の噴火
　（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 81　見過ごせない誤解（防災子）
●一笑びん 35　タイムマシン（松﨑俊道）
●守り人 93　制度による拡張分野　国際的対等と陸奥宗光
　（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 107　謡曲「巻絹」
　（荒木慶司）

 ●昇任試験実力養成講座 № 635
　＝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 № 140
　＝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 10 月１日～ 10 月 31 日〉
登載通知＝

・「平成 30 年度救急業務のあり方に関する検討会傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の
実施に関する検討部会」報告書について（通知）（令和元年 11 月８日付 消防救第 205 号）
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/191122_kyuuki_01.pdf

 
〔カラーグラビア〕

●令和元年度 全国消防団員意見発表会、消防団等地域活動表彰式、消防庁消防団協力事業所表示証
交付式（総務省消防庁）
●第 22 回全国消防救助シンポジウム 救助活動能力の向上に向けた効率的かつ効果的な教育訓練（総
務省消防庁）
●消防ふれあいフェスティバル（最上広域市町村圏事務組合消防本部）
●「近代消防」誌が選ぶ 2019 年消防重大ニュース
・能代山本広域市町村圏組合能代消防署・消防職員殉職事故、東京消防庁八王子消防署・消防職員殉
職事故
・緊急消防援助隊の編成等に係る基本計画を改定
・徳島県土砂・風水害機動支援部隊発足
・プラント保安分野におけるドローンの活用に係るガイドラインと活用事例集を公表
・東京消防庁新宿消防署機動査察隊発足
・ノートルダム大聖堂で火災
・消火器点検アプリの本格運用開始
・東京消防庁統合機動部隊運用開始
・東京消防庁デイタイム救急小隊発隊
・消防ロボットシステムによる特殊装備小隊を発足
・Ｇ 20 大阪サミット消防特別警戒
・京都アニメーション放火火災
・令和元年台風第 15 号、令和元年台風第 19 号
・消防防災ヘリコプターの運航基準を制定
・沖縄県那覇市首里城跡火災、白川郷の倉庫２棟等が全焼
・心肺蘇生を望まない傷病者への対応を開始

〔消防防災の動向〕

●令和元年度全国消防団員意見発表会、消防団等地域活動表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証
交付式を開催（総務省消防庁）
●第４回予防業務優良事例表彰の事例を募集（総務省消防庁）
●消防団の組織概要等に関する調査の結果を公表（平成 31 年４月１日現在）（総務省消防庁）
●映画「仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション 」とタイアップした少年消防クラブ
員募集ポスターを作成（総務省消防庁）



●令和元年秋の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●第 33 回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）
●令和元年秋の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）
●令和元年度 気象研究所研究成果発表会を開催（気象庁 気象研究所）
●第 36 回赤穂義士追善供養を開催（（公財）日本消防協会）
●令和元年度全国自主防災組織リーダー研修会を開催（（一財）日本防火・防災協会）
●歩きスマホ等に係る事故を集計（東京消防庁）
●令和元年度「東京都一斉帰宅抑制推進企業」を認定（東京都）
●第 100 回救急活動事後事例研究会を開催（埼玉西部消防局〉
●学生ボランティア研修会を開催（警視庁）
●君津市消防本部が優勝！第７回全国消防職員剣道大会を開催（全国消防職員剣道大会事務局）
●消防署のことがすべてわかる「消防署図鑑」を発売（㈱金の星社）

〔 イベント情報〕

●気候講演会「海と気候変動～海が異常気象を引き起こす？～」を開催へ（気象庁）

〔 消防人事往来〕

●東京消防庁（令和元年 12 月 26 日付）

　　　　　　
〔カラーファイヤートピックス〕

●消防士になるうえでの不安や心配事を解消職員採用試験合格者懇談会を実施
　（石橋地区消防組合消防本部・栃木県）
●テロ災害発生時等の被害を最小限に！官民合同のテロ対処訓練を実施
　（草加八潮消防局・埼玉県）
●泡放射未経験の機関員を対象にした泡消火放水訓練を実施
　（海老名市消防本部・神奈川）
●消防防災関係者が一堂に会し相互の活動を確認 愛知県消防連合フェアを開催

（愛知県・名古屋市・愛知県消防協会）
●滋賀県栗東市出身の漫画家・森田まさのり氏から消防士の活躍を描いた画の寄贈
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●歌と音楽で火の取扱いに対する意識を深める幼年消防南丹船井地区大会を開催
　（京都中部広域消防組合消防本部・京都府）
●ドローンによる空撮、情報収集活動も！災害救助犬と山岳救助訓練を実施
　（神戸市消防局・兵庫県）
●利用者の安全、店舗関係者の防火意識を図る 県下職員と夜間立入検査を実施
　（岡山市消防局・岡山県）

 

 



〈ファイヤートピックス〉

●気動車を使用した他機関との合同訓練
　（稲敷広域消防本部龍ケ崎消防署・茨城県）
●緊急退避要領訓練
　（入間東部地区事務組合消防本部・埼玉県）
●東京 2020 大会を控え合同爆弾テロ災害訓練
　（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部朝霞消防署・埼玉県）
●多数傷病者を想定した大隊連携訓練
　（船橋市消防局北消防署・千葉県）
●小型移動式クレーンと玉掛けの訓練
　（熱海市消防本部・静岡県）
●滋賀県建設業協会湖南支部との連携訓練
　（湖南広域消防局・滋賀県）
●養父市関宮地区密集地で火災防ぎょ訓練
　（南但消防本部・兵庫県）
●高速道路事故対応合同訓練
　（松山市消防局南消防署・愛媛県）
●金澤翔子氏の書による火の用心のぼり旗を作成
　（いわき市消防本部・福島県）
●消防・救急フェア 2019
　（藤沢市消防局・神奈川県）
●市制 60 周年記念事業救急フェア
　（大和市消防本部・神奈川県）
●女性消防士に興味のない学生へアプローチ
　（豊橋市消防本部・愛知県）
●Ｐｕｓｈ！ × ３ひろめよう救急の輪
　（川西市消防本部・大阪府）
●次世代の救急救命育成プロジェクトを推進
　（徳島市消防局・徳島県）
●仮想現実（VR）を活用した防災学習
　（熊本市消防局・熊本県）
●救急現場に必要な接遇研修会
　（青森県消防学校・青森県）
●火災原因調査研修会（火災調査と訴訟）
　（千葉市消防局・千葉県）
●海上保安庁職員による教養
　（東京消防庁臨港消防署・東京都）
●４つの視点で繁華街査察
　（東京消防庁練馬消防署・東京都）
●先手を打つ広報を学ぶ報道対応研修会
　（大津市消防局・滋賀県）
●女性消防吏員ハラスメント防止セミナー
　（知多市消防本部・愛知県）
●夜間特別査察
　（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）



●聴覚障害者対象の普通救命講習会
　（西春日井広域事務組合消防本部・愛知県）
●消防職員手話研修会
　（名西消防組合消防本部・徳島県）
●女性消防職員から愛媛県消防長会長へ提言
　（愛媛県消防長会・愛媛県）
●消防法第５条の３物件の除去命令想定訓練
　（筑紫野太宰府消防組合消防本部・福岡県）
●消防協力者へ感謝状贈呈
　（久留米広域消防本部・福岡県）
●自分たちの地域を守る！消防団特別点検
　（草加市消防団・埼玉県）
●河川決壊時の活動を学ぶ
　（松戸市消防局大金平消防署、松戸市消防団大金平方面隊・千葉県）
●遠距離送水訓練
　（横浜市消防局南消防署、横浜市南消防団・神奈川県）
●新たな伝統づくり！纒の新調披露
　（大分市消防団・大分県）

雑誌「近代消防 2 月号」は、お近くの書店に注文するほか、

●コンビニエンス受け取りサービス（７Net ）
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B
2&searchKeywordFlg=1&intpr=

●楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/search?g=000&sitem=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%
E9%98%B2&l-id=top-pc-searchbox&x=0

●Ａｍａｚｏｎ　
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_
ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss

● honto（書店通販サイト）
https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.
html?srchf=1&tbty=0

からもお取り寄せいただけます。

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1&intpr=
https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&g=000&l-id=pc-search-box
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.html?srchf=1&tbty=0

