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●年頭の辞（消防庁長官

横田真二）

●〈全国消防最前線 157〉
16 ＪＦＦＷオンライン交流会／第 22 回ＪＦＦＷ交流会
走ったり徐行したり、女性消防職員としての人生を
～石原房江ＪＦＦＷ会長に聞く～（編 集 局）
●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改正とその運用について
（消防庁予防課予防係 西出慶太）
●保健所など３機関合同による新型コロナウイルス感染症に関する講習会
（稲敷広域消防本部）
●救急車の高速道路利用を往復無料に、スムーズ＆スピーディに
～河野内閣府特命担当大臣（規制改革担当）の発表を受けて～
（奈良市消防局）
●令和２年度 河内町航空機事故対応訓練
～さらなる連携強化を目指して～
（稲敷広域消防本部）
●おうちで防災を学ぼう！ 「リモート防災学習」
（東京消防庁 防災部 防災安全課）
●取手市消防本部災害重機機動隊について
～災害重機隊７消防本部合同訓練を実施～
（取手市取手消防署副署長兼取手市消防本部災害重機機動隊隊長（消防司令長） 吉田大祐）
●被災地ボランティア活動と消防（第４回）それぞれの東日本大震災（２）
（東京消防庁目黒消防署 増田孝幸）
〔その他関連記事〕
●救急普及啓発広報車が新しくなりました！（
（一財）救急振興財団）
●コロナ禍における患者等搬送事業者の安全・安心な患者搬送のために（東京消防庁第九消防方面本
部）
●患者等搬送事業者 38 事業所 59 名が参加して新型コロナウイルス感染症対策講習会
●日本初！ 乾電池式ＬＥＤピクト消火器標識「あかり
君」発売（㈱グローバル機器）
●安藤俊雄消防総監が大型集客施設を視察（東京消防庁）
●令和２年度総合震災消防訓練（東京消防庁）

〔消防防災の動向〕
●第１回石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会を開催（総務省消防庁）
●消防団活動における新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底についてを通知（総務省消防
庁）
●第２回屋外貯蔵タンクの津波・水害による流出等防止に関する調査検討会を開催（総務省消防庁）
●第２回危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討会を開催（総務省消防庁）
●危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指標の一部改正についてを通知（総務省消防
庁）
●第２回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）
●地震火災対策リーフレットの送付についてを事務連絡（総務省消防庁）
●第 12 回消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会を開催
●第５回♯ 7119 の全国展開に向けた検討部会を開催
●冬期における避難所の新型コロナウイルス感染症等への対応についてを通知（総務省消防庁）
●石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテストの結果及び総務大臣表彰式を実施（総
務省消防庁）
●消防職員の厳正な服務規律の確保等についてを通知（総務省消防庁）
●第２回過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた安全対策のあり方に関する検討会を開
催（総務省消防庁）
●第１回消防団員の処遇等に関する検討会を開催（総務省消防庁）
●第 49 回全国消防救助技術大会の開催日程の変更について（（一財）全国消防協会）
●設立 50 周年記念史を上梓（（一財）日本防火・危機管理促進協会）
●世界における感染症抑制に寄与するため工業会を設立（
（一社）日本ＭＡ - Ｔ工業会）
〔イベント情報〕
●「建築防火・防災 WEB 講習」開催へ（（一財）日本建築防災協会）
〔消防評論〕
●国土強靱化と日本の農業（元国土交通省・厚生労働省大臣政務官
〔時の視点〕
●文化財を火災から守る～首里城火災から１年～
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授 山﨑

金子善次郎）

登）

〔連載〕
●消防倫理マネジメント 10〈最終回〉
これからの消防倫理における悩みと対応課題について （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）
●エッセイ・災害と人間と消防と 18
「防災の庭」にタネをまく人たち
防災について考えたこと感じたことのあれこれ
（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 93
救急情報管理システム ベストル 119
（大曲仙北広域市町村圏組合消防本部大曲消防署西仙北分署 齊藤健太）
●気象災害から学ぶ 145
気温の２週間予報（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

●救急活動事例研究 46
通信不感地帯で発生し、応急救護所を７㎞
離れたドクターヘリランデブーポイントに
設定した多数傷病者事案
（富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 新井章彦）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 19
不整脈の心電図 その 10 重症不整脈の原因となる特殊な心電図
（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 105（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―23
（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
コロナの年を振り返る
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 38 通電火災
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 23 平成 28 年熊本地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年 11 月）
●ファイヤーダイアリー 2021 108
防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの（上萬治己）
●あなたを活かす接遇コミュミケーション 36
先が見えない中で実現に必要な接遇コミュニケーション
（㈱エンパワー 21 代表取締役 能勢みゆき）
●赤色灯 38 がんばれ「はやぶさ２」……さらに次の小惑星へと飛行中
（四代目 辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 93 GoTo とメディア（防災子）
●城郭と防災 38 犬山城と濃尾地震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 47 コロナ後、どうなるのでしょう？街の易者に聞きました
（松﨑俊道）
●守り人 105 武家の地位と足利義満
（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 119〈最終回〉 謡曲『小原御幸』
（荒木慶司）
●昇任試験実力養成講座 No.647
＝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.152
＝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 11 月１日～令和２年 11 月 30 日〉
登載通知＝沿道飲食店等の路上利用に係る警察機関との連携について（令和２年 11 月 10 日付
消防消第 276 号・消防予第 359 号）／住宅用火災報知器設置対策基本方針の改正について（令和２
年 11 月 18 日付 消防予第 365 号）／降積雪期における防災態勢の強化等について（令和２年 11
月 20 日付 中防消第 12 号）
〔カラーグラビア〕
●消防、海保、警察合同水難救助訓練（常滑市消防本部）

●ごみ処理施設を利用した実践救助訓練（高槻市消防本部）
●第 23 回全国消防救助シンポジウム救助活動中における予期せぬヒヤリハット・危険事故事案につ
いて（総務省消防庁）
●防火服の展示と人気投票を実施（京都市消防局）
●「近代消防」誌が選ぶ 2020 年消防重大ニュース 国内で初めての新型コロナウイルス感染者／阪神・
淡路大震災から四半世紀／ガソリン販売時の本人確認等について改正／消防団員マイカー共済開始／
東京消防庁丸の内消防署、火災による死者ゼロ１万 7,000 日達成／松江市消防団ｅラーニング配信
／東京消防庁即応対処部隊運用開始／宮城県岩沼市物流倉庫火災／消防防災ヘリ操縦士の乗務要件・
訓練審査プログラム／令和２年７月豪雨／日本消防会館、新たな発展へ（記念集会）／住宅用火災報
知器設置対策基本方針改正／大雪被害／消防団員の処遇等に関する検討会
〔カラーファイヤートピックス〕
●破壊訓練で使用した廃車車両を活用 火災調査員実技研修を実施（日光市消防本部・栃木県）
●令和２年４月採用職員を対象に警防技術効果確認訓練を実施（野田市消防本部・千葉県）
●初のマスコットキャラクター「レッサーくん」が誕生（岡崎市消防本部・愛知県）
●秋季火災予防運動の一環として 林野火災を想定した総合訓練を実施（八尾市消防本部・大阪府）
●解体予定施設を使用した震災対応総合訓練を実施（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
●安全性、確実性及び迅速性を評価 第 10 回警防技術練成会を実施（加古川市消防本部・兵庫県）
●中高層建物火災により多数傷病者が発生した想定で 自衛消防隊との合同訓練を実施（奈良県広域
消防組合消防本部・奈良県）
●初の水難救助隊と消防団の合同開催（島尻消防組合消防本部・沖縄県）
〔ファイヤートピックス〕
●コロナ禍でもできる！「消防と災害」写真展（東京消防庁上野消防署・東京都）
●水の都おおがき親善大使 小川夏実さんと広報活動（大垣消防組合消防本部・岐阜県）
●ラッコの「メイ」に消防長感謝状贈呈（鳥羽市消防本部・三重県）
●茨城県防災航空隊と合同訓練（常総地方広域市町村圏事務組合消防本部・茨城県）
●令和２年度警防技術大会（千葉市消防局・千葉県）
●集団災害における対応力の強化（船橋市消防局東消防署・千葉県）
●完成検査に併せて危険物施設教養を実施（東京消防庁三鷹消防署・東京都）
●災害対応の知識を習得 水難救助訓練（海老名市消防本部・神奈川県）
●連携強化を目的に大規模・特殊災害合同訓練（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●感染症対策研修会（湖南広域消防局・滋賀県）
●技能を評価！ 救助技能認定を実施（堺市消防局・大阪府）
●ハラスメント防止に向けた職員研修会（久万高原町消防本部・愛媛県）
●火災予防業務における電子申請サービス始まる！（大津市消防局・滋賀県）
●住警器について漫才や家庭訪問で広報！（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●消防局公式ＰＲ動画 消防士が守る美しい街（倉敷市消防局・岡山県）
●川西保育園で幼年消防クラブ結成式（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●火災発生の仕組みを知る火災調査研修会（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部・埼玉県）
●子どもたちの救命リレー「１１９番の日」
（柏市消防局旭町消防署・千葉県）
●指揮統制訓練会（伊勢原市消防本部・神奈川県）
●初期消火システムに係る実地研修（ＯＪＴ）
（松本広域消防局・長野県）
●女性消防吏員 活躍推進研修会（恵那市消防本部・岐阜県）
●バイスタンダーが「尊い命」を救う！（京丹後市消防本部・京都府）
●初期消火功労表彰（八女消防本部・福岡県）

●災害対応能力を誇示 消防団訓練確認（東京消防庁深川消防署・東京都）
●外部講師を招きチェーンソー取扱い訓練（松山市消防団・愛媛県）
●地元プロスポーツチームと防火・防災啓発活動（日光市消防本部／日光市少年消防クラブ・栃木県）
●練馬消防少年団の声で火災予防広報（東京消防庁練馬消防署／練馬消防少年団・東京都）

雑誌「近代消防 2 月号」は、お近くの書店に注文するほか、
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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。

