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●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令について
　（消防庁危険物保安室）

●消防法施行規則等の一部を改正する省令の概要
　（消防庁予防課　村田直也）

〈全国消防最前線 147〉
●横浜市港南消防署／横浜市港南消防団
　行政、防災関係団体と地域が一体となり、
　地域防災力、事業所防災力を向上させる！（編 集 局）

●レベルアップした 新・千葉県消防学校で今…
　～初任科第 169 期生の想い～（編 集 局）

●有明広域行政事務組合消防本部・玉名消防署統合庁舎建設事業
　（有明広域行政事務組合消防本部）

●首里城跡火災の対応に見る沖縄県の危機管理の課題
　（政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ）

●令和元年東日本台風災害における被災地域選出国会議員の活動報告
　（衆議院議員（元 内閣府防災担当政務官）　務台俊介）

●火災予防査察と消防団はこれでよいのか
　（元 佐世保市東消防署長　石田良文）

●震災時の「基本行動」を再考してみる ⑷ 自主防災組織：消火班長編
　（い・防災研究所 所長（東京消防庁ＯＢ）　飯村孝一）

●横浜市消防署開設 100 周年記念 横浜消防の近代史（後編）試練を乗り越えて
　（横浜開港資料館調査研究員 博士（歴史学）　吉田律人）

〈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（消防研究センター／消防大学校／日本消防検定協会／（一
財）消防防災科学センター）
●東京消防庁予防部長による特別講演会を開催（津市消防本部）
●地域の無火災を願う「新春火伏祈願」を開催（最上広域市町村圏事務組合消防本部）
●「孤塁 双葉郡消防士たちの３・11」刊行記念トークイベント 地元消防士が初めて語る、福島原発



事故（㈱岩波書店）
●第 24 回「震災対策技術展」横浜
●横浜市南消防署と横浜南郵便局が消防相互応援協力に関する覚書を締結－郵便局の全車両が火災警
戒隊に！－
●女性消防団員の「居酒屋談義」研修会を開催
●大規模災害時の被害軽減を図る戸別訪問（名古屋市消防局）
●第６回名古屋市大学生消防団総会を開催（名古屋市大学生消防団）
●予防技術実務研修会を実施（宝塚市消防本部）

〔時の視点〕
●これからの地震災害に備える（後編）～阪神・淡路大震災から 25 年～
　（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 83　バッグ・バルブ・マスク（留萌消防組合留萌消防署　佐藤悠生）

●救急事例報告 14　24 歳女性くも膜下出血の１例（高砂市消防本部　藤元宏治）

●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 ９　胸痛患者の心電図　確認テスト
　（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 ８（文・長谷川とし子）

●シリーズ・災害の教育訓練と防災交流 ４
　いのちをつなぐ防災と被災者支援（後編）～女性消防官第１期生の秦好子さんの歩みと災害ボラン
ティア活動～
　（本誌特任記者 防災アドバイザー　加藤孝一）

●考えながら学ぶ違反処理法学 95　（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 13
　（元 消防大学校客員教授　元 茨城大学講師（ 非常勤）　関　東一）

●気象災害から学ぶ 135　地球温暖化が進んだ時の台風
　（気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ
【特別編】新型コロナウィルスＣＯＶＩＤ－ 19 の感染防止についての論点整理のために
　（常葉大学社会環境学部准教授　小村隆史）

●災害キーワード 28　スロースリップ現象
（防災情報機構会長　伊藤和明）

●平成の自然災害史 13　新潟県中越地震（その２）
（防災情機構会長　伊藤和明）



●最近の災害（令和２（2020）年１月）
●赤色灯 ＣＯＶＩＤ－ 19 世界に拡散（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 31　こちらがすることに焦点を当てる
　（㈱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～ 10　手話ミニ講座１
　（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 28　武田信玄の領国統治の思想
　（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 83　正しく恐れる（防災子）
●一笑びん 37　イエスマン（松﨑俊道）
●守り人 95　文化の拡張分野　新しい詩と松尾芭蕉
　（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 109　謡曲「兼平」（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 № 637　＝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 № 142　＝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２年１月 14 日～１月 30 日〉
登載通知＝
・消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（令和２年１月 17 日付 消防予第 14 号）
　https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200117_yobou_14.pdf

・「危険物施設における可燃性蒸気の滞留するおそれのある場所に関する運用について」の一部改正
について（令和２年１月 23 日付 消防危第 21 号）
　https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200123_kiho_21.pdf

・新型コロナウイルス感染症への対応について（令和２年１月 28 日付 事務連絡）
　https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200205_kyuuki_03.pdf

〔カラーグラビア〕
●第 28 回全国救急隊員シンポジウム 救急救命の新たなステージに向かって
～杜の都・仙台から未来へのメッセージ～（仙台市消防局／（一財）救急振興財団）
●令和元年度全国メディカルコントロール協議会連絡会（第２回）（総務省消防庁／厚生労働省）
●避難指示区域に指定されている地域の消防防災体制の現状を視察 林﨑理消防庁長官による激励視
察（双葉地方広域市町村圏組合消防本部）
●第３回通信指令シンポジウム～通信指令を次のステージへ～
●県内全消防本部が参加！「かながわ消防」実動訓練
●令和元年度東京消防庁第一消防方面救助救急訓練
● GRIMP JAPAN Rope Rescue Competition 2020
● Rope Rescue Symposium 2020
●第 66 回文化財防火デー全国各地で消防訓練（東京消防庁／姫路市消防局／笠間市消防本部／行田
市消防本部／横浜市南消防署／海老名市消防本部／熱海市消防本部／西春日井広域事務組合消防本部
／大津市消防局／銚子市消防本部／京都市消防局／湖南広域消防局／河内長野市消防本部／奈良県広
域消防組合消防本部）



●１月 20 日は「あいち消防団の日」県内一斉にＰＲ活動を実施（愛知県／（一財）愛知県消防協会）

〔消防防災の動向〕
●Ｇ 20 大阪サミット及びラグビーワールドカップ 2019 消防特別警戒に係る消防庁長官賞状の授与

（総務省消防庁）
●緊急消防援助隊の出動に係る消防庁長官賞状授与及び感謝状の贈呈（総務省消防庁）
●防防災科学技術賞を募集（総務省消防庁）
●令和元年度全国婦人防火連合会総会を開催
●令和元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）
●第 47 回防火防災セミナーを開催（（公社）全国公営住宅火災共済機構）
●令和２年度東京消防庁予算記者会見（東京消防庁）
●消防団上級幹部研修会を開催（東京消防庁消防学校）
●第 34 回消防団員意見発表会を開催（（一社）東京都消防協会）
●東京消防懇話会の新会長に大井久幸元消防総監が就任（東京消防懇話会）
●共同防火管理協議会を開催（柳屋ビルディング㈱）

〔カラーファイヤートピックス〕
●救急隊の現場対応能力の向上を図る令和元年度救急査閲を実施（西入間広域消防組合消防本部・埼
玉県）
●水難救助に係る連携強化を図る３機関合同水難救助訓練を実施（駿東伊豆消防本部・静岡県）
●京アニ火災を受け、消防法令改正に伴い市内のガソリンスタンドを訪問（大津市消防局・滋賀県）
●ドーナツ型検索の手技を確認 プールで基本潜水訓練を実施（高島市消防本部・滋賀県）
●消防車や救急車等の寄贈による貢献からカンボジアから勲章を受章（乙訓消防組合消防本部・京都
府）
●免震構造を採用した川西市消防本部・南消防署合同新庁舎が完成（川西市消防本部・兵庫県）
●警察署と連携した災害時のための救急救命講習を実施（徳島市消防局）
●２県６機関が訓練に参加 トンネル災害合同訓練を実施（久万高原町消防本部・愛媛県）

〔ファイヤートピックス〕
●国宝を守る！　迎賓館赤坂離宮で消防演習（東京消防庁赤坂消防署・東京都）
●電気火災を注意喚起！（東京消防庁深川消防署・東京都）
●取壊し予定の旧市役所別館で救助訓練（高島市消防本部・滋賀県）
●山岳救助訓練（湖南広域消防局中消防署・滋賀県）
●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）

●安全な給油を呼び掛ける（春日部市消防本部・埼玉県）
●救急車適正利用啓発等の懸垂幕を設置（松戸市消防局中央消防署・千葉県）●ふなっしーとコラボ！

（船橋市消防局・千葉県）
●住警器ステッカーで注意喚起！（東京消防庁青梅消防署・東京都）
●放火防止！学生団員確保！横総生は考える！（横浜市消防局南消防署・神奈川県）

●年末年始火災予防運動の実施（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●多言語ポスターで『火の用心』を呼びかけ！（大津市消防局・滋賀県）
●年末年始を無事に！（宇治市消防本部・京都府）
●高齢者社会福祉施設の防火安全講習会（五城目町消防本部・秋田県）
●安全運転講習会（埼玉西部消防局狭山消防署・埼玉県）



●機関員講習会（千葉市消防局・千葉県）
●戸別訪問で家庭の防災力を高める（名古屋市消防局・愛知県）
●火災救助訓練（甲賀広域行政組合消防本部湖南中央消防署・滋賀県）
●通信指令員を対象に特別教育「通信指令科」（兵庫県消防学校・兵庫県）
●消防救助技術大会に向けた研修会（筑紫野太宰府消防組合消防本部・福岡県）

●消防用設備等研修会（宇城広域連合消防本部・熊本県）
●駅周辺の雑居ビルに対する夜間特別査察（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部・埼玉県）
●消防・警察合同による夜間特別査察（比企広域消防本部・埼玉県）
●歳末特別査察（松戸市消防局・千葉県）
●歳末特別立入検査（熱海市消防本部・静岡県）

●無通告による夜間特別査察を実施（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●高速道路サービスエリアで年末特別巡視（宝塚市消防本部・兵庫県）
●消防長特別巡視及び防火査察（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●勇気ある行動に感謝（常滑市消防本部・愛知県）
●消防協力者へ感謝状（奈良県広域消防組合消防本部桜井消防署・奈良県）

●中学校・高等学校部会合同研修会（八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部・青森県）
●入間市消防少年団防火祈願餅つき大会（埼玉西部消防局・埼玉県）
●隣接消防連絡協議会研修会（吉川松伏消防組合消防本部・埼玉県）
●地元企業を消防団協力事業所に認定（湖南広域消防局・滋賀県）

雑誌「近代消防 4 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
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