近代消防
2020 年（令和２年）9 月号№ 718
8 月 11 日発売
●令和元年度救急業務のあり方に関する検討会報告書の概要
（消防庁救急企画室）
●危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務
省令で定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省
令の概要
（消防庁危険物保安室）
●〈全国消防最前線 152〉
磐田市消防本部
総合力 No. 1 を目指して
（編 集 局）
●〈消防団訪問レポート 89〉
磐田市消防団
「家族」「地域」「仲間」の
３つの繋がりを大切に消防団活動を
（編 集 局）
●令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風から半年後
（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）

●糸魚川市大規模火災からの歩み
～３年間の復興まちづくりで実現したこと～
（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）

●地方中小規模消防本部における違反処理の実情
（可茂消防事務組合南消防署）
●被災地ボランティア活動と消防
（東京消防庁目黒消防署 増田孝幸）
●線状降水帯や台風による大雨災害に警戒するポイント
（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）
●即応対処部隊の創設
（東京消防庁警防部即応対処部隊）

●重機（油圧ショベル）操縦取扱い訓練及び
重機を活用した土砂埋没救助訓練
（四日市市消防本部）
●オーストラリアの森林火災と消防団活動（前編）
ムーニー消防団のキャプテン・副キャプテンへの特別インタビュー
（フォトラベラー Yori Hirokawa〈監修〉加藤孝一）
〔その他関連記事〕
●機能別消防分団発足式を実施（宝塚市消防団・宝塚市消防本部）
●第 29 回全国救急隊員シンポジウム一般演題の募集
●「災害情報多言語プレート」の作成（松山市消防局）
●火災による死者ゼロ 2000 日を達成（東京消防庁臨港消防署）
●感染症対策搬送用具の運用を開始－搬送隊員の二次感染防止－（編集局）
●【世界初】火災抑制剤放射器「クイックスプラッシャー据置型」を新発売！（日本ドライケミカル㈱）
●次世代のＣＯ警報器を続々新発売！（新コスモス電機㈱）
●緊急車両の水没対策に「カーパッくん」（製造元：㈲ちふりや工業・販売元：トーハツ㈱）
〔消防防災の動向〕
●警防活動時等における消防職員の安全管理の再徹底を通知（総務省消防庁）
●水難救助訓練等に係る安全管理の徹底を通知（総務省消防庁）
●予防技術検定の実施を公示（総務省消防庁）
●令和２年７月豪雨に係る救助活動等に従事した消防職団員の惨事ストレス対策等を通知（総務省消
防庁）
●火災調査の業務効率化に向けた検討部会を開催（総務省消防庁）
●災害に備えた次世代の衛星通信システムの実証事業を開始（
（一財）自治体衛星通信機構）
●住警器等配付モデル事業実施地区を決定（
（一社）全国消防機器協会）
〔イベント情報〕
●第 31 回アジア消防長協会（イフカ）総会の開催について（アジア消防長協会）
〔消防人事往来〕
●総務省消防庁（令和２年７月１日～ 20 日付）
●危険物保安技術協会（令和２年７月 19 日付）
●消防団員等公務災害補償等共済基金（令和２年７月 19 日付）
●（一財）救急振興財団（令和２年７月 19 日付）
〔消防評論〕
●これからの消防に望むこと
―経験至上主義からの脱却―
（元大阪市消防局長 岡 武男）

こちらから 消防評論の内容を
見ることが出来ます。

〔時の視点〕
●いつもと違う夏
～新型コロナウイルス感染防止から生まれる新しい防災～
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授 山﨑 登）

〔連載〕
●消防倫理マネジメント５
消防リスクマネジメントの企画と実践
（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）

●今さら聞けない資機材の使い方
ホース誤離脱防止リング
（京田辺市消防本部 福井佑都）
●気象災害から学ぶ 140
特別警報の発表基準の変更
（気象予報士（元気象庁） 饒村

曜）

●救急活動事例研究 41
過呼吸症状を主訴とした
非典型的急性心筋梗塞（ＡＭＩ）症例
（戸田市消防本部 須藤達也）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 14
不整脈の心電図 その５ ＱＲＳ幅と期外収縮の診断
（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─ 18
（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 100（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６弾】
コロナ禍における災害対応の可能性と限界
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 33 火災旋風
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 18 岩手・宮城内陸地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年６月）
●ファイヤーダイアリー 2020 104
日常業務の疑問（消防設備士が行うことのできる整備について）
（上萬治己）
●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～【特別寄稿】
稲城市聴覚障害者協会が「救急手話動画ＤＶＤ」を作成

（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）

●赤色灯 33 静岡で倉庫火災。消防隊員３名殉職
（四代目 辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 88

治水は “治国 ”（防災子）

●続・イグアナ・伝吉 青春年報
消防版『三四郎』③
（〈文〉那之津マイク 〈挿絵〉綴込み虎次）
●城郭と防災 33 関宿城と利根川の東遷②
（拓殖大学防災教育研究センター長・特任教授
●一笑びん 42

濱口和久）

腹話術（松﨑俊道）

●守り人 100 開国交渉と林復斎
（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 114
謡曲『錦木』
（荒木慶司）
●昇任試験実力養成講座 No.642 ＝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 No.147 ＝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６月１日～令和２年６月 30 日〉125
・飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について（令和 2 年 6 月 1 日付 事務連絡）
・新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドラインについて（令和２年
６月８日付 府政防第 1239 号 消防災第 108 号 健感発 0608 第１号）
・「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料」（第２版）について（令和２年６
月 10 日付 府政防第 1262 号 消防災第 114 号 健感発 0610 第１号）
・避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ（第１版）について（令和２年
６月 10 日付 府政防第 1263 号 消防災第 115 号 健感発 0610 第２号 観観産第 125 号）
・「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント」動画（第一版）について（令
和２年６月 15 日付 府政防第 1274 号 消防災第 117 号）
・消防防災ヘリコプター操縦士の乗務要件・訓練審査プログラムについて（通知）（令和２年６月 15
日付 消防広第 142 号）
・新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた消防本部の業務継続等のための当面の留意事
項について（令和２年６月 30 日付 消防消第 188 号）

〔カラーグラビア〕
●令和２年７月豪雨による被害状況及び消防活動（熊本県、長崎県、大分県、島根県）死者 82 人、
行方不明者４人、住家被害約１万 7,000 棟
●消防ヘリ「ひばり」を新型機に更新（東京消防庁）

●令和２年度北海道・北東北４道県防災航空隊合同訓練
（青森県防災航空隊）
●女性機動分団発足式（佐世保市消防団）
●新型コロナウイルス感染症疑いを想定 交通救助合同訓練（新潟市消防局）
●消防救助技術交流会を実施 エール～コロナウイルスと闘うすべての人の心に～（上越地域消防局
他）
●活動標示要領訓練・ブリーチング訓練（阿久根地区消防組合消防本部）
●小山市排水ポンプ車実動訓練（小山市消防本部）
●消防車両でシティプロモーション
～消防車や救急車に「さがみん」が登場～（相模原市消防局）
〔カラーファイヤートピックス〕
●近代的な設備と機能を兼ね備えた新たな防災拠点施設２署を運用開始
（北上地区消防組合消防本部・
岩手県）
●技術ならびに知識の向上を目的とした国際消防救助隊登録隊員の訓練を実施（郡山地方広域消防組
合消防本部・福島県）
●新庁舎の屋内訓練施設として「潜水訓練プール」を設置（日立市消防本部・茨城県）
● PR グッズで新型コロナウイルス感染症対策！ 日傘でソーシャルディスタンス（豊橋市消防本部・
愛知県）
●消防力の充実強化と新たな防災拠点として中央消防署を開署（和泉市消防本部・大阪府）
●危険物安全週間の一環として令和２年度危険物特別研修を実施（宝塚市消防本部・兵庫県）
●大水害に備えろ！ 水難救助及びボート操縦訓練を実施（新見市消防本部・岡山県）
●環境にも救命にも活用できる救命サポートエコバッグを作製（長崎市消防局・長崎県）
●消防庁新人事 長官に横田真二氏
〔ファイヤートピックス〕
● 204 名の消防隊員が消防技術を競い合う（埼玉東部消防組合消防局・埼玉県）
●化学機動中隊の訓練効果確認（東京消防庁赤坂消防署・東京都）
●新型コロナウイルス感染症に伴う署長視閲救急訓練（乙訓消防組合消防本部向日消防署・京都府）
●兵庫県消防防災航空隊と合同水難救助訓練（伊丹市消防局・兵庫県）
●防犯ブザーの救急的活用の啓発用動画を公開（桐生市消防本部・群馬県）
●親子でチェック！ たのしく☆はなびを！（柏市消防局旭町消防署・千葉県）
●自宅でキュータくんと一緒に防災訓練！（東京消防庁深川消防署・東京都）
●女性消防士体験型インターンシップ（姶良市消防本部・鹿児島県）
●火災調査リモート研修（松戸市消防局・千葉県）
●警防要員を予防技術資格者に認定（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●予防の知識を現場に活かせ！（泉州南消防組合泉州南広域消防本部・大阪府）
●消防協力者へ感謝状（吉川松伏消防組合消防本部・埼玉県）
●巨人・会田コーチら３名に消防総監感謝状（東京消防庁日本橋消防署・東京都）
●心肺蘇生音声誘導器「レスキューガイド」寄贈（北アルプス広域消防本部・長野県）

雑誌「近代消防 9 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%B2&searchKeywordFlg=1
&intpr=
●楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/search?g=000&sitem=%E8%B
F%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。

