近代消防
2020 年（令和２年）6 月号 № 715
5 月 13 日発売
●令和２年度消防庁予算の概要
（消防庁総務課会計第一係長 野村亮太）
〈全国消防最前線 149〉
●東近江行政組合消防本部
組合消防発足 50 年に向け更なる前進、発展を
（編 集 局）
〈消防団訪問レポート 〉
●近江八幡市消防団
近江八幡市消防団の伝統的に培われた自助・共助の力
（編 集 局）
●令和元年度河内町航空機事故対応図上訓練
～航空機事故対策を強化～
（稲敷広域消防本部）
●「避難行動の五段階」論
（元東北福祉大学兼任講師

後藤一蔵）

●震災時の「基本行動」を再考してみる
⑹ 自主防災組織：会長（本部長）・庶務班長編
（い・防災研究所所長（東京消防庁ＯＢ） 飯村孝一）
●全国初 一般財団法人 救急振興財団救急救命九州研修所と合同救急技術研修会を開催
（西条市消防本部警防課）
●地域防災力の中核となる消防団員を対象に
「地域防災訓練指導員」養成講習会
（八女消防本部（署）広川分署）
●車両走行時の振動等による胸骨圧迫への影響に関する検証
（東京消防庁消防技術安全所活動安全課）
●名古屋市南区の文化財を火災から守ろう
（名古屋市南消防署予防課）
●大川小学校津波被害に係る最高裁決定を受けて
（元佐世保市東消防署長 石田良文）

〈その他関連記事〉
●「明日の防災に活かす災害の歴史」全５巻発刊（ＮＰＯ法人防災情報機構会長・伊藤和明／監修）
●「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
●火災による死者ゼロ 17,000 日達成更新中（東京消防庁丸の内消防署）
●足利市消防団初 機能別学生消防団員から基本団員へ！（足利市消防団）
●マスク事業に再参入した浜口ウレタン㈱が医療用サージカルマスク４万枚を寄附（編集局）
〔消防防災の動向〕
●「消防大学校 60 年のあゆみ」を刊行（総務省消防庁消防大学校）
●消毒用アルコール等による火災の危険性を広報（東京消防庁）
●新型コロナウイルス感染症予防を動画で発信（能美市消防本部）
●「教材 わかりやすいシリーズ」の令和２年版２点を発行（
（一財）自治研修協会）
●高性能型消火器公開消火実験における配布予定資料を公開（
（一社）日本消火器工業会）
● 2020 年度全国統一防火標語を決定し防火ポスターを制作（
（一社）日本損害保険協会）
〔イベント情報〕
●「特定建築物調査員講習」開催へ（（一財）日本建築防災協会）
〔消防人事往来〕
●総務省消防庁／全国消防長会／日本消防検定協会（以上、令和２年４月１日付）
〔事務所の仮移転〕
●消防団員等公務災害補償等共済基金
〔主要行事の開催中止〕
●第 72 回全国消防長会総会／第 49 回全国消防救助技術大会他
〔消防評論〕
●都市伝説とフェイクニュース
～消防関係者もしつこく発信を繰り返すべき～
（東京理科大学総合研究院教授／博士（工学） 小林恭一）
〔時の視点〕
●新型コロナと危機管理
～自然災害の対策にも通じる考え方～
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所

山﨑

登）

〔連載〕
●消防倫理マネジメント２
消防におけるコンプライアンス違反事例と結果
（（一社）日本防災教育訓練センター代表理事 サニーカミヤ）
●シリーズ・世界の消防人たち１
アラン・バージェス消防団長、アシュバートン消防団とともに半世紀

（マーク・バージェス 〈監修と翻訳〉加藤孝一）
●今さら聞けない資機材の使い方 85 検眼ライト
（留萌消防組合留萌消防署 松尾大輔）
●気象災害から学ぶ 137 「相対湿度」「湿数」「全体湿度」
（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）
●救急活動事例研究 38 車椅子を活用した傷病者搬送
（松江市消防本部 満田一樹）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 11
不整脈の心電図 その２ 心房粗動
（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）

●基本的法令用語の解説─消防法令の規定を題材として─ 15
（元 消防大学校客員教授 元 茨城大学講師（非常勤） 関 東一）
●考えながら学ぶ違反処理法学 97
（違反処理研究会）
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ
【新型コロナ禍を考える特別編第３弾】
非常事態宣言の３か月を見据えつつ
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 30 山体崩壊
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 15 福岡西方沖地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年３月）
●赤色灯 30 恐るべし……COVID‐19。その教訓は！（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！ 54 ～聴覚障害を持つ市民が抱えている
課題とは～ 手話ミニ講座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）
●あなたを活かす接遇コミュニケーション 32
有事の時こそコミュニケーションが試される！？
（㈱エンパワー 21 能勢みゆき）
●安全・安心の窓 正しく恐れるⅢ 防災子
●城郭と防災 30 藤堂高虎の処世術と築城の名手としての顔
（拓殖大学防災教育研究センター長・特任教授 濱口和久）
●一笑びん 39 誕生祝（松﨑俊道）
●守り人 97 惑星の運行とコペルニクス
（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 111

謡曲『船橋』
（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 № 639 ＝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 № 144 ＝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３月１日～令和２年３月 31 日〉
・容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について（令和２年３月 11 日付 消
防危第 60 号）
・指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る火災予防条例（例）の運用について（令
和２年３月 17 日付 消防危第 71 号）
・消毒用アルコールの安全な取扱い等について（令和２年３月 18 日付 消防危第 77 号）
・「国宝・重要文化財（建造物）等に対応した防火訓練マニュアル」について（通知）（令和２年３月
24 日付 消防予第 67 号）
・救急隊における観察・処置等について（通知）
（令和２年３月 27 日付 消防救第 83 号）
・119 番通報時及び救急現場における緊急度判定の導入の推進について（令和２年３月 27 日付 消防
救第 84 号）
・屋外貯蔵タンクの浮き屋根の安全対策について（令和２年３月 27 日付 消防危第 84 号）
・顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用について（令和
２年３月 27 日付 消防危第 87 号）
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律等について（令和２年３
月 31 日付 消防消第 101 号）
〔カラーグラビア〕
●熊本地震から 4 年 熊本地震犠牲者追悼式－（熊本県）
●ファーストエイドチーム創設（東京消防庁）
●即応対処部隊運用開始（東京消防庁）
●川口市特別高度救助隊発足（川口市消防局）
●中型水陸両用車と搬送車を配備（大崎地域広域行政事務組合消防本部）
●中型水陸両用車活動開始（豊橋市消防本部）
●水陸両用の緊急消防援助隊車両を導入（宇城広域連合消防本部）
●スリランカ空軍消防への消防救助技術指導（羽島市消防本部）
●重機習熟訓練を実施（船橋市消防局）
●陸上自衛隊・消防機関合同林野火災防ぎょ訓練（松山市消防局）
●消防救急艇「はるかぜ」導入に伴う警防特別訓練（東近江行政組合消防本部）
〔カラーファイヤートピックス〕
●福島県内 12 本部で初めて予防技術資格者章の貸与を開始（須賀川地方広域消防組合消防本部・福
島県）
●台風接近から大規模浸水被害の終息までを想定 令和元年度警防演習を実施（埼玉県央広域消防本
部）
●都民の安全・安心の確保を目標として有明体操競技場が優マークを取得（東京消防庁深川消防署）
●チームの団結力、規律、士気を披露 令和元年度消防長査閲訓練を実施（常滑市消防本部・愛知県）
●火災予防の専門家であることを証する予防技術資格認定者の紋章授与式を実施（湖南広域消防局・
滋賀県）
●通信指令員の技術向上を図る指令シミュレーション訓練を実施（加古川市消防本部・兵庫県）
●消火のスペシャリスト専門部隊 番町特別消火隊を発隊（岡山市消防局）

●「安心・安全のまちとくしま」を目指して日勤救急隊（DSAT）を配置（徳島市消防局）
〔ファイヤートピックス〕
●国際消防救助隊・埼玉県警察機動隊合同訓練
（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部・埼玉県）
●ＮＢＣ災害多数傷病者対応訓練（吉川松伏消防組合消防本部・埼玉県）
●消防活動の安全性・確実性・迅速性を競う（船橋市消防局・千葉県）
●工場内で薬剤が流出！ 要救助者を救出せよ（船橋市消防局東消防署・千葉県）
●延べ 50 名の職員が参加・チェンソー取扱い訓練（熱海市消防本部・静岡県）
● 1 年を振り返る全署合同救急救命士訓練（上伊那広域消防本部・長野県）
●安全管理の再徹底を確認 救助技術発表会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●若手職員を育成 特殊災害対応訓練（湖南広域消防局中消防署・滋賀県）
●無差別殺傷を想定した集団救急事故訓練（久留米広域消防本部久留米消防署・福岡県）
●火災予防普及啓発ポスターを作成（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部・埼玉県）
●小学生の「はてな？」を消防士が解決！（東京消防庁多摩消防署・東京都）
●手作り横断幕を製作（小田原市消防本部足柄消防署中井出張所・神奈川県）
●地元に届け！小学生の声で山火事予防巡回広報（豊橋市消防本部・愛知県）
●建築現場に火災防止の広報看板掲出（泉州南広域消防本部・大阪府）
●大相撲力士に基礎救命講習を実施（尼崎市消防局・兵庫県）
●王子ヶ浜少年消防クラブが総務大臣賞を受賞（新宮市消防本部・和歌山県）
●防火ポスター受賞作品をゴミ収集車に掲示（八女消防本部・福岡県）
●管理職員向けコンプライアンス研修（千葉市消防局・千葉県）
● 12 隊目の救急隊が発隊（松戸市消防局・千葉県）
● IRB（救助用ボート）講習会（市川市消防局・千葉県）
●救助出動事案研修会（衣浦東部広域連合消防局安城消防署・愛知県）
●消防研究会を開催（湖南広域消防局・滋賀県）
●ごみ収集車取扱い研修（豊中市消防局・大阪府）
●防災ゼミナール（奈良県広域消防組合消防本部・奈良県）
●命を救った！（西入間広域消防組合消防本部・埼玉県）
●快挙！ 2 年度連続 総務大臣感謝状受賞（横浜市消防局 横浜市南消防団・神奈川県）
●消防協力者感謝状贈呈（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●連携プレーで被害を最小限に（久留米広域消防本部三井消防署・福岡県）
●ロードレース大会で救命のリレー（久留米広域消防本部浮羽消防署・福岡県）

雑誌「近代消防 6 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。

