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●令和元年版 救急・救助の現況〈概要〉
　（消防庁救急企画室／参事官室／広域応援室）

〈全国消防最前線 148〉
●海老名市消防本部　向き不向きより、前向きに
　（編 集 局）

〈消防団訪問レポート 〉
●海老名市消防団

資機材の充実と習熟訓練の徹底を図り 市民の負託に応える
　（編 集 局）

●知っておきたい　マスコミではあまり取り上げられない
新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ ‐ 19）情報

　（旭川医療センター病理診断課　玉川進）

●福島県・滋賀県の消防士有志が重機講習会を開催
　（ＤＲＴ ‐ ＪＡＰＡＮ三重 代表　山本俊太）

● 震災時の「基本行動」を再考してみる
⑸ 自主防災組織：給食・給水班長編

　（い・防災研究所 所長（東京消防庁ＯＢ）　飯村孝一）

●組織で守る －今こそ心のケアを－
　（和泉市消防本部　田中敦也）

●現場を追求した若手育成の競技会
常滑市消防本部警防技術競技会を開催

　（常滑市消防本部）

●災害用ドローンと折り畳み式電動四輪車の検証を実施
　（緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練千葉県実行委員会）

● “ このまちいいな ”「救命力世界一宣言」10 周年記念
～消防出初式で一斉ＣＰＲ訓練と新たな取り組み～
　（豊中市消防局）



〈その他関連記事〉
●東京消防庁即応対処部隊にウレタンボートを配備
●三重県消防学校中級幹部科生に「居酒屋談義」で研修
●救急現場活動想定訓練・指導救命士活動報告・特別教育講演を実施（稲敷広域消防本部）
●ＤＶＤ「火事から自分の身を守る　生きぬくためのリスクウォッチ」を発売（東映㈱教育映像部）
●ドア開放を中心に 各種ガラス破壊の訓練講習会を開催（消防活動研究会）
●キッズ消防隊が大活躍する絵本 みんな森の仲間とオオカミのサイレン

～横浜市消防局が絵本を刊行　書店等で販売～
●消防職員倫理研修を実施～一瞬で全てを失う不祥事を起こさないために～（君津市消防本部）
●警察と消防の女性職員が技術交流会を開催（愛媛県消防長会）
●平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の被害状況（令和 2 年 3 月 1 日現在）
●長谷部義雄元東京消防庁次長が逝去（編集局）

〔消防防災の動向 P.62〕 令和 2 年度事業計画・収支予算を中心に評議員会を開催（（公財）日本消防協会）
／令和 2 年度事業説明会を開催（（一財）日本消防設備安全センタ
ー）／心肺蘇生を望まない傷病者への対応の実施状況について（東京消防庁）／認定通報事業者制度
を創設し、12 事業者に認定証を交付（東京消防庁）／有賀雄一郎元東
京消防庁次長を講師に職員研修会を開催（田辺市消防本部）／事前対策と事後対応セミナーを開催（（公
社）東京ビルメンテナンス協会／一般公開の開催中止（消防研究セン
ター、消防大学校、日本消防検定協会、一般財団法人消防防災科学センター）〔イベント情報 P.63〕 「防
火設備検査員講習」（学科講習）開催へ（（一残）日本建築防災
協会）〔消防人事往来 P.64〕 東京消防庁 〔Fire Topics P.118〕 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本
部／伊勢崎市消防本部伊勢崎消防署／埼玉東部消防組合消防
局／三郷市消防本部／千葉県消防長会／千葉市消防局／君津市消防本部／東京消防庁（深川消防署、
小岩消防署、練馬消防署、小金井消防署）／赤羽消防団第七分団／
横浜市南消防団／相模原市消防局／相模原市消防団南方面隊第 4 分団／大垣消防組合消防本部／熱
海市消防本部／衣浦東部広域連合消防局／湖南広域消防局／大津市消
防局／河内長野市消防本部／伊丹市消防局／尼崎市消防局（北消防署）／西宮市消防局鳴尾消防署／
宝塚市消防本部／奈良県広域消防組合消防本部／高松市消防本部／
久万高原町消防本部／久留米広域消防本部久留米消防署／長崎市消防局

〔消防評論〕
●大規模停電に備えた非常用電源の確保
　（一般財団法人 自治体衛星通信機構 理事長　久保信保）

〔時の視点〕
●これからの防災教育を考える～社会の防災意識を高めるために～
　（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

〔連載〕
●〈新連載〉消防倫理マネジメント １　消防倫理教育が必要な背景と本質（（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 84　ウォータージャケット、ウォーターチャージャー（真庭市消
防本部真庭消防署　金子宏典・頭山翔一）

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/0205_hy.pdf


●救急活動事例研究 37
状況評価の大切さを再認識させられた感電自殺の一例（彦根市消防本部　左近上卓）

●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 10
不整脈の心電図　その 1 心房細動（上尾中央綜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 ９〈最終回〉（長谷川とし子）

●エッセイ・災害と人間と消防と 16　大隊長の胸の内…修羅場の緊張感と消防活動
～幾多の「災害現場」は消防の戦場だった～（エッセイスト／消防ＯＢ 花森こうじ　〈イラスト〉

佐藤高穂）

●考えながら学ぶ違反処理法学 96（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─⑭（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 136　二重偏波気象レーダー（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　【特別編その２】 新型コロナウイルス
COVID‐19 の感染防止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 29　遠地津波（防災情報機構 会長　伊藤和明）

●平成の自然災害史 14　2004 年新潟・福島豪雨（防災情報機構 会長　伊藤和明）

●最近の災害（令和２（2020）年２月）
●赤色灯 29　COVID‐19。防疫・防災・防犯は自助・共助！（四代目　辺里鼓舞太）
●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～ 11　手話ミニ講座２（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 29　武田信玄の治水対策（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 　正しく恐れるⅡ（防災子）
●一笑びん 38　秘訣（松﨑俊道）
●守り人 96　大国の安定とイヴァン３世（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 110 　謡曲『源氏供養』（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 № 638　＝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 № 143 135　＝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２年２月３日～令和２年２月 28 日〉
登載通知＝
・給油取扱所における容器の詰替えに係る法令遵守の徹底等について（令和２年２月 14 日付 消防危
第 37 号）
・危険物取扱者免状及び消防設備士免状における旧姓記載等の運用について（令和２年２月 18 日付
消防予第 40 号消防危第 36 号）



・建築基準法第 27 条第 1 項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件等の施行に
ついて（情報提供）（令和２年２月 26 日付 消防消第 44 号 消防予第 50 号）
・新型コロナウイルス感染症に係る消防機関と保健所等との連絡体制の構築等について（令和２年２
月 28 日付 事務連絡）

〔カラーグラビア
●新型コロナウイルス感染症拡大に対応（東京消防庁）
●東日本大震災・総理大臣官邸献花式（総理大臣官邸）
●令和２年春季全国火災予防運動 全国各地で多彩な取組
●第 24 回防災まちづくり大賞表彰式（総務省消防庁／（一財））日本防火・防災協会）
●消防防災ヘリコプター「アルプス」墜落事故から 3 年 長野県消防防災航空隊殉職者三周年追悼式

（長野県・長野県消防協会）
●塵芥車における災害に対応するための訓練（伊奈町消防本部）
●令和元年度山林火災防ぎょ訓練（深谷市消防本部　PRIDE Ⅲ）
●交通事故救助訓練（羽島市消防本部）
●県内初！　緊急消防援助隊等のハイブリッド型受援訓練（和歌山市消防局）
●全国初の新型遠距離大量送水システム車を配備（双葉地方広域市町
村圏組合消防本部）
●新消防艇「かわさき」就役（川崎市消防局）

〔カラーファイヤートピックス〕
●秋田県の県南地区消防長会主催の女性消防職員懇談会を開催（大曲仙北広域市町村圏組合消防本部・
秋田県）
●消防広報に関することを含む協定を埼玉東部ヤクルト販売㈱と締結（越谷市消防本部・埼玉県）
●廃車車両から一部装備品を再利用 新ちびっこ消防車寄贈伝達式を開催（成田市消防本部・千葉県）
●適切な点検技術と運転技術を習得する安全運転技能講習会を開催（上野原市消防本部・山梨県）
●災害状況の把握と適切な部隊運用の確立を図る地震等大規模災害図上訓練を実施（近江行政組合消
防本部・滋賀県）
●市民の信頼に応える「力強く優しい消防」を体現！　アームレスリング世界大会で第３位に！（枚
方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●歴史上の人物による「走る広告塔」全面ラッピング公用車を運用（姫路市消防局・兵庫県）
●災害現場へ先行して初期対応を実施　消防バイク先行（隊発足式を実施名西消防組合消防本部・徳
島県）

〔ファイヤートピックス〕
●ＪＲ君津駅にて合同訓練（君津市消防本部・千葉県）
●ダム保有資機材を使った水難救助合同訓練（河内長野市消防本部・大阪府）
●香川県下消防本部合同で第１回警防技術指導会（高松市消防局・香川県）
●巨大地震に備え救助訓練（久万高原町消防本部・愛媛県）
●久留米市内の関係機関が合同訓練（久留米広域消防本部久留米消防署・福岡県）
●中学生が地域全体の安全安心を呼びかけ（東京消防庁深川消防署・東京都）
●営業用給油取扱所に対し保安対策指導等を実施（東京消防庁小岩消防署・東京都）
●よく見て比べて、間違いを探そう！（東京消防庁練馬消防署・東京都）
●駐日ポーランド大使館次席が消防体験！（東京消防庁小金井消防署・東京都）
●消防音楽隊による演奏会（啓発活動）（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●風水害対応図上訓練ＤＩＧ（伊勢崎市消防本部伊勢崎消防署・群馬県）



●水害対応研修会に 583 名の職員が参加（埼玉東部消防組合消防局・埼玉県）
●職員が講師となって手話講習会（三郷市消防本部・埼玉県）
●火災調査研究発表会（千葉県消防長会・千葉県）
●違反処理事例発表会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●上級救命講習会開催（熱海市消防本部・静岡県）
●消防職員意見発表会（湖南広域消防局・滋賀県）
●国際消防救助隊員の語学力向上訓練（湖南広域消防局／大津市消防局・滋賀県）
●尼崎市・伊丹市合同で救急隊員教育（尼崎市消防局／伊丹市消防局・兵庫県）
●電気に関する基礎知識研修（西宮市消防局鳴尾消防署・兵庫県）
●違反処理（告発）研修（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●長崎稲佐山スロープカー警防調査（長崎市消防局・長崎県）
●感謝状贈呈（尼崎市消防局北消防署・兵庫県）
●応急手当普及員に感謝状を授与（宝塚市消防本部・兵庫県）
●幼年消防クラブ指導者研修会（八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部・青森県）
●可搬式消防ポンプの操作訓練と放水訓練を実施（赤羽消防団第七分団・東京都）
●横浜市南消防団が発足 10 周年（横浜市南消防団・神奈川県）
●消防団員募集に伴う横断幕の作成（相模原市消防局南消防署／相模原市消防団南方面隊第４分団・
神奈川県）
●防火防災リーダー講習会（湖南広域消防局・滋賀県）

雑誌「近代消防 5 月号」は、お近くの書店に注文するほか、
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