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●〈全国消防最前線 155〉
令和２年７月豪雨（７月３日～ 31 日）における熊本県南地

域の被害及び消防本部の対応（編 集 局）
　１時間に 100 件以上の通報が集中 全電話回線が一時不通に
陥る（人吉下球磨消防組合消防本部）
　被害が集中した坂本町では安否確認が出来ず活動に苦慮

（八代広域行政事務組合消防本部）
　土砂災害や護岸越水で孤立地区が多数発生 限界を超えた活動
が続いた（水俣芦北広域行政事務組合消防本部）

●被災地ボランティア活動と消防（第３回）それぞれの東日本大震災
　（東京消防庁目黒消防署　増田孝幸）
●台風第 19 号における地域住民の対応と第６分団の行動（前編）

－宮城県大崎市鹿島台志田谷地地域－
　（元東北福祉大学兼任講師　後藤一蔵）

●消防はノビチョクに対応できるか　－検知、防護、除染の実際－
　（株式会社重松製作所 主任研究員／元陸上自衛隊化学学校副校長　濵田昌彦）

●東日本大震災被災地の鉄道の旅③　岩手県の状況
　（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）
●東日本大震災被災地の鉄道の旅④　東日本大震災の国営追悼・祈念施設
　（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）

●災害等非常時の病院における電力の確保策
～改めて非常用発電機の重要性を訴える～ 株式会社 環境都市構想研究所

●消防庁と消防関係専門誌紙との意見交換会
国民の生命、身体、財産を守る任務のもと、国民の期待に応え、より一層の活躍を（編 集 局）

〔その他関連記事〕
●大型消防救助艇「おおえど」大量放水により火勢制圧！（東京消防庁臨港消防署）
●公式インスタグラムを開始（相模原市消防局）
●第 43 回全国消防職員意見発表会
●元横浜市消防局消防正監の岸本凌幾氏が個展（編 集 局）
●グッジョブ !!　まちのでんきやさんキャンペーン（名古屋市南消防署）

〔ご案内〕
●第 29 回全国救急隊員シンポジウム



〔消防防災の動向〕
●改正火災予防条例（例）の運用についてを通知（総務省消防庁）
●火災予防条例（例）中に規定する標識類及び届出書の様式についての一部改正についてを通知（総
務省消防庁）
●移動タンク貯蔵所における事故防止に係る指導についてを事務連絡（総務省消防庁）
●消防法施行規則第 31 条の 6 第 7 項第 6 号の期間を定める件の一部を改正する件等の公布について
を通知（総務省消防庁）
●次のインフルエンザ流行に備えた体制整備への対応についてを事務連絡（総務省消防庁）
●東京の消防白書 2020 を発行（東京消防庁）
●全国消防長会に寄付（（一社）日本消防服装・装備協会）
●防災士フォローアップ研修会を開催（ＮＰＯ法人日本防災士機構／ＮＰＯ法人日本防災士会）
●消火するシート状の新建材「Ｋ／Ｓ
ＭＯＫＥ　ＰＡＮＥＬ」公開実験を開催（ヤマトプロテック㈱）

〔消防人事往来〕
総務省消防庁（令和２年 10 月８日付／令和２年 10 月９日付）

〔消防評論〕
●高性能型消火器を基に規格省令の改正を願う（公益財団法人 日本消防協会 理事　小林輝幸）

〔時の視点〕
●スーパー台風がやってくる～台風第 10 号が教えた迫りくる危機～（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８

消防におけるコンプライアンス推進・ルール遵守について
　（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 ③ スイス連邦の巻

トーマス・ブリュッガー陸軍少佐の半生（後編）
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
ノズルについて

　（彦根市消防本部　寺脇遼太）

●気象災害から学ぶ 143
線状降水帯注意情報

　（気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）

●救急活動事例研究 44
検査後のバリウムイレウス（腸閉塞）により腸管穿孔をきたし腹痛を訴えた１例

　（栃木市消防本部　赤羽根 一　東郷貴美佳）

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/0212_hy.pdf


●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 17
　不整脈の心電図　その８　徐脈とその原因　２房室伝導の異常♯１
　（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）

●考えながら学ぶ違反処理法学 103
　（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─ 21
　（元消防大学校客員教授 元茨城大学講師（非常勤）　関　東一）

●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（岩手編）
　（常葉大学社会環境学部 准教授　小村隆史）

●災害キーワード 36　単成火山
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●平成の自然災害史 21　伊豆大島の土石流災害
　（防災情報機構会長　伊藤和明）

●最近の災害（令和２（2020）年９月）

●ファイヤーダイアリー 2020 107
　防火対象物の項判定について（上萬治己）

●あなたを活かす接遇コミュニケーション 35
　挨拶したのに返ってこない
　（㈱エンパワー 21 代表取締役　能勢みゆき）

●赤色灯 36　師走は今年を振り返る月。情報は広く収集、深く分析
　（四代目　辺里鼓舞太）

●安全・安心の窓　“ 各論 ” 偏重の限界（防災子）

●続・イグアナ・伝吉 青春年報
　消防版『三四郎』⑥

（〈文〉那之津マイク　〈挿絵〉締込み虎次）

●城郭と防災　丸岡城と福井地震①
　（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 45　外国語を学ぼう（松﨑俊道）

●守り人 103 　数学愛好と吉田光由
　（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 117 　謡曲『雨月』（荒木慶司）

●昇任試験実力養成講座 No.645
　＝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.150
　＝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９月１日～令和２年９月 30 日〉
登載通知＝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（第２版）について（令和２年９月７日付　府政防第 1482 号　消防災
第 156 号　健感発 0907 第 3 号　環自総発第 2009071 号）／石油コンビナート等特別防災区域の
変更に係る防災体制について（通知）（令和２年９月９日付　消防特第 121 号　２高圧第９号）／危
険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件及び石油パイプライン事業
の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件の施行について（令和２年９月
９日付　消防危第 223 号）／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（令和２年９月 14 日付　事務連絡）／「政府機関等における無人航空機の調達等に関する方
針について（関係省庁申し合わせ）」について（情報提供）（令和２年９月 16 日付　事務連絡）／「火
災予防条例（例）中に規定する標識類及び届出書の様式について」の一部改正について（通知）（令
和２年９月 24 日付　消防予第 311 号）／移動タンク貯蔵所における事故防止の徹底について（令和
２年９月 25 日付　消防危第 239 号）

〔カラーグラビア〕
●ぼうさいこくたい 2020 HIROSHIMA　今年はオンライン開催 !!
●年末・年始火災防止対策強化期間のポスターを作成（川崎市臨港消防署）
●第 73 回都民の消防官表彰式（産経新聞社）
●トンネル内での災害を想定した合同机上訓練（土浦市消防本部）
●令和２年度警防総合訓練（甲賀広域行政組合消防本部）
●管内事業所の解体予定施設を使用しての実災害想定訓練（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部
●令和２年度大隊部隊運用訓練（いわき市消防本部）
●解体中の建物を活用した災害救助訓練（東近江行政組合消防本部）
●自動車事故発生時の救急対応講習会（駿東伊豆消防本部）
●富山県下消防署警防技術交換会（富山県消防長会）
●名古屋グランパス × 横浜 F マリノスの試合会場で防災と救急に関する広報活動（名古屋市消防局・
名古屋市消防団）
●危機管理産業展 2020（RISCON TOKYO）

〔ファイヤートピックス〕
●教育委員会と連携し作成した　「消防署の紹介」動画を配布（土浦市消防本部・茨城県）
●デビュー 36 周年を記念して　プロレスラー蝶野正洋氏が来庁（越谷市消防本部・埼玉県）
●防火安全協会創立 50 周年を記念して　寄贈車両の贈呈式を開催（三郷市消防本部・埼玉県）
●国際消防救助隊に登録する県内７本部が連携　派遣傾向資機材メンテナンス会を実施（柏市消防局・
千葉県）
●連携強化を目的とした　消防署・消防団合同訓練を実施（海老名市消防本部・神奈川県）
●飛騨川での水難事故を想定した　ドローンと潜水隊員の合同訓練を実施（可茂消防事務組合消防本
部・岐阜県）
●地元業者の重機を活用！　土砂災害合同訓練を実施（豊田市消防本部・愛知県）
●土砂災害への対応能力向上を目的とした　土砂災害救助訓練を実施（加古川市消防本部・兵庫県）



〔ファイヤートピックス〕
●解体予定建築物を活用した救助訓練（土浦市消防本部・茨城県）
●新型コロナウイルス移送に伴う救急実技訓練（伊勢崎市消防本部・群馬県）
●消防救助技術指導会消防局長査閲（埼玉東部消防組合消防局・埼玉県）
●遠距離送水車の習熟訓練（千葉市消防局・千葉県）
●高度救助集合訓練（土砂災害対応訓練）（松戸市消防局・千葉県）
●高齢者社会福祉施設で自衛消防訓練（東京消防庁三鷹消防署・東京都）
●解体予定の商業ビルを活用し、警察と合同訓練（豊橋市消防本部・愛知県）
●救急総合シミュレーション訓練（湖南広域消防局・滋賀県）
●警察機関との連携訓練（甲賀広域行政組合消防本部水口消防署・滋賀県）
●大規模地震救助救出訓練（豊中市消防局）
●消防基礎技術の向上を目的とした警防訓練（県央地域広域市町村圏組合消防本部諫早消防署・長崎
県）
●ＳＴＯＰ！通電火災 !!　コロナ禍での啓発活動（柏市消防局旭町消防署・千葉県）
●コロナに負けるな！事業所を応援！（東京消防庁練馬消防署・東京都）
●新庁舎完成でプロモーションビデオを制作！（東京消防庁多摩消防署・東京都）
●コロナ禍における応急手当の普及啓発（西宮市消防局北消防署・兵庫県）
●救急標語を募集しポスターを作成！（尼崎市消防局・兵庫県）
●ブルーシート展張講習会（野田市消防本部・兵庫県）
●運転整備員初任者研修会（尾三消防本部・愛知県）
●セルフ式ガソリンスタンドの夜間立入検査（大津市消防局・滋賀県）
●消防協力者表彰（千葉市消防局美浜消防署・千葉県）
●救命処置を行った救急協力者へ感謝状（湖南広域消防局・滋賀県）
●２件の事案に対し消防協力者感謝状（奈良県広域消防組合消防本部橿原消防署・奈良県）
●水難事故に係る消防活動協力者表彰（阿久根地区消防組合消防本部・鹿児島県）
●川の氾濫に備え水防工法実技訓練（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／消防署蘭越支署・北海道）
●新入団員研修（野方消防団・東京都）
●ＦＭヨコハマに中国籍消防団員が出演！（横浜市消防局南消防署／横浜市南消防団・神奈川県）
● “ ３密を避けて、濃密な ” 式典に！（東京消防庁芝消防署／芝少年消防団・東京都）

雑誌「近代消防 12 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。

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1&intpr=
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