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5 月 12 日発売
●〈全国消防最前線 161〉
･ 茅ヶ崎市消防本部
地域の結びつきを活かした広域化 （編集局）
●令和 2 年版 救急・救助の現況〈概要〉
消防庁救急企画室／参事官／広域応援室
● 東日本大震災から 10 年──消防団はどう変わったか（下）
元東北福祉大学兼任講師 後藤一蔵
●人の命の守り方 ～事業所向け消防訓練に新たな常識を～
東根市消防本部 渡邉航生
●欧米諸国の規定からみる
救急自動車の安全基準の考え方 株式会社赤尾 特需部 救急担当 内尾公治
●鈴木靖幸コレクションと消防自動車博物館
～元自衛官が集めた 16 台の消防車両と年内に開館予定の消防自動車博物館の話題（前編）
本誌特任記者 防災アドバイザー 加藤孝一
〔その他関連記事〕
●前北海道消防協会会長東田愼悟氏が逝去（編集局）
●女性消防職員活躍推進に関する研修会を開催（豊橋市消防本部）
●第 7 回名古屋市大学生消防団総会（名古屋市大学生消防団）
●「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」及び「救急に関する調査研究事業」研究報告書
のご案内（（一財）救急振興財団）
〔消防防災の動向〕
●病院船の活用に関する調査・検討を踏まえた政府の考え方を公表
（内閣府（防災）
・厚生労働省・防衛省・国土交通省）
●ガストーチの安全な使用に関する調査の実施結果についてを事務連絡
●緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱等の改正についてを通知
●危険物等に係る事故防止対策の推進についてを通知
●再任用制度の運用等に係る調査結果についてを事務連絡
●消防団の所有する可搬ポンプの点検整備の推進についてを通知
●倉庫における火災危険性の把握等についてを通知
●危険物施設の立入検査等に関するマニュアルの改定についてを通知
●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報告書を公表
●火災予防啓発動画「忘れていませんか？火災から命を守る住宅用火災警報器の点検・交換」
の制作・発表
●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報告書
（令和 2 年度報告書）を公表

●危険物施設の風水害対策のあり方に関する検討報告書を公表
●消防用設備等点検アプリの本格運用開始についてを通知
●令和 2 年度消防庁女性活躍ガイドブックの作成・送付についてを事務連絡
●新型コロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬送体制の確保への対応
についてを通知
●緊急消防援助隊の登録状況を公表
●消防団員の処遇等に関する検討会中間報告書を公表及び消防団員の報酬等の基準の策定等について
消防庁長官通知を発出
●ドローン運用アドバイザー制度の創設についてを通知
●東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起についてを通知
（以上、18 記事は総務省消防庁）
●京都市消防航空隊図柄が宝くじに（京都市行財政局）
●ＳＤＧ s の達成に向けた地域協働のあり方とその担い手育成に関する研究会報告書を発行
（（一財）自治研修協会）
● 2021 年度全国統一防火標語を決定し防火ポスターを制作（
（一社）日本損害保険協会）
〔消防評論〕
●火砕流の脅威～雲仙普賢岳災害から 30 年～
防災情報機構会長 伊藤和明
〔時の視点〕
●東日本大震災の教訓を生かす②
教訓を語り継ぐ
国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授

こちらから 消防評論の内容を
見ることが出来ます。
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登

〔連載〕
●〈新連載〉昭和の地震・火山災害史 ①
北丹後地震 防災情報機構会長 伊藤和明
●救急現場の 12 誘導心電図から学ぼう ②
胸痛で救急要請した高齢男性の心電図
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
●「自主防災組織」からみた人材確保と人材育成策を再考してみる ③〈最終回〉
い・防災研究所 所長 飯村孝一
●西日本豪雨災害
“ 消防対応の教訓 ”（そうじゃ流）③
一般社団法人安全開発機構 塩飽賢路
●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（第 3 回）
常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史
●一期一会 ②
元相模原市消防局 石井三千雄 〈イラスト〉野口深雪
●今さら聞けない資機材の使い方
連結送水管 松江市消防本部 伊藤眞次

●救急活動事例研究 ㊾
救急活動における新型コロナウイルス汚染の視覚化実験
宗像地区消防本部 大島 悠 井田雄大 藤本浩二
荒牧孝之 末松孝英 花田博幸 白石康寛
川合克弥 末武志帆 久野瑞希
●気象災害から学ぶ 149
キキクル 気象予報士（元気象庁） 饒村 曜
●考えながら学ぶ違反処理法学 109
違反処理研究会
●消防組織の人材育成 ④
～消防人を育てる教育・指導・評価・管理の標準化を目指す～
育成手法の決め方
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
●基本的法令用語の解説―消防法令の規定を題材として― ㉖
元消防大学校客員教授 元茨城大学講師（非常勤） 関 東一
●最近の災害（令和 3（2021）年 3 月）
●守り人 109 技術の拡張分野 万有引力とニュートン
文・吉田敏治 イラスト・葛窪真紀子
●安全・安心の窓 公衆衛生と取締 防災子
あなたを活かす接遇コミュニケーション ㊳
救急車のサイレン
㈱エンパワー 21 代表取締役 能勢みゆき
●赤色灯 ㊷ 猛暑・豪雨・水害・熱中症・変異ウイルス……複合災害
四代目 辺里鼓舞太
●一笑びん 賽銭箱
松﨑俊道
●続・イグアナ・伝吉 青春年報 消防版『三四郎』⑧〈最終回〉
〈文〉那之津マイク 〈挿絵〉締込み虎次
●城郭と防災 ㊷ 宇和島城と安政南海地震①
拓殖大学防災教育研究センター長・特任教授 濱口和久
●昇任試験実力養成講座 No.651
＝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.156
＝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 3 年 3 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日〉
登載通知＝「特定屋外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験について」の一部改正について（令和 3
年 3 月 19 日付 消防危第 37 号）／「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」の一
部改正について（令和 3 年 3 月 26 日付消防危第 43 号）／危険物施設の立入検査等に関するマニュ
アルの改定について（令和 3 年 3 月 26 日付 消防危第 44 号）／過疎地の給油取扱所において地上
に貯蔵タンクを設置する場合等の運用について（令和 3 年 3 月 30 日付 消防危第 51 号）／新型コ
ロナワクチンの接種に伴いアナフィラキシーを発症した者の搬送体制の確保への対応について
（依頼）
（令和 3 年 3 月 31 日付 消防救第 100 号）

〔カラーグラビア〕
●熊本地震から 5 年 熊本地震犠牲者追悼式（益城町／熊本県）／長野県消防防災ヘリコプター「ア
ルプス」1 年 9 か月ぶりに運航再開（長野県消防防災航空隊）／避難弱者も安心安全に利用できる降
下型避難機器「ＵＤスケープ」導入（とかち広域消防事務組合上士幌消防署）／市内発！ 横浜市南
消防団に「外国人防災指導チーム」発足（横浜市消防局南消防署）／都市型救助資器材を使用した傾
斜地での担架搬送訓練（西春日井広域事務組合消防本部）／山岳救助訓練（柏原羽曳野藤井寺消防
組合消防本部）／解体予定施設を利用した消防活動訓練（入間東部地区事務組合消防本部）／令和 2
年度特別救急訓練（奈良県広域消防組合消防本部）／岐阜市消防団大規模災害隊発隊式／大型化学消
防ポンプ自動車運用開始（東部消防組合消防本部）／二酸化炭素消火設備に関する緊急安全指導（東
京消防庁）／公式マスコットキャラクター ＫＯＮ助 誕生（春日・大野城・那珂川消防組合消防本部）
〔カラーファイヤートピックス〕
千葉市消防局／相模原市消防局／豊田市消防本部（愛知県）／桑名市消防本部（三重県）／八尾市消
防本部（大阪府）／伊丹市消防局（兵庫県）／有田川町消防本部（和歌山県）／西条市消防本部（愛
媛県）
〔ファイヤートピックス〕
羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／青森県消防学校／埼玉東部消防組合消防局／千葉市消防局／柏市消
防局／東京消防庁（芝消防署、深川消防署、多摩消防署）／座間市消防本部／上越地域消防局／大垣
消防組合消防本部／衣浦東部広域連合消防局／大津市消防局／泉州南消防組合消防本部／加古川市消
防本部／奈良市消防局／奈良県広域消防組合消防本部高市消防署／岩国地区消防組合消防本部／久万
高原町消防本部／久万高原町消防団／筑後地域消防指令センター／八女消防本部／久留米広域消防本
部浮羽消防署／別府市消防本部／別府市防火委員会／薩摩川内市消防局
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