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●年 頭 の 辞
消防庁長官　内藤尚志

●〈全国消防最前線 169〉
西条市消防本部
若い職員の柔軟な発想を活用した組織づくり　 　編 集 局

●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令について
消防庁危険物保安室

●大規模風水害等に対応できる人材育成を目的として
特別教育「自然災害科」を開講 　富山県消防学校

●消防の今とこれからを考える（現場からの視点）
第 4 回　自然災害の激甚化と地域防災力向上のための消防署の役割
元横浜市中消防署長　小野和夫

●狭隘空間から救出するための訓練 　横浜市磯子消防団
●令和元年房総半島台風と令和元年東日本台風から 2 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　三舩康道
● GRIMP JAPAN 2021 想定解説（第 1 回）

GRIMP JAPAN 実行委員会
●シリーズ・消防人の群像　第 5 回

人と街を愛し続け「人助け」に生きる起業家、羽原克也さん
前上野消防団長・前消防少年団長で民間救急のパイオニア
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 〕
●「め組の大吾 救国のオレンジ」広報パネル完成披露会（東京消防庁杉並消防署）
●親子で楽しみながら防火・防災を体験――消防庁舎一般開放イベント（児玉郡市広域消防本部）
●レンダイオンの練り切り生菓子、クッキー・地元民間事業者の協力のもと、新たな火災予防啓発
　（守口市門真市消防組合消防本部）
●清水洋文消防総監が大型商業施設を視察（東京消防庁）
●渋谷センター街及び道玄坂で繁華街査察を実施（東京消防庁渋谷消防署）
●持続性を可能とした防災教育教材の制作（東京消防庁渋谷消防署）
●筑西広域市町村圏事務組合消防本部の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた救命講習

〔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）
●第 1 回「多様化する救助事象に対応する救助体制のあり方に関する高度化検討会（救助人材育成）」

を開催
●「令和 3 年度救急業務のあり方に関する検討会」（第 2 回）を開催
●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を事務連絡



●「危険物施設におけるスマート保安等に係る調査検討会」（第 2 回）を開催
●「令和 3 年度石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会」（第 3 回）を開催
●重要文化財（建造物）等防災施設整備事業（防災施設等）指針の策定について（情報提供）を

事務連絡
●日本語劇場版「サンダーバード 55 ／ＧＯＧＯ」とタイアップした救急車の適正利用を啓発する

ポスターを作成
●「火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入に向けた検討会」（第 4 回）を開催
●第 1 回「給油取扱所における業務等のあり方に関する検討会」を開催
●「令和 3 年度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」（第 2 回）を開
催
●「消防団員入団促進キャンペーン」を実施
●「地域防災力向上シンポジウム in 青森 2021」を開催
●「危険物輸送の動向等を踏まえた安全対策の検討会」（第 2 回）を開催
●「令和 3 年度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」の結果及び表彰式を

実施
●大阪市北区で発生した火災を受けた緊急点検についてを通知
●「消防指令システムの高度化等に向けた検討会」（第 4 回）を開催
●「原子力施設等における消防活動対策マニュアル改訂に関する検討会」（第 2 回）を開催
　（以上、17 記事は総務省消防庁）
●漂流軽石回収に関する技術・アイデア集を公表（国土交通省港湾局技術企画課）
●第 24 回防災行政研究会を開催（衆議院議員務台俊介事務所）
● 70 周年記念フォーラムを開催（（公社）全国公営住宅火災共済機構）
●シンポジウム「救急自動通報システムの『これまで』と『これから』」を開催
　（ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク）
●特別展「今日から防災！　─過去を知り、未来へ備えよう─」を開催（岐阜県博物館）
●横浜防災フェア 2021 を開催（横浜市）
●パッケージ型自動消火設備Ｉ型「スマートスプリネックス」を発売（モリタ宮田工業㈱）
●石井隆一氏が新・「元気とやま塾」入門を上梓（北日本新聞社）
●有馬朱美氏が創業 30 周年を機に 2 冊を企画出版（（一社）防災支援システム研究所）

〔消防評論〕
●他山の石

―消防は東日本大震災・東京電力福島第一原子力発電所事故から何を学ぶか―
消防大学校客員教授　新井雄治

〔時の視点〕
●東日本大震災の被災地 10 年目の課題 ②

～福島　被災者と被災地に寄り添った支援を～
国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授　山﨑　登

〔連載〕
●一期一会 ⑩
元相模原市消防局　石井三千雄　〈イラスト〉野口深雪
●気象災害から学ぶ　157

積雪の深さと降雪量の 6 時間予報
気象予報士（元気象庁）　饒村　曜

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/0402_hy.pdf


●災害キーワード ㊾　軽石噴火
防災情報機構会長　伊藤和明

●昭和の地震・火山災害史 ⑨
十勝沖地震 防災情報機構会長　伊藤和明

●最近の災害（令和３（2021）年 11 月）
●救急活動事例研究

通信指令課員がおこなう新型コロナウイルス感染症スクリーニング
白山野々市広域消防本部　澤田　淳

●今さら聞けない資機材の使い方　105
デラックスサバイバースリング
男鹿地区消防一部事務組合消防本部　安田幸平

●考えながら学ぶ違反処理法学 ◯ 117 　違反処理研究会
●立入検査に関する基本的法律問題と違反処理の基礎⑤

日本公法学会（行政法部会）会員 元消防大学校客員教授　関　東一
●救急現場の 12 誘導心電図から学ぼう ⑩

胸部圧迫感を訴えて救急要請した高齢女性の心電図
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

●火災調査 標準テキスト ⑥
消防大学校非常勤講師　北村芳嗣

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 83
ＤＩＧ誕生 25 年という節目の年初に思うこと
常葉大学社会環境学部 准教授　小村隆史

●ファイヤーダイアリー 2022　117
消防法施行令第 22 条（漏電火災警報器に関する基準）の疑義について 　上萬治己

●安全・安心の窓 　105
危機管理の要諦　防災子

●あなたを活かす接遇コミュニケーション ㊷
コミュニケーションを深めるコツ
㈱エンパワー 21 代表取締役　能勢みゆき

●赤色灯 ②　ニューノーマルにおける自衛消防訓練 82
五代目　辺里鼓舞太

●一笑びん 　プレゼント
松﨑俊道

●守り人 　117
制度による拡張分野　新しい政府と由利公正
文・吉田敏治　イラスト・葛窪真紀子

●城郭と防災 ㊿　鶴ヶ城と会津地震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.659
＝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.164
＝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 11 月 1 日～令和 3 年 11 月 30 日〉 
登載通知＝医業類似行為等に係る消費者事故等の通知について（令和 3 年 11 月 8 日付　消安全第
346 号　消防総第 664 号）／広域共同防災組織を設置することができる区域の変更に係る防災体制



について（通知）（令和 3 年 11 月 25 日付　消防特第 225 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 3 年 11 月 25 日　消防特第 224 号　20211116 保局
第 1 号）／降積雪期における防災態勢の強化等について（令和 3 年 11 月 26 日付　中防消第 9 号）

〔カラーグラビア〕
大阪市此花区倉庫火災・負傷者 1 人、焼損面積約 3 万 8,700㎡／大阪市北区ビル火災・死者 25 人、
負傷者 3 人／第 24 回全国消防救助シンポジウム・要救助者と救助者の安全を守る火災時の救助活動
／栃木県消防防災航空隊林野火災合同訓練（芳賀地区広域行政事務組合消防本部）／「近代消防」誌
が選ぶ 2021 年消防重大ニュース　東京・港区で二酸化炭素消火設備放出事故／足利市林野火災／東
日本大震災から 10 年／消防用設備等点検アプリ本格運用開始／消防団員の報酬等の基準の策定等に
係る消防庁長官通知／熊本地震から 5 年／ドローン運用アドバイザー制度創設／救急救命士制度発足
から 30 年／避難情報に関するガイドラインの改定／雲仙普賢岳火砕流災害から 30 年／熱海市伊豆
山土石流災害／ 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防特別警戒／ GRIMPJAPAN 
2021 ／新日本消防会館起工式／大阪市此花区倉庫火災／大阪市北区ビル火災

〔カラーファイヤートピックス〕
須賀川地方広域消防本部（福島県）／土浦市消防本部（茨城県）／蓮田市消防本部（埼玉県）／麹町
消防少年団（東京都）／知多南部消防組合消防本部（愛知県）／京都市消防局／守口市門真市消防組
合消防本部（大阪府）／大洲地区広域消防事務組合消防本部（愛媛県）

〔ファイヤートピックス〕 
 茨城西南広域消防本部／行田市消防本部／朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部／千葉市消
防局（中央消防署、花見川消防署）／流山市消防本部東消防署／松戸市消防局（東部消防署、消防音楽隊）
／野田市消防本部／東京消防庁（深川消防署、東村山消防署、日野消防署、多摩消防署）／東山梨消
防本部／上野原市消防団／松本広域消防局／千曲坂城消防本部／大垣消防組合消防本部／多治見市消
防本部／羽島市消防本部／駿東伊豆消防本部／磐田市消防本部／岡崎市消防本部／桑名市消防本部／
大津市消防局／湖南広域消防局／泉州南広域消防本部／守口市門真市消防組合消防本部／尼崎市消防
局／伊丹市消防局／伊丹市消防団 〔イベント情報 P.64〕 「建築防火・防災ＷＥＢ講習」開催へ（（一財）
日本建築防災協会）



雑誌「近代消防 2 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%B2&searchKeywordFlg=1
&intpr=

●楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E8%BF%91
%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&g=000&l-id=pc-
search-box

●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。
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