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●〈全国消防最前 154〉
ＧＲＩＭＰ ＪＡＰＡＮ　日本のロープレスキューの未来へ！
～総社市消防本部・林田章宏消防司令補に聞く～

  （編 集 局）

●被災地ボランティア活動と消防（第２回）
（東京消防庁目黒消防署　増田孝幸）

●イオンモール新瑞橋でシナリオ非提示型図上訓練を実施
　（名古屋市南消防署予防課）

●東京ビッグサイトシナリオ非提示型図上訓練への支援
（一般財団法人消防防災科学センター研究開発部消防支援室　平野三郎）

●幼児期からの防災意識啓発　9 月 9 日救急の日に救急ダンス動画
「それゆけ！ キッズ救急隊」を配信　それＱ（救）を歌って踊ろう！ （横浜市消防局）

●神戸市消防局で新たな重機と搬送車「神消 34」が稼働開始
（ＤＲＴ－ＪＡＰＡＮ三重 代表　山本俊太）

●東日本大震災被災地の鉄道の旅　①福島県の状況
●東日本大震災被災地の鉄道の旅　②宮城県の状況

（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）

● 2020 年上半期における救急出動の特徴
（北海道医療大学生命基礎科学講座　西　基）

●飛沫防止用シート燃焼比較映像の作成について（公益財団法人 日本防炎協会）

●新型コロナウイルス感染症に対する検査・診断車と集中治療車の重要性
（東京曳舟病院院長／救急振興財団会長／本誌編集委員　山本保博　東京曳舟病院感染制御室感染管
理認定看護師　木下庸佑）

●日本政府とコロナとの闘い！ （GLOBAL ISSUES 総合研究所代表　吉川圭一）

●石油燃焼機器の製品事故件数の推移と事故防止への取組み（（一社）日本ガス石油機器工業会石油
機器業務委員会委員長　野澤　寛）



〔その他関連記事〕
●新型コロナウイルス感染症予防啓発活動を実施（鹿沼市消防団女性部）
●第 68 回全国消防技術者会議（消防庁消防研究センター）
●令和 2 年度危険物事故防止対策論文募集（消防庁、危険物保安技術協会）
●オンライン第 24 回ＪＦＦＷ交流会～オンラインで繋がろう～
●世界初！ “ 自ら消火する ” 革新的な建材「K/SMOKE PANEL」誕生（ヤマトプロテック㈱）

〔消防防災の動向〕
●令和２年防災功労者内閣総理大臣表彰式開催（総務省消防庁）
●令和２年度救急功労者表彰式を開催（総務省消防庁）
●令和元年度消防職員委員会の運営状況及び令和２年度消防職員委員会の運営に関する留意事項を通
知（総務省消防庁）
●住宅用火災警報器の設置状況等調査結果を通知／風水害に伴う長時間停電を踏まえた防火対策の徹
底を通知（総務省消防庁）
●食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について（要請）を事務連絡（総
務省消防庁）
●大学病院に対する救急隊員へのＰＣＲ検査実施の依頼等について事務連絡（総務省消防庁）
●重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果を通知（総務省消防庁）
●第 31 回アジア消防長協会総会の開催方法の変更について（アジア消防長協会）
●発足 70 周年記念誌「日立消防 10 年間のあゆみ」を発刊（日立市消防本部）
●令和防災研究所第２回シンポジウム「令和時代の避難を考える～昭和・平成の災害を越えて～を開
催（㈱防災士研修センター）

〔消防人事往来〕
●総務省消防庁（令和２年９月 16 日付）
●東京消防庁（令和２年 10 月１日付）

〔事務所の仮移転〕
● （一財）全国危険物安全協会／日本消防検定協会虎ノ門事務所／（一財）日本防火・危機管理促進
協会／（一財）日本防火・防災協会／（一社）全国消防機器協会／（一社）日本消防服装・装備協会
／㈱近代消防社

〔消防評論〕
●豪雨の時代（国士舘大学防災・救急救助総合研究所教授　山﨑　登）

〔時の視点〕
●避難情報が変わる
～「避難勧告」と「避難指示」が一本化～

（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７
消防職員におけるダイバーシティ対策について

（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）

●シリーズ・世界の消防人たち ② スイス連邦の巻

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/0211_hy.pdf


トーマス・ブリュッガー陸軍少佐の半生（前編）
消防好きの建具職人から消防官に、さらにスイス軍消防司令官に転身

（本誌特任記者 防災アドバイザー　加藤孝一）

●今さら聞けない資機材の使い方 90
ポイズンリムーバー

（大島地区消防組合消防本部笠利消防分署　石原雅大・池田優也）

●気象災害から学ぶ 142
特別警報かといわれた台風 10 号後の「発達する熱帯低気圧」の予報は５日先まで

（気象予報士（元気象庁）饒村　曜）

●救急活動事例研究 43
血糖値 1,469mg ／ d L を呈した
高浸透圧高血糖症候群の一例

（京田辺市消防本部　後藤尚貴）

●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 16
不整脈の心電図　その 7　徐脈とその原因　①洞結節の機能異常

（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─ 20
（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 102
（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
東日本大震災 9 年半後の被災地踏破の旅から（宮城編）

（常葉大学社会環境学部 准教授　小村隆史）

●災害キーワード 35　丹那断層 56
（防災情報機構会長　伊藤和明）

●平成の自然災害史 20
東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（その２）

（防災情報機構会長　伊藤和明）

●最近の災害（令和２（2020）年８月）

●ファイヤーダイアリー 2020 106
消防法第 17 条の２の５第２項第２号に規定する「増築」について （上萬治己）

●赤色灯 35　11 月は 119 番の日、全国秋の火災予防運動だ（四代目　辺里鼓舞太）

●安全・安心の窓 　軽視される “ 別の危険 ”（防災子）



●続・イグアナ・伝吉 青春年報　
　消防版『三四郎』５

（〈文〉那之津マイク　〈挿絵〉綴込み虎次）

●城郭と防災 35
明智光秀と明智藪の築堤２

（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 44　忘れ物
（松﨑俊道）

●守り人 102 　政治の継続と三条実美
（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 116　謡曲『砧』
（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 No.644
＝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.149
＝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８月１日～令和２年８月 31 日〉
登載通知＝令和元年中の圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質に係る事故状況について（令和２
年８月３日付　消防危第 194 号）／福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策
に係る注意喚起等について（令和２年８月７日付　消防予第 235 号）／エアゾール式簡易消火具の
不具合に係る注意喚起等について（令和２年８月 11 日付　消防予第 227 号）／「ロケ撮影の円滑な
実施のためのガイドライン」の周知等について（令和２年８月 27 日付　消防予第 251 号）／対象火
気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定
める省令の一部を改正する省令の公布等について（通知）（令和２年８月 27 日付　消防予第 226 号）
／消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について（令和２年８月 28 日付　事務連絡）／郵便法
施行規則の一部を改正する省令について（情報提供）（令和２年８月 28 日付　事務連絡）

〔カラーグラビア〕
●令和２年台風第 10 号による被害状況及び消防活動・死者２人、行方不明者 4 人、負傷者 117 人、
住家被害 1,283 棟（宮崎県椎葉村）
●救急医療週間・令和２年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）
●第７回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）
●第 39 回全国消防殉職者慰霊祭（（公財）日本消防協会）
●「日本消防会館、新たな発展へ」（記念集会）（（公財）日本消防協会）
●第 23 回日本臨床救急医学会総会・学術集会共催セミナー　ＢＬＳ教育の今後の展望～ガイドライ
ン 2020 を見据えて～　
●ＰＢＩ繊維を使用した次世代型防火衣を導入（野田市消防本部）



●水難救助訓練（海老名市消防本部）
●令和２年度座間市総合防災訓練（座間市消防本部）
●国際消防救助隊合同訓練（湖南広域消防局）
●防火防災訓練等の情報提供に係る協定締結式（東京消防庁）

〔カラーファイヤートピックス〕
●市営バスが消防車に変身　ラッピングバスの運行を開始（青森市消防団）
●仕事体験テーマパークに　消防士体験ブースが誕生（千葉市消防局）
●市内外国語指導助手の協力を得て　外国人傷病者対応訓練を実施（小千谷市消防本部・新潟県）
●迅速な救助活動の確立を図るために　水難事案対応訓練を実施（恵那市消防本部・岐阜県）
●水難救助技術の向上と各隊の連携強化を図る　無視界下における水難救助訓練を実施（駿東伊豆消
防本部・静岡県）
●台風や豪雨などの災害に備えた　高齢者福祉施設職員の合同訓練を実施（大津市消防局・滋賀県）
●走行性能の高さを実感　緊急消防援助隊車両習熟訓練を実施（久留米広域消防本部・福岡県）
●防火教育の充実を図ることを目的とした　初期消火選手権を開催（薩摩川内市消防局・鹿児島県）

〔ファイヤートピックス〕
●警察官に応急救護訓練（東京消防庁練馬消防署・東京都）
●救急隊員への応援メッセージを募集！（西宮市消防局・兵庫県）
●リモートで救急に関する広報活動（宝塚市消防本部・兵庫県）
●解体建物を使用した訓練（伊勢崎市消防本部・群馬県）
●官民合同水害対策訓練（埼玉西部消防局所沢中央消防署・埼玉県）
●ヒートストレスを体感耐熱熱気訓練（海老名市消防本部・神奈川県）
●警防活動能力を強化警防技術指導会（湖南広域消防局・滋賀県）
●緊援隊出場時の後方支援活動訓練（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●「消防メンコ」を作成（三郷市消防本部・埼玉県）
●消防音楽隊ファミリーコンサート（千葉市消防局消防音楽隊・千葉県）
●防災フェスタ in 世田谷（東京消防庁世田谷消防署・東京都）
●「ファイアーヒーローズマスク」を製作（豊橋市消防本部・愛知県）
●爆発事故を踏まえた注意喚起を実施（大津市消防局・滋賀県）
●応急手当発祥の地の懸垂幕を掲示（鳥取県東部広域行政管理組合消防局・鳥取県）　　
●オンライン会議ツールを使用した研修会（千葉市消防局・千葉県）
●災害用ドローンの運用開始（野田市消防本部）
●女性救急隊員がテレビ番組の取材を受ける！（東京消防庁多摩消防署・東京都）
● hote「l MONday TOYOSU」に表示マークを交付（東京消防庁深川消防署・東京都）
●弘明寺と弘明寺商店街が消防相互応援協定を締結（横浜市消防局南消防署・神奈川県）
● with コロナ時代を迎えた救急研修会（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●働きやすい職場へ女性消防職員意見交換会（豊田市消防本部・愛知県）
●セルフスタンドへの夜間特別査察（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）　　
●福島県の爆発事故を踏まえた注意喚起を実施（宝塚市消防本部・兵庫県）
●令和２年度住警器等配布モデル事に採択（三原市消防本部・広島県）
●二次感染から隊員を守るアイソレータを寄贈（久留米広域消防本部・福岡県）
●塵芥車の事故対応研修（長崎市消防局中央消防署・長崎県）
●おもちゃ花火教室を開催（阿久根地区消防組合消防本部・鹿児島県）
●感謝状を贈呈（北広島市消防本部・北海道）
●駅員の連携プレーが命を救う！（船橋市消防局東消防署・千葉県）



●救急活動に対する感謝状の贈呈（尼崎市消防局・兵庫県）

雑誌「近代消防 11 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%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。
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