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12 月 10 日発売
●〈全国消防最前線 156〉
市原市消防局 常在戦場の意識を持って業務にあたる（編 集 局）
●〈消防団訪問レポート 90 〉
市原市消防団 消防団業務は、ワンフォーオール 一人は皆の
ため、皆は一人のため。（編 集 局）
●令和 3 年度消防庁所管予算概算要求の概要
（消防庁総務課）
●住宅用火災警報器の設置率等の調査結果について（令和２年７月１日時点）
（消防庁予防課予防係 道川紘平）
●マイナンバーカードの普及拡大に向けた取組について
（消防庁消防・救急課）
●東備消防における職員の裁判事例と組織改革の推進について
（東備消防組合消防本部 緑川久雄）
●堺市消防局の消防広域化について（堺市消防局）
●消防音楽隊合同企画 あなたの街の音楽隊
（東京消防庁音楽隊 己斐哲也）
●豪雨被災地にて現地救助機動部隊による重機操縦訓練を実施
（ＤＲＴ－ＪＡＰＡＮ三重 代表 山本俊太）
●令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風から１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
●ドアを開放しなければ消防活動は始まらない
（消防活動研究会）

三舩康道）

ドア開放出張講習会

●台風第 19 号における地域住民の対応と第６分団の行動
－宮城県大崎市鹿島台志田谷地地域－（後編）
（元東北福祉大学兼任講師 後藤一蔵）
〔その他関連記事〕
●登録者数約 33 万人！ YouTube チャンネル「ひまひまチャンネル」の YouTuber「ひまちゃん」
に署長感謝状を贈呈（東京消防庁志村消防署）
●独自の防火ポスターで火災予防を訴える（守口市門真市消防組合消防本部）
●災害重機機動隊実働合同訓練（取手市消防本部）

〔消防防災の動向〕
●降積雪期における防災態勢の強化等についてを通知（中央防災会議）
（総務省消防庁）
●第２回次世代自動車事故等に対する活動技術の高度化に関する検討会を開催（総務省消防庁）
●不適切な消防用設備等点検における注意喚起リーフレットの送付についてを事務連絡（総務省消防
庁）
●移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底についてを事務連絡（総務省消防庁）
●第２回救急業務のあり方に関する検討会を開催（総務省消防庁）
●住宅用火災警報器設置対策基本方針の改正についてを通知／町村長を対象とした全国防災・危機管
理トップセミナーを開催（総務省消防庁）
●全国消防長会役員会（書面会議）の結果概要を発表（全国消防長会）
●防災啓発中央研修会を開催（（一財）消防防災科学センタ
ー）
●創立 70 周年記念式典を開催（（公社）日本火災学会）
●第 23 回防災行政研究会を開催（衆議院議員務台俊介事務所）
●防災カレンダー 2021「生きる」を販売開始（㈱危機管理教育研究所）
〔消防評論〕
●検証と想像－東日本大震災から考える－（消防大学校客員教授

新井雄治） 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〕
●洪水対策が変わる～流域治水に方針転換～
（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９
消防組織的社会リスク管理体制とは
（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）
●エッセイ・災害と人間と消防と 17
コロナ禍を生きる人々と若者たち
「自助」も「共助」も何気ない暮らしの中にある
（エッセイスト／消防ＯＢ 花森こうじ 〈イラスト〉佐藤高穂）
●今さら聞けない資機材の使い方
北川式ガス検知器
（真庭市消防本部真庭消防署 山下 隆）
●気象災害から学ぶ 144
令和２年の台風とマッデン・ジュリアン振動
（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）
●救急活動事例研究 45
市販目薬を点眼したことにより
アナフィラキシーを発症し卒倒した１症例
（南魚沼市消防本部 河野弘和）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 18
不整脈の心電図 その９ 徐脈とその原因２ 房室伝導の異常♯２
（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 104（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―22
（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（岩手編後半）
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 37 河川津波
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 22 御嶽山の噴火災害
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年 10 月）
●赤色灯 37 2021 年……丑のようにゆっくり、のんびりと……
（四代目 辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 92 机上の空論（防災子）
●城郭と防災 37 丸岡城と福井地震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 46 外で飲む機会もすっかり減ってしまったなあ！
（松﨑俊道）
●守り人 104 科学の普及とファラデー
（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 118 謡曲『難波』
（荒木慶司）
●昇任試験実力養成講座 No.646
＝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.151
＝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 10 月１日～令和２年 10 月 31 日〉
登載通知＝「消防法施行規則第三十一条の六第七項第六号の期間を定める件の一部を改正する件」等
の交付について（令和 2 年 10 月 1 日付 消防予第 312 号）／消防職員のマイナンバーカードの取
得の推進について（依頼）（令和２年 10 月 27 日付 消防消第 266 号）
●謹賀新年
●事務所仮移転完了・業務開始のお知らせ
〔カラーグラビア〕
●カラーグラビア 近隣消防本部等との合同図上訓練（上田地域広域連合消防本部ほか）
●多数傷病者事故対応訓練（島尻消防組合消防本部）
●多言語（日本語・中国語・英語）広報によるテロ災害対策訓練（横浜市消防局南消防署）
●第 20 回「あかりの日」全国小学生ポスターコンテスト表彰式
（（一社）日本照明工業会）
●ＪＦＦＷオンライン交流会
●地域に寄り添う消防団員の誇りを発信！ 市川市消防団プロモーションビデオを作成中（市川市消
防局）
●竹下通り周辺地域の安全・安心を守る協定を締結（東京消防庁渋谷消防署／東郷神社／セコム株式
会社）
●地域の防火安全体制強化に向けた連絡会議を実施（東京消防庁杉並消防署／高円寺・阿佐ヶ谷の商

店街）
●令和２年秋期全国火災予防運動 各地で多彩な取組
（東京消防庁・麹町消防署・丸の内消防署／西春日井広域事務組合消防本部／行田市消防本部／薩摩
川内市消防局／袋井市森町広域行政組合袋井消防本部／松戸市大金平消防署／塩谷広域行政組合消防
本部／松本市広域消防局／新城市消防本部／大津市消防局
〔カラーファイヤートピックス〕
●山岳及び水難救助事案への新たな効果を期待 ドローンの通年運用を開始（札幌市消防局・北海道）
●消防女子 × 書道ガールズ 女性消防吏員ＰＲ動画を作成（比企広域消防本部・埼玉県）
●石油コンビナートの事業所と連携した危険物火災対応訓練を実施（東京消防庁・東京都）
●災害発生時の対応力強化を目的とした林野火災対応合同訓練を実施（富士宮市消防本部・静岡県）
●民間事業所の重機を使用した土砂埋没要救助者の救出訓練を実施（海部南部消防組合消防本部・愛
知県）
●完成したら見られない！！ 危険物施設現地研修会を実施（鳥取県東部広域行政管理組合消防局・
鳥取県）
●消防フェスタ 2020 を同時開催 避難訓練コンサートを実施（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●津波・大規模風水害対策車の操作等習熟訓練及び運用開始式を実施（西条市消防本部・愛媛県）

〔ファイヤートピックス〕
●警防技術確認訓練（四街道市消防本部・千葉県）
●本職から真の技術を学ぶ「伐木」巧の技を伝承（座間市消防本部・神奈川県）
●救助合同記録会（泉州南消防組合消防本部・大阪府）
●県境を越えた！ 防災ヘリとドクターヘリの連携活動（鳥取県東部広域行政管理組合消防局・鳥取
県）
●救助用ゴムボートを活用した訓練（倉敷市消防局・岡山県）
●解体予定の校舎を活用した訓練（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●蝶野正洋さんが軽井沢町防災減災大使に！（佐久広域連合消防本部軽井沢消防署・長野県）
●目指せ、火災による高齢者死者ゼロ！（豊橋市消防本部・愛知県）
●おおつ光ルくんが住宅防火を呼びかけ！（大津市消防局・滋賀県）
●スマホを活用した新しい消防パネル展（加古川市消防本部・兵庫県）
●服務倫理（ハラスメント防止関係）研修（千葉市消防局・千葉県）
●流出事故等調査・特異災害報告教養（東京消防庁多摩消防署・東京都）
●民生委員等に対する防火・防災研修会（横浜市消防局南消防署・神奈川県）
●小学生にオンライン授業を実施！（岡崎市消防本部・愛知県）
●無人航空機を使った支援協力を締結（豊中市消防局・大阪府）
●北小屋裕氏を迎え、口頭指導研修（西宮市消防局・兵庫県）
●車両からの救助事案で消防力者に感謝状（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●中学生の勇気ある行動に感謝状（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
●「助けて」の声でご近所さんらが救助（久留米広域消防本部浮羽消防署・福岡県）
●秋季消防演習、火災予防街頭啓発を実施（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／消防署蘭越支署・北海道）
●首都直下地震を想定した救命技術研究会（上野消防団・東京都）●目指せ、交通事故ゼロ！ 機関
員総合訓練（野方消防団・東京都）
●家庭から火を出さない！（日光市女性防火クラブ連合会・栃木県）
●防災ヘリと林野火災訓練（田辺市消防本部／田辺市消防団中辺路支団・和歌山県）

雑誌「近代消防 1 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。

