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●〈全国消防最前線 158〉
・東日本大震災活動検討会

東日本大震災時の東京電力福島第一原子力発電所事故に係る
消防活動と東京消防庁作戦室（編 集 局）

・消防の技術と勇気を示した
　（元大阪市消防局長　岡　武男）
・東日本大震災を顧みて
　（元横浜市消防局長　鈴木　洋）
・福島第一原子力発電所への災害派遣を振り返って
　（元川崎市消防局長　福元幸徳）
・東京電力福島第一原子力発電所事故に対する活動の記憶
　（元名古屋市消防局消防長　岩﨑眞人）
・東日本大震災及び福島原発事故における教訓

～広域巨大災害に備えて～
　（元神戸市消防局長　村上正彦）

●新型コロナウイルス感染拡大の中で起こっている幾つかの疑問に思うこと
　（元佐世保市東消防署長　石田良文）
● Rope Rescue Meeting 2020
　（GRIMP JAPAN 実行委員会）
●陽・陰圧装置付搬送具（アイソレーター）の導入について
　（磐田市消防本部警防課救急企画室 主幹　池田大輔）
●「あつまれ どうぶつの森」を活用した防災情報の発信
　（東京消防庁防災部）
●被災地ボランティア活動と消防
　（第 5 回）震災後、福島原発の医療活動
　（株式会社 HUMAN ROOTS 代表取締役　月ヶ瀬和利）

〔その他関連記事〕
●消防職員のパワハラ研修を実施（常総地方広域市町村圏事務組合消防本部）
●開校以来初！　消防学校と警察学校が合同訓練を実施（愛媛県消防学校）
●市原市消防局は消防動画「“ ただいまの約束 ” ～何気ない日常にある幸せ～」他を市 YouTube チャ
ンネル及び市消防局 Instagram にて配信中！（市原市消防局）
●新型コロナウイルス感染症対策下における 2021 年消防出初式
● 1．17 ひょうご安全の日宣言

〔消防防災の動向〕
●避難情報の名称大幅変更へ・避難勧告を廃止し避難指示に一本化（内閣府政策統括官（防災担当））



●令和 2 年版救急・救助の現況を公表（総務省消防庁）
●令和 2 年版消防白書を公表（総務省消防庁）
●第 26 回地方公共団体の危機管理に関する懇談会を開催（総務省消防庁）
●二酸化炭素消火設備の放出事故の発生についてを通知（総務省消防庁）
●緊急度判定プロトコル Ver.3 の策定について（周知）を事務連絡（総務省消防庁）
●救急隊の感染防止対策マニュアル（Ver.2.0）の発出及び救急隊の感染防止対策の推進を通知（総
務省消防庁）
●大手家電流通協会との協力事業についてを通知（総務省消防庁）
●新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた医療用仮設ユニットにおける消防用設備等
の取扱いに係る執務資料を通知（総務省消防庁）
●新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を踏まえた消防法等関係法令の運用を事
務連絡（総務省消防庁）
●医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種における接種対象者について（周知）
を事務連絡（総務省消防庁）
●大規模倉庫における消防活動支援対策ガイドライン等を参考に防火安全対策を講じて大規模倉庫の
事例について（情報共有）を事務連絡（総務省消防庁）
●消防の広域化及び連携・協力の更なる推進を通知（総務省消防庁）
●第 1 回消防指令システムの高度化等に向けた検討会を開催（総務省消防庁）
●全国消防防災主管課長会議を開催（総務省消防庁）
●令和 2 年中の交通事故死者数を発表（警察庁）
●新春共同記者会見（書面）を開催（（公財）日本消防協会）
●防災士認定登録者現況（書面）を公表（認定ＮＰＯ法人日本防災士機構）
●住宅用下方放出型自動消火装置「霧筒（kiritutu）」を発売（モリタ宮田工業㈱）
●新刊図書「なぜ消防士は不動産投資に向いているのか？」を発売（㈱幻冬舎メディアコンサルティ
ング）

〔イベント情報〕
●「東日本大震災から 10 年─あの時、何が起こったか？　あれから何が変わったか？」シンポジウ
ム開催へ（グローバル・イッシューズ総合研究所／尾崎行雄記念財団）

〔消防評論〕
●自分で考え自分で守る

～新型コロナウイルス感染症を期に考えるべきこと～
　（常葉大学大学院環境防災研究科教授　重川希志依）

〔時の視点〕
●温暖化がもたらす気象災害

～どう食い止め、適応するか～
　（国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登）

〔連載〕
●〈新連載〉消防組織の人材育成 1

～消防人を育てる教育・指導・評価・管理の標準化を目指す～
人材育成・人材教育の意味・目的

　（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）
●〈新連載〉災害とメンタルヘルス 1

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/0303_hy.pdf


　被災者メンタルヘルス（大震災と風水害）
　（独立行政法人労働者健康安全機構本部研究ディレクター　伊藤弘人）
●シリーズ・災害の教育訓練と防災交流 7

楽しい防災活動を生み出すパワー
市民防災・地域防災の在り方を変えた大西賞典さんの取組み

　（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 94

非常用エレベーター
　（富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部　下仁井田消防署南牧分署　清水友彰）
●気象災害から学ぶ 146

霧プロダクト（Night microphysics RGB 合成画像）
　（気象予報士（元気象庁）　饒村　曜）
●救急活動事例研究 47

止血帯（ターニケット）を使用し有効性を実感した 3 症例
　（男鹿地区消防一部事務組合消防本部　戸嶋一也　荒木廣太　杉本正人）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 20〈最終回〉

不整脈確認テスト
　（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 106（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― 24
　（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

東日本大震災から 10 年、南海トラフ巨大地震まで約 15 年
　（常葉大学社会環境学部 准教授　小村隆史）
●災害キーワード 39　貞観地震津波
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
●平成の自然災害史 24　大阪府北部の地震
　（防災情報機構会長　伊藤和明）
●最近の災害（令和 2（2020）年 12 月）
●ファイヤーダイアリー 2021 109

消防法施行令第 24 条第 2 項ただし書きと警報設備の重複設置について
　（上萬治己）
●赤色灯 39　東日本大震災から 10 年……新型コロナ禍拡大中
　（四代目　辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 94　災禍と社会変革
　（防災子）
●城郭と防災 39　犬山城と濃尾地震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 48　幽霊もまたコロナに悩んでいるのです
　（松﨑俊道）
●守り人 106　技術の維持分野　血液循環とハーヴェー
　（文・吉田敏治　イラスト・葛窪真紀子）
●昇任試験実力養成講座 No.648

＝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.153

＝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 12 月 1 日～令和 2 年 12 月 31 日〉
　登載通知＝冬期における避難所の新型コロナウイルス感染症への対応について（令和 2 年 12 月
17 日付　府政防第 1798 号　消防災第 206 号　健感発 1217 第 1 号）／大手家電流通協会との協力
事業について（令和 2 年 12 月 25 日付　消防予第 409 号）／石油コンビナート等災害防止法関連法
令に規定されている様式上の押印の廃止について（令和 2 年 12 月 25 日付　消防特第 171 号　2 高
圧第 18 号）／危険物の規制に関する規則等に規定されている様式上の押印の廃止について（通知）（令
和 2 年 12 月 25 日付　消防危第 301 号）／消防法施行規則第 4 条の 2 の 6 第 1 項で定める点検基
準に係る点検要領等についての一部改正について（令和 2 年 12 月 25 日付　消防予第 391 号）／防
火対象物定期点検報告制度
に係る執務資料の送付について（通知）（令和 2 年 12 月 25 日付　消防予第 392 号）／消防関係法
令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化について（通知）（令和 2 年
12 月 25 日付　消防総第 812 号）／消防用設備等に係る執務資料の送付について（通知）（令和 2
年 12 月 28 日付　消防予第 420 号）／新型コロナウイルス感染症対策のため臨時に設けられた医
療用仮設ユニットにおける消防用設備等の取扱いに係る執務資料の送付について（通知）（令和 2 年
12 月 28 日付　消防予第 422 号）

〔カラーグラビア〕
●阪神・淡路大震災から 26 年――がんばろう 1．17
●死者 1 人、負傷者 18 人 車両 141 台が関係する多重事故（東北自動車道）
●感染防止対策機能搭載救急車の運用を開始（東海市消防本部）
●消防出初式 2021 ！（東京消防庁／東京消防庁大井消防署／尼崎市消防局／坂戸・鶴ヶ島消防組合
消防本部／千葉市消防局）
●渋谷で火災予防と感染防止を広報（東京消防庁渋谷消防署／東京都／渋谷区）
●日野レッドドルフィンズとスクラムを組んで火災予防（東京消防庁日野消防署）
●ＣＳＲ・ブリーチング訓練（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部）
●ＢＣ災害対応訓練（豊川市消防本部）
●消防団と消防隊による震災対応連携訓練発表会（名古屋市消防局）
● 10 年ぶりに防火服及び防火帽を一新（可茂消防事務組合消防本部）

〔カラーファイヤートピックス〕
●車両火災に係る自動車基礎講習　予防業務研修会を実施（成田市消防本部・千葉県）
●予防業務に輝きを！　消防査察隊発隊式を実施（上越地域消防局・新潟県）
●危機管理の大切さを学ぶ　消防団連合会幹部セミナーを実施（名古屋市中川区消防団連合会）
●新型コロナウイルス感染症対策を強化　陰圧シールドを導入（宇治市消防本部・京都府）
●障害者就労施設の協力を得て廃棄予定の防火服を再利用（堺市消防局・大阪府）
●消防団のイメージアップを図る目的で消防団ＰＲ用カレンダ－を作成（島根県消防協会・島根県）
●非常食をおいしく食べるために防災クッキングを開催（松山市女性防火クラブ連合会・愛媛県）
●新型コロナウイルス感染症拡大防止目的で　地域中核病院との合同訓練を実施（八女消防本部・福
岡県）

〔ファイヤートピックス〕
●特殊消火隊員教育訓練（越谷市消防本部・埼玉県）
●大規模建物火災想定訓練（埼玉西部消防局・埼玉県）
●軌道事故を想定した関係機関との連携訓練（海老名市消防本部・神奈川県）
●連携力を強める土砂災害対応訓練（富山県消防学校・富山県）
●大規模地震発生時の対応訓練（可茂消防事務組合消防本部・岐阜県）



●知識と技術の向上を図る鉄道事故対応訓練（尾三消防本部・愛知県）
●全警防職員が参加！　火災防ぎょ部隊訓練（東近江行政組合消防本部・滋賀県）
●新型コロナウイルス感染防止対策（伊勢崎市消防本部　伊勢崎消防署西分署・群馬県）
●夜間特別査察で防火管理の徹底を図る（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部・埼玉県）
●コロナ禍に対応し消防演習動画を配信（千葉市消防局・千葉県）
●中国語版の防火啓発 DVD「厨房の火災予防」作成！（横浜市消防局中消防署・神奈川県）
●飛沫防止シートも確認　歳末特別立入検査（熱海市消防本部・静岡県）
●信楽駅前たぬきに　たすきを掲出（甲賀広域行政組合消防本部　信楽消防署・滋賀県）
●建物火災を想定した合同消防訓練（泉州南消防組合泉州南広域消防本部・大阪府）
●消防職員パワハラ防止研修（小山市消防本部・栃木県）
●指導救命士の救急車同乗実習（入間東部地区事務組合消防本部・埼玉県）
●自衛消防技術試験対策講習会（東京消防庁深川消防署・東京都）
●小型移動式クレーン技能講習会（奈良県広域消防組合消防本部西和消防署・奈良県）
●消防協力者に感謝状（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●消防団資機材取扱訓練（野田市消防本部・野田市消防団・千葉県）
●震災時の火災に備えて！（横浜市消防局南消防署／横浜市南消防団・神奈川県）
●消防団協力事業所に認定（湖南広域消防局・滋賀県）
●防災意識の向上を目指す　まもりんピック姫路（姫路市消防局・兵庫県）
●消防団員体力測定（久米島町消防団・沖縄県）

雑誌「近代消防 3 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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https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.html?srchf=1&tbty=0

