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熊本市消防局 －広域化により迅速な消防力の投入を実現－
阿蘇広域行政事務組合消防本部 －労をねぎらい、支え合う組織であるために－
阿蘇広域行政事務組合消防本部南部分署・南阿蘇村消防団
－常備消防と消防団、役場が業務を補完し合う－

〈Fire Academy Series〉

30

熊本県消防学校の巻

38
44

消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び
消防庁国民保護・防災部地域防災室
特例措置の実施状況について
「 みらいとんでん 」火災事件判決について考えてみる

50

化学工場・化学プラントにおける消防対応

熊本地震により休校を余儀なくされた中、初任科生は消防人生の第一歩を踏み出した。

元 佐世保市東消防署長

― 爆発・火災のリスクマネジメントの導入と水霧放水の制炎力の活用 ―

公益社団法人 日本火災学会 首都直下地震火災被害評定委員会 専門委員

70

予防広報のエキスパートであり、女性消防吏員の活躍推進にも尽力！
佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部 今井和代 消防司令長に聞く

74

【特別寄稿】女性消防吏員のさらなる増強を……

64
127

たおやかなパワーがもっと欲しい。
東日本大震災から５年、被災地の復興状況

石田良文
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命令に付する履行期限の徒過と当該命令の効力を中心として
元 佐世保市東消防署長

石田良文

56

心理的応急処置（ＰＦＡ）の要点～日本版、心のレジリエンス～

97

ケニア共和国に対する消防技術支援について（前篇）

一般社団法人日本防災教育訓練センター 代表理事

公益財団法人日本消防協会国際部長

サニー カミヤ

古本顕光／東京消防庁装備部装備課 清水隆之

132

わが国における薬物中毒による死亡の疫学

105

2016年９月11日─９.11から15年を経たニューヨークを再訪（前篇） 池俣康朋
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第11回消防職員親善空手道大会開催 空手道を極めた全国の猛者が奈良に集結！

78
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北海道医療大学生命基礎科学講座

西

基

奈良県広域消防組合消防本部

鳥取・島根両県の女性消防団員が研修交流会に参加
高層ビル屋上へのヘリによる救助隊員の投下訓練（横浜市消防局港北消防署）
東京消防庁千住消防署が防火のつどいを開催 千住地域の水害リスクを知り、地震災害へ備える
第３回山口県女性消防職員研修会開催～消防女子のいろんな生活～
車両火災を想定した原因調査訓練を実施（松戸市消防局）
〈特別付録 〉消防ダイアリー
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109
災害史探訪○
昭和南海地震から70年

社説・消防評論

34 地球温暖化対策を進める

36 悲劇を繰り返さない

ＮＨＫ解説委員

伊藤和明

災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ
「ホンモノの DIG」、挑戦してみませんか？ パートナーを募集します！

時 の 視 点

～宮城県石巻市の大川小学校津波裁判～

152

防災情報機構会長

～パリ協定と日本の課題～

連

今月の表紙／熊本市消防局・中央消防
署庁舎前に並ぶ中央消防署の皆さ
ん。特別高度救助隊の救助工作車に
は、熊本のシンボルである熊本城の
イラストが描かれている。

世界津波の日フォーラム～巨大津波災害に備えるための国土強靱化の役割～
カラーグラビア
（内閣官房 国土強靱化推進室）／平成28年度東京都消防褒賞贈呈式／平成28年度緊急消防援助隊近畿ブ
ロック合同訓練／平成28年度国際消防救助隊連携訓練／平成28年秋季全国火災予防運動 全国各地で多
彩な取組／新宿区歌舞伎町・新宿三丁目地域一斉立入検査（東京消防庁、新宿区、新宿警察署、四谷警察署、
新宿消防団、四谷消防団）／築地場外の新施設 築地魚河岸で消防訓練（東京消防庁京橋消防署）／平成
28年度東京消防庁総合震災消防訓練（東京消防庁管下全消防署）／第６回全国消防職団員綱引大会／各
機関が連携して 災害時初期対応訓練（西春日井広域事務組合消防本部）／第10回階段駆け上がりレース
豊橋大会（日本警察消防スポーツ連盟）
〔カラーグラビア説明 P.94 〕
〔ファイヤートピックス 〕稲敷広域
消防本部（茨城県）／横浜市加賀町消防団／横浜市中消防署／海老名市消防本部（神奈川県）／見附市消防
本部（新潟県）／富山市消防局／熱海市消防本部（静岡県）／京都市消防局／篠山市消防本部（兵庫県）
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気象災害から学ぶ

雪と氷の季節は気温が３℃以下
青山学院大学非常勤講師・気象予報士（元気象庁） 饒村

114 救急事例報告①〈新連載〉
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農作業中に意識障害を呈した２症例
富良野広域連合消防本部富良野消防署南富良野支署 米木直人

120 救急活動事例研究③

日常業務における疑問（ 移動タンク貯蔵所の立入検査）
上萬治己

札幌市消防学校の救急教育「現場即戦力」の養成
札幌市消防局 高田 涼／三ツ井雅行
宮出芳昭／森出智晴
札幌市における救急隊員研修の現状と今後の展望
札幌市消防局 長山英太郎／髙橋朋子
佐々木広一／印藤昌智／菩提寺 浩

〈イグアナ・伝吉シリーズ 〉

経口エアウェイ・経鼻エアウェイ

守り人 文化の維持分野 西洋古典とシャルルマーニュ

144 今さら聞けない資機材の使い方

出雲市消防本部出雲西消防署多伎分署

80 ポジティブ防災①〈新連載〉

伊藤

篤

ポジティブ防災考案者

110 災害現場における救助活動のための

ロー紀子

日本の伝承技②
今野利弘
解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑰
148

チャプター 17 火災防ぎょ～①構造物火災の消火～
㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治
違反処理研究会
138 考えながら学ぶ違反処理法学

154 消防官のための地方自治法入門
＝テスト問題付＝

消防大学校客員教授

118 消防現場におけるペットの救急処置③

関

東一

ペットの心肺蘇生法

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事 サニー カミヤ
55 最近の災害（平成28（ 2016 ）年10月）

84

174
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（続々々）特命：目で聞け119番・緊急通報！③

―聴覚障害者用119番受信 システム構築物語―
文・那之津マイク／挿絵・締込み 虎次
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サービスとしての消防能力

防災子

177

赤色灯○
109 わが身をつねって痛みを知れ！ 三代目 辺里鼓舞太

176

その気持ち､ 伝わってる？ 笑いは世界を救う！ 松﨑俊道

79
137

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 謡曲「春日龍神」 荒木慶司
緊急地震速報・津波警報の多言語辞書⑥

思わず取り組みたくなる防災の啓発法

150

スペイン語編

203

168

～緊急地震速報の多言語辞書に津波警報の表現を追加～

最近の主な通知〈平成28年10月11日～平成28年10月28日〉

186

登載通知＝消防団への加入促進に向けた取組について（消防地第
276号 平成28年10月11日付）／緊急防災・減災事業債
の対象事業の拡充について（事務連絡 平成28年10月20日
付）／地方公共団体の業務継続性確保のための非常用電源
の整備について（消防災第143号 平成28年10月28日付）

昇任試験実力養成講座 №598

190

＝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 №103

197

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕
〔社告〕 謹賀新年

207

飛翔１１９／今月の広告

208

〔消防防災の動向 P.86 〕 平成28年秋の消防関係叙勲伝達式を開催／第27回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催／平成28年秋の消防関係褒章伝達式を開催（以上、
総務省消防庁）／第64回全国消防技術者会議を開催／平成28度消防防災科学技術賞表彰式を開催／第20回消防防災研究講演会を開催（以上、総務省消防庁 消防研究セン
ター）／平成28年度消防設備関係功労者等表彰式を開催（総務省消防庁／（一財）日本消防設備安全センター）／第28次消防審議会（第３回）を開催（総務省消防庁）／平成29年
度 消防大学校教育訓練計画の策定を公表（総務省消防庁 消防大学校）／世界津波の日フォーラム（内閣官房 国土強靱化推進室）／第16回全国中学生「防火防災に関する 」
作文コンクール審査結果を発表（（公財）日本消防協会／全日本消防人共済会）／高規格救急自動車を地域の消防本部に寄贈／離島に小型動力ポンプ付軽消防自動車を寄贈（以
上、（一社）日本損害保険協会）／危機管理セミナー 2016を開催（（一社）公共ネットワーク機構）／「シンポジウム 熊本地震から学ぶ 」を開催（（公財）横浜ＹＭＣＡ）〔 イベント情
報 P.93 〕「建築物の防火・避難対策と建築基準法、消防法における防災関係規定講習会 」開催へ（（一財）日本建築防災協会）〔 Fire Topics P.178 〕 釧路市消防本部／遠
軽地区広域組合消防本部／いわき市消防本部／春日部市消防本部／埼玉西部消防局所沢中央消防署／（公社）川口市防火安全協会／千葉市消防局／柏市消防局（旭町消防署、
大金平消防署）／松戸市消防局／成田市消防本部／東京消防庁大井消防署／横浜市消防局／湯河原町消防本部／新潟県防災局消防課／富山市消防局／峡北消防本部北杜
消防署／恵那市消防本部／西濃ブロック消防長会／熱海市消防本部／熱海市消防団／幸田町消防本部／衣浦東部広域連合消防局／東海市消防団／東海市消防本部／湖南
広域消防局／豊中市消防局北消防署／堺市美原消防団／西宮市消防局／加古川市消防本部／三田市消防本部／南但消防本部／奈良県広域消防組合消防本部高田消防署／
（公財）島根県消防協会／備北地区消防組合消防本部庄原消防署／久留米広域消防本部久留米消防署／八女消防本部／平戸市消防本部／南さつま市消防本部

平成29年（ 2017年 ）01月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●救急活動のレベルアップを図る ブラインド型救急シミュレーション（ 稲敷広域消防本部・茨城県 ）
●開港の地・横浜の都市型消防団に郵便局員団員誕生、充足率100％達成（ 横浜市加賀町消防団／横浜市中消防署 ）
●指揮命令系統などの確認を実施 軌道事故を想定した災害対応訓練（ 海老名市消防本部・神奈川県 ）
●山岳地域で行方不明者を救助 消防防災航空隊と合同訓練（ 見附市消防本部・新潟県 ）
●見て、聞いて、体験できる 消防・防災フェア2016（ 富山市消防局 ）
●温泉ホテル旅館協同組合連合会とホテルで合同総合訓練（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●背番号１と19で、１１９ 京都フローラ、表彰式で大活躍（ 京都市消防局 ）
●瓦屋根の歩行方法などの理解を深める瓦屋根の専門的知識習得研修会（ 篠山市消防本部・兵庫県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.178 ～）〕
●山岳救急救助を想定し、陸上自衛隊と合同訓練（ 遠軽地区広域組合消防本部 ）
●頑張れ！ 中隊長研修（ いわき市消防本部 ）
●最新型消火放水銃を使った油火災消火訓練（ 成田市消防本部 ）
●滑落事故発生 ? ヘリと合同救助訓練（ 横浜市消防局・湯河原町消防本部 ）
●熱海消防の総力を結集！秋季合同演習（ 熱海市消防本部 ）
●施設を救う共助の力（ 湖南広域消防局 ）
●緊急消防援助隊兵庫県隊後方支援部隊集結訓練（ 西宮市消防局 ）
●加古川海上保安署と連携合同訓練（ 加古川市消防本部 ）
●救急現場の連携を強化救急想定訓練（ 南さつま市消防本部 ）
●一日消防長を開催！（ 釧路市消防本部 ）
●春日部市民の日に防災イベント（ 春日部市消防本部 ）
●火の用心！パンチボールで火災予防（（ 公社 ）川口市防火安全協会 ）
●しながわ水族館とのコラボ水槽で火災予防（ 東京消防庁大井消防署 ）
●駅伝を通じて広報活動（ 峡北消防本部北杜消防署 ）
●高速道路における安全講習（ 恵那市消防本部 ）
●発足40周年を記念消防ひろばを開催！（ 幸田町消防本部 ）
●職場や家庭の防災リーダーを育成！（ 西春日井広域事務組合消防本部 ）
●防災フェスタとよなか in 大門公園（ 豊中市消防局北消防署 ）
●良い子の約束、おはしもち！（ 三田市消防本部 ）
●児童防火ポスターで火災予防！（ 奈良県広域消防組合消防本部高田消防署 ）
●広げよう！防火防災の輪ひらど消防フェスタ（ 平戸市消防本部 ）
●楽しもう！八女地区消防フェスタ（ 八女消防本部 ）
●警防技術大会（ 千葉市消防局 ）
●民間企業から学ぶ！仕事意欲と接遇対応力ＵＰ（ 柏市消防局旭町消防署 ）
●富山県下消防署が集結！警防技術交換会（ 富山市消防局 ）
●平成26年８月広島豪雨災害研修会（ 西濃ブロック消防長会 ）
●橋本雄太郎教授を招き、救急講演会（ 衣浦東部広域連合消防局 ）
●ゴミ収集車事故対応研修（ 久留米広域消防本部久留米消防署 ）
●突風災害事案の検証会（ 八女消防本部 ）
●迅速で勇気ある人命救助活動に感謝状（ 松戸市消防局 ）
●人命救助活動に感謝状（ 南但消防本部 ）
●“ とこら”と一緒に火災予防キャンペーン（ 埼玉西部消防局所沢中央消防署 ）
●チーバくんと一緒に火災予防運動！（ 松戸市消防局大金平消防署 ）
●ポンプ運用の技術を学ぶ消防団中継送水訓練（ 柏市消防局 ）
●人気アイドル“Negicco”が消防団を応援！（ 新潟県防災局消防課 ）
●熱海市女性消防団員が高齢者防火訪問（ 熱海市消防団 ）
●東海市内の大学生が消防団を体験！（ 東海市消防団・東海市消防本部 ）
●消防団幹部科初級指導課程に参加（ 堺市美原消防団 ）
●全国消防操法大会ポンプ車の部優勝を報告（（ 公財 ）島根県消防協会 ）
●知識と技術を伝承し、伝統を守る！（ 備北地区消防組合消防本部庄原消防署 ）

２
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16

平成28年８月に発生した
台風第10号による大規模な浸水被害への対応
110 〉
〈 全国消防最前線○

消防庁防災課／応急対策室／広域応援室 / 地域防災室

姫路市消防局 「 安全・安心のおもてなし 」を市民に

〈 消防団訪問レポート〉

24
76

姫路市の消防団

市民が消防団の活動を「 聞いて・見て・体験 」
実体験型講座「 スマート消防団にズームイン！」

編集局

平成28年度消防防災科学技術賞
消防職員・消防団員等による消防防災機器の開発・改良部門 優秀賞受賞

化学プラント火災用防火服の開発
68

編集局

姫路市消防局

塚原昌尚

口頭指導支援ツール（アプリケーション）の開発と活用
能美消防本部 寺井消防署

谷川昌弘

50

第25回全国消防操法大会を終えて

58

障害者施設 津久井やまゆり園において発生した
集団救急事案の相模原市消防局の対応

44

札幌市消防団ビジョンの策定と目指すべき消防団像

74

全国初！神奈川県内の女性消防団員が合同で震災対応訓練を実施

38

大川小学校に係る津波訴訟を瞥見して

65

2016年９月11日─９.11から15年を経たニューヨークを再訪（ 後篇 ）

81

ｉＤｅＣｏ
（ 個人型確定拠出年金 ）が公務員も利用可能になりました！
一般財団法人 地域社会ライフプラン協会 参事（１級ＤＣプランナー） 村上
滋

32

年頭の辞

全国消防操法・長野大会防災啓発事業等実行委員会 事務局次長

札幌市10消防団連合協議会会長

塚原

毅

編集局
平井勇光
編集局

元 佐世保市東消防署長

石田良文
池俣康朋

消防庁長官

青木信之

110
災害史探訪○

社説・消防評論

28 巨大災害に備えた生活再建のあり方を考える

126

アイスランドの火山災害

（ その１ ）地球の割れ目で起きる火山の噴火

時 の 視 点

～ラカギガル火山・ヘクラ火山～

30 福島県沖の地震で津波警報

防災情報機構会長

～東日本大震災の教訓を忘れない～
ＮＨＫ解説委員

連

今月の表紙／姫路城を背景に凛々しい姿で撮
影に臨んでいただいた姫路東消防署の消防
指揮隊のみなさん。無人航空機
「ドローン」
の導入により、的確な情報収集ができ即応
体制の強化が期待される。

第19回全国消防救助シンポジウム（総務省消防庁）／平成28年度ＮＢＣ災
カラーグラビア
害総合訓練
（東京消防庁）
社説・消防評論 ／総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）消防団活動報告会（総務省消防庁）
／東近江行政組合消防本部高度救助隊「スーパーレスキュー東近江 」発隊／「近代消防 」誌が選ぶ
2016年消防重大ニュース 東京消防庁航空救助機動部隊発隊／長野県碓氷バイパス大型観光バ
ス横転事故／東日本大震災五周年追悼式／東広島山陽自動車道八本松トンネル内車両火災／平成28年
熊本地震／伊勢志摩サミットで消防特別警戒／消防女性活躍推進本部を設置／相模原市で発生した集
団救急事案／第１回防災推進国民大会／平成28年台風第10号による被害／阿蘇山の中岳第一火口で
36年ぶりに爆発的噴火／大規模停電を引き起こした送電施設等の火災／ドローンを活用した消防活動
に関する検証の公開実験／「地域防災と消防団 」国際シンポジウム／消防法施行令の一部を改正する政
〔ファイヤートピックス 〕旭川市消防本部（北
令の公布／新潟県糸魚川市大火〔カラーグラビア説明 P.64 〕
海道）／一関市消防本部（岩手県）／戸田市消防本部（埼玉県）／東京消防庁第一消防方面本部／横浜
市消防局／川崎市消防局／津島市消防団（愛知県）／春日・大野城・那珂川消防組合（福岡県）

山﨑

登

災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ
常葉大学社会環境学部准教授

気象災害から学ぶ

救命索発射銃

小村隆史
56

強い寒気は離岸距離が短い

可茂消防事務組合消防本部 中消防署

96 救急活動事例研究④

福井大輔

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

饒村

曜
94

消防現場におけるペットの救急処置④

未就学児の心肺停止数およびバイスタンダーＣＰＲ

ペットの気道異物除去

実施率：保護者が救命講習Ⅲを受講しやすくなるため

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

の考察

104

久しぶりにフルバージョンのＤＩＧをやってみました

載

108 今さら聞けない資機材の使い方

伊藤和明

仙台市消防局

遠藤弘樹

小学校への
「 応急手当クイックシート 」の導入
北見地区消防組合消防本部

萱森雅哉

90 災害現場における救助活動のための
今野利弘
日本の伝承技③
106 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑱

チャプター 17 火災防ぎょ～②クラスＣ火災の消火～
㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治
86 ポジティブ防災②
「 孫連れ防災 」～大切な人を想う気持ちを防災へ

ロー紀子
114 考えながら学ぶ違反処理法学 違反処理研究会
テストの総務大臣賞等表彰式／総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）及び活動
報告会を開催／「避難支援アプリの機能に関する検討会 」を開催／「女性消防
士の WORK＋ LIFE ガイドブック 」を配布／「消防防災科学技術研究推進制度 」
平成29年度研究開発課題を募集／「平成28年版消防白書 」を公表（以上、総務
省消防庁）／救急普及啓発広報車を寄贈（（一財）救急振興財団）／平成28年度全国
自主防災組織リーダー研修会を開催（（一財）日本防火・防災協会）／第31回市民
防災研修会「被災地スタディツアー 2016 in 常総 」を開催（（公財）市民防災研究所）
〔お詫びと訂正 P.63 P.148 〕 〔Fire Topics P.131 〕 釧路北部消防事務組合消
防本部弟子屈消防署川湯支署／北見地区消防組合消防本部／北見市防火協会／
青森県消防学校／いわき市消防本部／土浦市消防本部／吉川松伏消防組合消防
本部／児玉郡市広域消防本部／船橋市消防局／柏市消防局西部消防署／松戸市
消防局六実消防署／流山市消防本部／東京消防庁（石神井消防署、府中消防署）
／横浜市消防局／横浜市金沢消防団／相模原市消防局南消防署／富山市消防局
大沢野消防署／大垣消防組合消防本部／多治見市消防本部／土岐市消防本部／
熱海市消防本部／甲賀広域行政組合消防本部水口消防署土山分署／湖南広域消
防局／京都市消防局／東大阪市消防局／守口市門真市消防組合消防本部／茨木
市消防本部／堺市美原消防団／奈良県広域消防組合消防本部（天理消防署、山
添消防署、御所消防署）／久留米広域消防本部／うるま市消防本部 〔その他の
関連記事 〕 韓国・大邱広域市の消防安全本部長、東京消防庁を視察（P.89 ）／
全国消防長会関東支部違反是正事例発表会（P.102 ）

128

ファイヤーダイアリー 2017
上萬治己

消防隊の活動を支援するもの

ファイヤーファイターに贈る接遇道〈 最終回 〉

37

コミュニケーションのさじ加減
㈱エンパワー 21代表取締役

能勢みゆき

最近の災害（ 平成28（ 2016 ）年11月 ）

49

〈 イグアナ・伝吉シリーズ 〉

119

（ 続々々）特命：目で聞け119番・緊急通報！④
―聴覚障害者用119番受信 システム構築物語―
文・那之津マイク／挿絵・締込み 虎次

ポジティブ防災考案者

〔消防防災の動向 P.60 〕 石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コン

サニー カミヤ

安全・安心の窓

危険への接近

110 東京って田舎っぽいね
赤色灯○

守り人

制度による拡張分野

三代目

防災子

89

辺里鼓舞太

130

都市の成長と織田信長

124

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

謡曲「 野守 」

荒木慶司

最近の主な通知〈 平成28年11月２日～平成28年11月25日 〉

155

138

登載通知＝危険物施設における火災・流出事故に係る深刻度評価指
標について（ 平成28年11月２日 消防危第203号 ）／消防用
設備等の点検要領の一部改正について（ 通知 ）（ 平成28年11
月25日 消防予第352号 ）

昇任試験実力養成講座 №599

142

＝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 №104

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）02月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●119オータムフェア2016

消防音楽隊避難訓練コンサート開催（ 旭川市消防本部・北海道 ）

●３市消防本部合同で連携強化を図る
●戸田市市政施行50周年記念事業

多数傷病者発生事故訓練を実施（ 一関市消防本部・岩手県 ）

市民公開救急シンポジウムを開催（ 戸田市消防本部・埼玉県 ）

●大型を含む４消防艇による水難救助活動

200名24台による震災消防訓練（ 東京消防庁第一消防方面本部 ）

●警察、入国管理局と合同で伊勢佐木町周辺の繁華街で夜間一斉査察（ 横浜市消防局 ）
●京王電鉄㈱若葉台検車区にて

列車事故対応訓練を実施（ 川崎市消防局 ）

●防災ソング「 コロコロマーチ」を作曲
●新幹線の列車火災事故を想定

防火の集いで園児と合唱（ 津島市消防団・愛知県 ）

ＪＲ西日本と合同訓練を実施（ 春日・大野城・那珂川消防組合・福岡県 ）

〔 ファイヤートピックス（P.131 ～）〕
●東京電力と合同で災害時の送電線対応訓練（ 流山市消防本部・千葉県 ）
●特養ホームで火災発生！近隣施設と消防演習（ 東京消防庁石神井消防署 ）
●ラグビーワールドカップ2019に向けてテロ対処訓練（ 東大阪市消防局・大阪府 ）
●岐阜県防災航空隊と合同池田山捜索救助訓練（ 大垣消防組合消防本部・岐阜県 ）
●ＢＣ災害対応訓練（ 多治見市消防本部・岐阜県 ）
●甲賀流忍者の衣装を身に纏って防火啓発活動（ 甲賀広域行政組合消防本部水口消防署土山分署・滋賀県 ）
●国際消防救助隊連携訓練（ 京都市消防局 ）
●消防技術競技会（ いわき市消防本部・福島県 ）
●地域住民・関係機関と連携！地域防災2016（ 吉川松伏消防組合消防本部埼玉県・埼玉県 ）
●救急活動想定訓練競技会（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●実車両を使った救急・救助研修（ 柏市消防局西部消防署・千葉県 ）
●朝日出張所 新庁舎落成式を挙行（ 東京消防庁府中消防署 ）
●伊勢佐木町周辺の繁華街で夜間一斉査察（ 横浜市消防局 ）
●看護師の救急車同乗実習を開始（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●東濃地区救助技術交換会（ 土岐市消防本部・岐阜県 ）
●消防業務に必要な救急訓練用資機材等を受納（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●地場医療法人から事務連絡用車両を受領（ 久留米広域消防本部・福岡県 ）
●明るく安心できる街づくりを目指して！（ 北見地区消防組合消防本部／北見市防火協会・北海道 ）
●力作が勢揃い！火災予防ポスター展（ 土浦市消防本部・茨城県 ）
●住宅防火を考える！防災推進シンポジウム（ 児玉郡市広域消防本部・埼玉県 ）
●鮮やかなデザインで注目を浴びる消防署の看板（ 松戸市消防局六実消防署・千葉県 ）
●廃棄紙を利用して火災予防啓発物品を作成（ 相模原市消防局南消防署 ）
●福田佳緒理さんを一日消防署長に委嘱（ 富山市消防局大沢野消防署 ）
●防火ポスター完成！めざす先は 火災ゼロ（ 守口市門真市消防組合消防本部・大阪府 ）
●いばらき安全安心フェスタ（ 茨木市消防本部・大阪府 ）
●消防フェア2016（ 奈良県広域消防組合消防本部天理消防署 ）
●助かるはずの命を救う！（ 奈良県広域消防組合消防本部山添消防署 ）
●勇気ある小学生が消防活動に多大な貢献（ 奈良県広域消防組合消防本部御所消防署 ）
●第２回学生企画訓練（ 青森県消防学校 ）
●老人ホームを訪問（ 釧路北部消防事務組合消防本部・弟子屈消防署川湯支署・北海道 ）
●消防キャラ「 おおたか君 」も協力！消防団員募集の横断幕（ 流山市消防本部・千葉県 ）
●大規模災害想定訓練（ 横浜市金沢消防団 ）
●放置ボンベ捜索活動（ 堺市美原消防団・大阪府 ）
●県内初！機能別団員の入団式（ うるま市消防本部・沖縄県 ）
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30

地方公共団体における業務継続計画策定状況の調査結果
消防庁 国民保護・防災部 防災課

34

木村 真

地方公共団体における業務継続性確保のための
非常用電源に関する調査結果
消防庁 国民保護・防災部 防災課

和田紘一

111 〉
〈 全国消防最前線○

16

第６回全国消防職団員綱引大会

66

消防法第５条の３に基づく除去命令処分に係る
取消等請求訴訟の結果等について

編集局

東京消防庁予防部査察課機動査察係

62

市民生活の安全・安心の推進と
隊員の安全・迅速な災害活動の実現を目指して
〜警防課職員及び新任消防吏員による違反処理（ 警告 ）事例〜

札幌市中央消防署

52

「 かもめタウン 」等のサービスを活用した予防救急や防火の広報活動
横浜市消防局 予防部予防課／警防部救急課

38

台湾の消防事情 消防施設＆ロープレスキュー大会視察報告
ロープレスキュー講習事務所 oﬃce −Ｒ2

74

大西隆介

2016年及び近年の災害を振り返って
−「 連鎖する災害 」「 防災をテクニカルな面だけで見ない 」をキーワードに−
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

54

三舩康道

ケニア共和国に対する消防技術支援について
（ 後篇 ）
公益財団法人日本消防協会国際部長

古本顕光／東京消防庁装備部装備課 清水隆之

〔消防防災の動向 P.44 〕 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を公布（総務省消防庁）／「災害情報伝達手段等の高度化事業 」の実証事業実施

団体を決定（総務省）／平成28年版 救急・救助の現況／人命救助内閣総理大臣感謝状授与式（以上、総務省消防庁）／第32回防災ポスターコンクール
表彰式（内閣府（防災担当））／第13回小学生のぼうさい探検隊マップコンクール表彰式を開催（（一社）日本損害保険協会 等）／大学生等消防団員奨学金
制度を創設（大垣市）／「消防団員等公務災害補償等共済基金六十年史 」を刊行（消防団員等公務災害補償等共済基金））〔イベント情報 P.47 〕 ３１１から
６年── あの時、何が起こったか？ あれから何が変わったか？ 新井元東京消防庁消防総監が講演会を開催へ（（一社）日本安全保障・危機管理学会 防災・
〔お詫びと訂正 P.148 〕〔Fire Topics P.126 〕石狩北部地区消防事務組合消防本部当別消防署・当別消防団／羊蹄山ろく消防組合蘭越
テロ対策研究会）
消防団・消防署蘭越支署／いわき市消防本部／さいたま市消防局西消防署／成田市消防本部／千葉市消防局／松戸市消防局／佐倉市八街市酒々井町消防
組合消防本部／船橋市消防局中央消防署／柏市消防局／印西地区消防組合消防本部／松戸市消防局大金平消防署／小金北地区女性防火クラブ／小金北地
区少年消防クラブ／東京消防庁福生消防署／愛川町消防本部／上田地域広域連合消防本部／富士宮市消防本部／熱海市消防本部／豊橋市消防本部／常滑
市消防本部 ／東海市消防本部／津市消防本部／甲賀広域行政組合消防本部水口消防署／京都中部広域消防組合消防本部亀岡消防署／河内長野市消防本
部／枚方寝屋川消防組合消防本部枚方東消防署／堺市美原消防団／西宮市消防局／宝塚市消防本部／奈良県広域消防組合消防本部西和消防署／王寺町女
性防火クラブ／斑鳩町女性防火クラブ／鳥取県東部広域行政管理組合消防局／久留米広域消防本部久留米消防署／八女消防本部／八女市上陽婦人防火ク
（P.53 ）
ラブ 〔その他の関連記事 〕 1,500ℓタンク付ＣＤ−Ⅰ型消防ポンプ自動車を更新 コンセプトは狭隘地域でのオールマイティ車（箱根町消防本部）
／総務省消防庁が「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会 」を開催（総務省消防庁）
（P.61 ）／ 1.17ひょうご安全の日宣言
（P.70 ）／特別査察隊発足40周年記念「査察フォーラム 」開催のお知らせ（横浜市消防局）
（P.72 ）／「予防塾 」に行ってみました！（編集局）
（P.73 ）／
まちかど防災訓練車 登場（東京消防庁）
（P.77 ）／東京消防庁音楽隊ハートフルコンサート（東京地下鉄株式会社、東京急行電鉄株式会社）
（P.87 ）

今月の表紙／第６回全国消防職団員綱引大会
のチャンピオンの部で優勝を果たした金沢
レスキュー隊︒正に強豪中の強豪チーム︒

カラーグラビア
新潟県糸魚川市大規模火災（新潟県糸魚川市）／東燃ゼネラル
社説・消防評論
石油株式会社
和歌山工場火災（和歌山県有田市）／阪神・淡路大震災から22年。
「 1.17 」の文字に祈
り込め、未来に思いを繋ぐ／防火ポスター、防火・防災に関する作文最優秀賞表彰式（（公財）日本消防協
会／全日本消防人共済会））／平成29年の新春を飾れ！消防出初式2017 ！／消防団 PR イベント 〜
いちばん身近なボランティア〜（名古屋市消防局／名古屋市消防団連合会）／平成28年度東京湾消防
相互応援協定に基づく合同消防演習（東京消防庁／川崎市消防局／市川市消防局／横浜市消防局／千葉
市消防局／海上保安庁 ほか）／八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部高度救助隊「八戸スーパーレス
キュー（H.S.R.）」発足／ＣＢＲＮＥ災害対処千葉連携研修会 平成28年度実働演習（千葉市消防局／千
葉県警察／（国研）放射線医学総合研究所 ほか）
〔カラーグラビア説明 P.42 〕
〔ファイヤートピックス 〕北上地区
消防組合消防本部（岩手県）／（公財）茨城県消防協会／佐野市消防本部（栃木県）／長野市消防局／静岡県
東部消防長会／長久手市消防本部（愛知県）／奈良県広域消防組合消防本部／（公財）島根県消防協会

社説・消防評論

111
災害史探訪○

26 「防災 」と通信技術の進展

アイスランドの火山災害
（ その２ ）スルツェイの誕生・ヘイマエイの溶岩流災害

時 の 視 点

28 糸魚川市の市街地火災の教訓
〜酒田大火以来の大規模火災〜

防災情報機構会長

伊藤和明

気象災害から学ぶ
山﨑

ＮＨＫ解説委員

連

112

登

49

糸魚川市大規模火災とフェーン現象
青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

載

102 今さら聞けない資機材の使い方㊼

饒村

曜
121

最近の災害（ 平成28（ 2016 ）年12月 ）

ポータブルマルチガスモニター（ＧＸ− 2012 ）
上尾市消防本部西消防署

前島

悠

94 救急活動事例研究⑤

―聴覚障害者用119番受信 システム構築物語―

加藤 昇／谷田恵三／中村和司
／西出敏一／福岡久一

支援者間の連携のスイッチは救急隊が握っている
熊本市消防局

115

（ 続々々）特命：目で聞け119番・緊急通報！⑤

堺市消防局における予防救急事業の取組
堺市消防局

〈 イグアナ・伝吉シリーズ 〉〈 最終回 〉

宮永真宏／伊藤陽信／西川大樹
／千場和貴／吉野幸生

文・那之津マイク／挿絵・締込み 虎次

安全・安心の窓㊻

防災子

89

辺里鼓舞太

134

その気持ち､ 伝わってる？㉔ 習慣の力〈最終回 〉 松﨑俊道

37

守り人

48

復興と契約遵守

111 日本海側の都市大火
赤色灯○

技術による維持分野

90 救急事例報告②

三代目

理性尊重とヒルベルト

文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子

早期病院搬送を要する傷病者が搬送を拒否した症例３例
札幌市消防局

日本のこころ 能のおはなし

謡曲「 東北 」

荒木慶司

154

小野寺健人

84 災害現場における救助活動のための
今野利弘
日本の伝承技④
100 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版⑲
チャプター 17 火災防ぎょ
〜③クラス D 火災及び車両火災の消火〜
㈱日本防災デザインＣＥＯ 熊丸由布治
107 考えながら学ぶ違反処理法学
違反処理研究会
88 消防現場におけるペットの救急処置⑤
ペットの止血法

最近の主な通知〈 平成28年12月５日〜平成28年12月28日 〉

135

登載通知＝「 危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域に
おける事故の報告 」の一部変更について（ 消防危第228号 消
防特第209号 平成28年12月５日 ）／洞道火災時における消
防活動上の留意事項等について（ 通知 ）
（ 消防消第242号 消
防予第377号

平成28年12月14日 ）／消防法施行令の一部

を改正する政令の公布について（ 通知 ）
（ 消防救第177号 平
成28年12月16日 ）／消防用設備等点検報告制度に係る留意
事項等について（ 通知 ）
（ 消防予第382号 平成28年12月20
日 ）／平成29年度消防庁予算（ 案 ）の概要及び平成29年度地

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

サニー カミヤ

122 ファイヤーダイアリー 2017
消防隊の活動を支援するもの

方財政対策の概要等について（ 事務連絡 平成28年12月22
日 ）／「 平成28年台風第10号災害を踏まえた課題と対策の在

上萬治己

78 ポジティブ防災③

り方（ 報告 ）
」を踏まえた避難に関連する取組及び避難準備情
報等の名称変更について（ 府政防第1416号 消防災第184号

微力だからこそ、遠くに届く啓発法〜
ポジティブ防災考案者

平成28年12月26日 ）

ロー紀子

81 今役立つ 消防キーワード（防災編）⑨

昇任試験実力養成講座 №600

141

＝共通（消防士長・消防司令補）、
消防司令、小論文〔解説付〕

「全２万世帯に20ページのパンフレットを印刷し配布する 」
「消防は『馬の脚 』のように見えます。しかし、防災、自主

予防技術検定模擬テスト №105
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕
〈 社告 〉「近代消防」論説委員

防災組織は、消防の本来事務です 」

緑川久雄

148

飛翔１１９／今月の広告

顧問・編集委員の紹介

155
160

平成29年（ 2017年 ）03月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●初動から宿営までの一連の流れを確認

緊急消防援助隊応援出動訓練（ 北上地区消防組合消防本部・岩手県 ）

●消防団による地域防災力向上イベント「 災害時の命の守り方 」を開催（
（ 公財 ）茨城県消防協会 ）
●注水による化学反応や消火方法を確認 マグネシウム燃焼検証会（ 佐野市消防本部・栃木県 ）
●ブラインド型で災害対応能力の向上を図る 中高層建築物火災の活動演習（ 長野市消防局 ）
●静岡県東部地区の７消防本部が連携 大規模災害対応合同訓練（ 静岡県東部消防長会 ）
●市内保育園において防火意識の高揚を図る 火災予防啓発キャラバン隊（ 長久手市消防本部・愛知県 ）
●指揮支援隊と５消防署が参加し連携を確認 ＢＣ災害対応訓練（ 奈良県広域消防組合消防本部 ）
●消防団のイメージアップを図る 消防団ＰＲ用カレンダーを作成（
（ 公財 ）島根県消防協会 ）
〔 ファイヤートピックス（P126 ～）〕
●消防部隊運用訓練（ いわき市消防本部・福島県 ）
●旧消防庁舎解体に伴う消火・救出訓練（ 成田市消防本部・千葉県 ）
●言葉は違えど、目的はひとつ！（ 東京消防庁福生消防署 ）
●川崎市消防局航空隊と合同航空機連携訓練（ 愛川町消防本部・神奈川県 ）
●観光地熱海の新玄関口で大規模消防訓練（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●大型店舗災害に備え（ 豊橋市消防本部・愛知県 ）
●旅客船事故対応訓練（ 常滑市消防本部・愛知県 ）
●警防技術訓練発表会（ 東海市消防本部・愛知県 ）
●近大救命救急センター ドクターカーと合同訓練（ 河内長野市消防本部・大阪府 ）
●列車脱線事故想定訓練（ 西宮市消防局・兵庫県 ）
●相互応援体制を強化 阪神地区広域合同訓練（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●解体建物災害対応訓練で効果的な初動体制を確立（ 久留米広域消防本部久留米消防署・福岡県 ）
●警察署と合同で市内一斉夜間立入検査（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●特別査察で防火管理の重要性を再確認！（ 松戸市消防局・千葉県 ）
●大規模物品販売店の年末特別検査（ 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県 ）
●火災予防思想の普及を図る歳末特別査察（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●年末防火運動に伴う 消防長年末特別査察（ 甲賀広域行政組合消防本部水口消防署・滋賀県 ）
●消防長が歳末繁忙期 特命検査を視察（ 枚方寝屋川消防組合消防本部枚方東消防署・大阪府 ）
●大規模店舗に対する特別巡視（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●一日消防署長を迎え防火キャンペーン（ 船橋市消防局中央消防署・千葉県 ）
●消防フェスティバル（ 富士宮市消防本部・静岡県 ）
●防火を誓う！消防ひろば（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●ファイアーファイターフェスタ2016（ 鳥取県東部広域行政管理組合消防局 ）
●自動車教習所と連携安全運転研修（ さいたま市消防局西消防署・埼玉県 ）
●公用車両運転技能向上研修会（ 柏市消防局・千葉県 ）
●火災調査室・実験室の運用を開始（ 印西地区消防組合消防本部・千葉県 ）
●住宅防火防災推進シンポジウム（ 上田地域広域連合消防本部・長野県 ）
●公表制度運用をテーマに予防業務研修（ 津市消防本部・三重県 ）
●火災の多発期を迎え年末火災予防特別警戒（ 石狩北部地区消防事務組合消防本部当別消防署・当別消防団・北海道 ）
●宿泊施設を巡回、防火管理体制の徹底を指導（ 羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団・消防署蘭越支署・北海道 ）
●消防団員教育訓練 機関科可搬ポンプ課程（ 堺市美原消防団・大阪府 ）
●女性防火クラブ員が非常食のレシピを考案（ 松戸市消防局大金平消防署／小金北地区女性防火クラブ・千葉県 ）
●火災を防ぐ！防火夜回り（ 奈良県広域消防組合消防本部西和消防署／王寺町女性防火クラブ／斑鳩町女性防火クラブ・奈良県 ）
●上陽婦人防火クラブ視察研修で地震を学ぶ！（ 八女消防本部／八女市上陽婦人防火クラブ・福岡県 ）
●少年消防クラブ員が放水訓練を披露（ 松戸市消防局大金平消防署／小金北地区少年消防クラブ・千葉県 ）
●火事のない明るいまち！火遊びは絶対にしません（ 京都中部広域消防組合消防本部亀岡消防署・京都府 ）
●火災ゼロを目指して！防火餅つき（ 八女消防本部・福岡県 ）

４
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28

平成28年版消防白書の概要

消防庁総務課

112 〉
〈 全国消防最前線○

16

蓮田市消防本部
〈 消防団訪問レポート

女性吏員比率7.9％、「 育 」を合言葉に

編集局

〉

22

蓮田市消防団

自主防災組織との訓練や広報活動で
住民と顔の見える関係づくりを推進

編集局

57

新潟県糸魚川市大規模火災の被害状況と対応

編集局

61

消防の視座からの糸魚川市大規模火災─昭和59年 山形県酒田大火に学ぶ─
公益社団法人日本火災学会 首都直下地震火災被害想定委員会 専門委員

69

糸魚川市大規模火災── 木造住宅密集地域への警鐘再び！
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

49

山本信一

三舩康道

第18回消防関連機関懇親会 開催
（ ＣＮＲＪ Fire and Emergency Services 18th Annual Friendship Banquet）
在日米海軍日本管区司令部消防隊統合消防長

52

ロドルフォ・ゴンザレス

ＮＢＣ等大規模テロ災害時における対応能力向上にむけた海外調査
札幌市消防局 中央消防署 警防課救助二担当係長

76

修

道北消防の挑戦 安全・安心の取組は地域一体で !（ 前編 ）
旭川市消防本部予防指導課

82

髙木

滝澤尚史

天竜川川下り船事故と監督過失責任について（ 静岡地裁判決から ）
元 佐世保市東消防署長

石田良文

〔消防防災の動向 P.44 〕「第28次消防審議会（第４回）」を開催／緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官表彰授与式を開催（以上、総務省消防庁）／平
成29年度東京消防庁予算記者会見（東京消防庁）／「危険物保安技術協会40年のあゆみ 」を刊行（危険物保安技術協会）／平成28年度少年消防クラブ指
導者交流会を開催（（一財）日本防火・防災協会）／平成29年総会・設立70周年記念祝賀会を開催（東京消防懇話会）／第20回防災行政研究会を開催（衆議
院議員 務台俊介事務所）／創業100周年記念祝賀会を開催（㈱重松製作所）／「函館の大火─昭和九年の都市災害─ 」を上梓（（一財）法政大学出版局）〔イ
ベント情報 P.47 〕 第７回全国消防音楽隊フェスティバルを豊中市で開催へ（豊中市）／第21回ＪＦＦＷ交流会開催へ（ＪＦＦＷ事務局）〔Fire Topics
P.126 〕羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署／羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／北上地区消防組合消防本部／稲敷広域消防本部／筑西広域市
町村圏事務組合消防本部／埼玉西部消防局／川越地区消防局川越西消防署／坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部／西入間広域消防組合消防本部／船橋市
消防局／松戸市消防局六実消防署／六実方面隊（管轄消防団）／東京消防庁（日本堤消防署、高輪消防署）／富士宮市消防本部／富士五湖消防本部／衣
浦東部広域連合消防局（刈谷消防署、安城消防署）／長久手市消防本部／大津市消防局／堺市消防局／豊中市消防局／河内長野市消防本部／堺市美原
消防団／尼崎市消防局／宝塚市消防本部／宝塚市消防団／三田市消防本部／川西市消防本部／有田川町消防本部／湯浅広川消防組合消防本部（署）
／（公財）島根県消防協会／真庭市消防本部／福山地区消防組合消防局／八女消防本部／南さつま市消防本部／阿久根地区消防組合消防本部／うるま市消
（P.48 ）／防火標語、救急標語の最優秀賞表彰式
防本部 〔その他の関連記事 〕 蝶野正洋氏に川崎市消防団長が感謝状を贈呈（川崎市消防局川崎消防署）
（東京消防庁）
（P.75 ）／かながわ消防フェア2017 シンポジウム〜消防団は、大規模災害にどう備えるべきか〜（神奈川県）
（P.118 ）

隊員シンポジウム 救命の未来をデザインする〜「みなとまち神戸 」から飛躍への道しるべを〜（神戸市消防
局／（一財）救急振興財団）／第5回 奈良市消防団活性化大会 奈良市消防団を中核とした地域防災力強化訓練／
第63回文化財防火デー 全国各地で消防訓練 私たちの貴重な財産・文化財を火災から守れ！／平成28年度
神奈川県国民保護共同訓練（内閣官房／神奈川県／横浜市 ほか）／平成28年度埼玉県特別機動援助隊（埼玉
ＳＭＡＲＴ）合同訓練（埼玉県）／第21回「震災対策技術展 」横浜−自然災害対策技術展−／東京の木 多摩
産材を用いた新庁舎落成（東京消防庁奥多摩消防署）／多機関合同連携訓練（山武郡市広域行政組合消防本部）
／横浜市西消防団車両事故対応訓練 〔カラーグラビア説明 P.42 〕
〔ファイヤートピックス 〕いわき市消防
本部（福島県）／埼玉西部消防局（埼玉県）／神奈川県安全防災局／山梨県防災局／恵那市消防本部（岐阜県）
／西春日井広域事務組合消防本部（愛知県）／西宮市消防局（兵庫県）／奈良県広域消防組合消防本部

112
災害史探訪 ○

社説・消防評論

今 月 の 表 紙 ／ 庁 舎 前 に 並 ぶ 蓮 田 市 消 防 本 部・
消防署の皆さん︒大きな旗は出初式で披露
される消防ソーランで使用されるほか︑普
段は庁舎内に展示されており︑市民の防火
啓発に貢献している︒

カラーグラビア
緊急消防援助隊出動に係る消防庁長官表彰授与式（総務省消防庁）／埼玉県三芳町
社説・消防評論
倉庫火災
負傷者２名、焼損面積約４万5,000㎡（ 2月16日㈭に出火、28日㈫に鎮火）／第25回 全国救急

126

1978年宮城県沖地震

24 ＣＢＲＮＥテロに備える

防災情報機構会長

伊藤和明
38

消防現場におけるペットの救急処置 ⑥
時 の 視 点

消防現場で犬に咬まれた時の対処法

26 事前防災として進める住宅の耐震化
〜阪神・淡路大震災から22年〜
山﨑

ＮＨＫ解説委員

連

サニー カミヤ
災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉘
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

登

載

徳島県小松島市で気づいた
南海トラフ地震対策 DIG のポイント

34 消防の惨事ストレス対策

①〈新連載 〉

常葉大学社会環境学部准教授

〜惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況〜
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

加藤孝一

100 今さら聞けない資機材の使い方 ㊽

小村隆史
128

ファイヤーダイアリー 2017
上萬治己

ハロン消火設備の活用について

減災教育・災害危機管理アドバイザー

担

40

気象災害から学ぶ

87

霧と靄、煙霧と黄砂

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

饒村

曜
131

最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年１月 ）

架
小山市消防本部小山市消防署

木下直貴

112 救急活動事例研究 ⑥

安全・安心の窓㊼

多数傷病者事案における神戸市消防局の新たな取組
神戸市消防局長田消防署

松岡太郎

ドクターヘリ・ドクターカー運行開始から６年
〜搬送時間を検証する

112 2017年の中国地方大寒波
赤色灯○

辻井信二

守り人

文化の拡張分野

108 救急事例報告 ③

辺里鼓舞太

125

松﨑俊道

81

㈱エンパワー 21

能勢みゆき

殿堂の建設と辰野金吾

48
119

文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子

消化器疾患と判断したが婦人科疾患であった２症例
札幌市消防局

火災防ぎょ

日本のこころ 能のおはなし

謡曲「 絵馬 」

荒木慶司

最近の主な通知〈 平成29年１月19日〜平成29年１月31日 〉
対応の推進について（ 平成29年１月25日 消防消第８号 ）／危
険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布につい

熊丸由布治

て（ 通知 ）
（ 平成29年1月26日 消防危第７号 ）／自治体消防

120 考えながら学ぶ違反処理法学

139

登載通知＝電話通訳センターを介した三者間同時通訳による多言語

〜④原野火災の消火〜

㈱日本防災デザインＣＥＯ

155

角谷洸太郞

96 災害現場における救助活動のための
今野利弘
日本の伝承技 ⑤
94 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ⑳
チャプター 17

68

接遇コミュニケーション①〈 新連載 〉

相手の立場に立つとは

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部

三代目

一笑びん①〈 新連載 〉 東京スカイツリー
あなたを活かす

防災子

見逃される惨事

制度70周年記念式典の実施について（ 平成29年１月27日 消

違反処理研究会

防総第40号 ）／「 避難勧告等に関するガイドライン 」の改定

104 よぼうかかり覚書 ⑩ 「よぼうがかり」の設備指導
消防ＯＢ おがわこうへい
91 今役立つ 消防キーワード（防災編）⑩

について
（ 通知・依頼 ）（ 平成29年１月31日 府政防第53号・

「私の町内では、自力で避難できない人を、町内の皆が知っ
ています 」

消防災第10号 ）

昇任試験実力養成講座 №601

142

＝共通（消防士長・消防司令補）、
消防司令、小論文〔解説付〕

「課長の情熱に心が動かされました 」

緑川久雄

88 ポジティブ防災 ④

予防技術検定模擬テスト №106

148

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

地域防災力をアップする会話の活用法
ポジティブ防災考案者

ロー紀子

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）04月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●救助活動に関する知識・技術を統一国際消防救助隊員集合訓練（ いわき市消防本部・福島県 ）
●組織全体の危機管理意識の向上を図る 消防職員の不祥事防止対策研修（ 埼玉西部消防局・埼玉県 ）
●県内全25消防本部が集結した「 かながわ消防 」大規模災害を想定した初の実動訓練（ 神奈川県安全防災局 ）
●トップリーダーに聞く 消防女子のホンネ！消防トップセミナーを開催（ 山梨県防災局 ）
●国の重要伝統的建造物群保存地区を守る こども夜回りで防火を訴える（ 恵那市消防本部・岐阜県 ）
●ベテラン職員も参加し、全職員が一丸で訓練 若手消防職員警防訓練査閲（ 西春日井広域事務組合消防本部・愛知県 ）
●サバイバル技術とチームレスキュー技術を習得 特別救助隊（RIT）活動訓練（ 西宮市消防局・兵庫県 ）
●災害派遣に備え、実践的な訓練を展開 高度・特別救助隊合同訓練（ 奈良県広域消防組合消防本部 ）
〔 ファイヤートピックス（P.126 ～）〕
●山岳救助隊合同訓練（ 北上地区消防組合消防本部・岩手県 ）
●救助体制の充実を図る震災救助合同訓練（ 筑西広域市町村圏事務組合消防本部・茨城県 ）
●大規模危険物事業所と合同訓練（ 川越地区消防局川越西消防署・埼玉県 ）
●多数の関係者が連携して救助救急訓練（ 東京消防庁日本堤消防署 ）
●集団救急事故を想定した合同訓練（ 富士宮市消防本部・静岡県／富士五湖消防本部・山梨県 ）
●特殊災害消防活動教養訓練（ 衣浦東部広域連合消防局 刈谷消防署／安城消防署・愛知県 ）
●防災機関と連携！高度救助隊企画訓練（ 堺市消防局・大阪府 ）
●地震災害時対応訓練（ 有田川町消防本部・和歌山県 ）
●「 稲むらの火 」の町で災害医療救護訓練（ 湯浅広川消防組合消防本部（ 署 ）
・和歌山県 ）
●夜間救急搬送訓練（ うるま市消防本部・沖縄県 ）
●市民の心に寄り添うありがとうカードを配布（ 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県 ）
●家庭での火の用心に関する 標語・川柳を決定！（ 長久手市消防本部・愛知県 ）
●防災センター展示ホールリニューアルオープン！（ 尼崎市消防局・兵庫県 ）
●消防本部発足50周年記念誌が完成！（ 三田市消防本部・兵庫県 ）
●消防団応援の店への登録を呼びかける（ 公益財団法人島根県消防協会・島根県 ）
●体験しながら学ぶ防火・防災競争（ 真庭市消防本部・岡山県 ）
●幼年消防クラブ防火フェスティバル（ 福山地区消防組合消防局・広島県 ）
●火の用心ランニング（ 南さつま市消防本部・鹿児島県 ）
●幼年消防フェスティバル（ 阿久根地区消防組合消防本部・鹿児島県 ）
●救急活動の質の向上を図る！ドクターヘリ事例検討会（ 稲敷広域消防本部・茨城県 ）
●とことん（ 所東 ）予防塾（ 埼玉西部消防局・埼玉県 ）
●救急隊と医療機関の連携や交流を深める（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●外国人傷病者に対する対応力の向上を図る（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●港湾消防力を強化！新消防艇ありあけを運用（ 東京消防庁高輪消防署 ）
●外国語対応と手話対応訓練（ 大津市消防局・滋賀県 ）
●様々な症例に対応プレホスピタル・セミナー（ 豊中市消防局・大阪府 ）
●宝塚市消防サポート隊協力事業所発足式（ 宝塚市消防本部／宝塚市消防団・兵庫県 ）
● Push ！ Push ！ Push ！広めよう救命の輪 in かわにし（ 川西市消防本部・兵庫県 ）
●救命行為の功績に感謝状（ 河内長野市消防本部・大阪府 ）
●女性消防団員が高齢者世帯で防火呼びかけ（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署／羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団・北海道 ）
●管轄消防団と合同訓練（ 松戸市消防局六実消防署

六実方面隊（ 管轄消防団 ）
・千葉県 ）

●地震災害消防活動訓練（ 堺市美原消防団・大阪府 ）
●少年消防クラブが防火防災を呼びかけ！（ 八女消防本部・福岡県 ）

5
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32

救急隊の編成をより柔軟に行うための消防法施行令の改正
消防庁救急企画室

36

「今後の水害及び土砂災害に備えた地域の防災体制の再点検結果」
を踏まえた地域の防災体制の再構築について
消防庁国民保護・防災部防災課

113 〉
〈 全国消防最前線○

16

糸魚川市消防本部 災害につよい町づくりを官民一体で進める
〈 消防団訪問レポート

編集局

〉

消防団が「 地域の守りの要 」となって
糸魚川市民の安心・安全を担う

24

糸魚川市消防団

56

輝く！ 消防分野の女性たち

60

アルゼンチン共和国における防災技術分野の人材育成と国際交流
の推進事業について（ 報告 ） 松戸市消防局中央消防署 又吉直人／古橋康則

68

アジア最大の消防訓練施設 台湾の内政部消防訓練中心（ 消防訓練
ロープレスキュー講習事務所 oﬃce - Ｒ2 大西隆介
センター）を見学して

72

道北消防の挑戦 安全・安心の取組は地域一体で !（ 後編 ）

〜山梨県における女性活躍推進の取組〜

編集局

山梨県防災局消防保安課

旭川市消防本部予防指導課

嶋田壮男

82

埼玉県消防団応援プロジェクト（ 消防団応援の店 ）

52

「 暮らしの火の用心協力隊 」発足 〜火災のないまち札幌へ〜

78

消防団員ＯＢを中核として運営される自主防災組織

埼玉県 危機管理防災部 消防防災課
札幌市消防局
―岩手県洋野町角浜地区の事例―

東北福祉大学兼任講師

後藤一蔵

〔消防防災の動向 P.4２〕 消防の広域化及び消防の連携・協力に関する答申を手交／平成28年度消防功労者消防庁長官表彰式を開催／「全国消防団員意
見発表会 」を開催／消防庁消防団等表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式（以上、総務省消防庁）／第21回防災まちづくり大賞表彰式を開
催（総務省消防庁 他）／消防庁広報テーマを発表（総務省消防庁）／埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会を
開催（総務省消防庁／国土交通省）／少年消防クラブ員募集ポスターを作成／平成29年度消防防災科学技術賞の作品を募集／平成29年度危険物安全週
間推進標語を決定（以上、総務省消防庁）／妊婦を搬送する専用の緊急車両を配備（湯河原町）／防火管理の意義と防火管理者の役割のＤＶＤを制作・
配付（（一財）日本防火・危機管理促進協会）／３１１から６年─新井元消防総監の講演会を開催（（一社）日本安全保障・危機管理学会 防災・テロ対策研究会）
／「被災ママに学ぶ！ ちいさな防災のアイディア40 」を発行（㈱学研プラス） 〔人事往来 P.47 〕 東京消防庁（平成29年４月１日付） 〔Fire Topics
P.131 〕北見地区消防組合消防本部／青森県消防学校／群馬県消防学校／川越地区消防局（川島消防署、川越中央消防署）／千葉市消防局／東京消防
庁消防学校／東京消防庁芝消防署／横浜市消防局金沢消防署／峡北消防本部／多治見市消防本部／岐阜県消防長会／富士山南東消防本部／熱海市消
防本部／豊田市消防本部／東海市消防本部／東海市消防団／東大阪市消防局／摂津市消防本部／柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／枚方寝屋川消
防組合消防本部／出雲市消防本部／柳川市消防本部／八女消防本部／中津市消防本部 〔その他の関連記事 〕 第26回全国救急隊員シンポジウム一般演
題の募集（P.27 ）／ 2017（第21回）ＪＦＦＷ交流会 IN 京都〜世界に誇る 千年の都 京都で 自分磨き〜（ＪＦＦＷ交流会事務局）
（P.48 ）／蓮田消防50周
年記念 消防団家族慰安会 合同フェスティバルを開催（蓮田市消防本部）
（P.54 ）／第69回東京消防庁開庁記念式を実施（P.77 ）／エピペントレーナーを
寄贈したファイザー株式会社に消防庁長官感謝状を授与（総務省消防庁）
（P.97 ）／東京消防庁蒲田消防署副署長・冨岡豊彦氏の方面職員教養講座（東
京消防庁第二消防方面本部）
（P.107 ）／地域防災シリーズＤＶＤ ドラマ「一枚の絵 」試写会をロケ地福島県矢吹町で開催（編集局）
（P.154 ）

今月の表紙 ／日本海と姫川の東西にそびえる北
ア ル プ ス 等 の 山 並 み に 抱 か れ︑ 豊 か な 自 然 遺
産 に 恵 ま れ た﹁ 翠︵ み ど り ︶﹂ あ ふ れ る ま ち 糸
魚 川 市︒ 大 切 な 地 域 と 住 民 を 守 る た め に 日 々
奮闘する 糸 魚 川 市 消 防 署 の 皆 さ ん ︒

カラーグラビア
東日本大震災六周年追悼式（国立劇場）／長野県消防防災ヘリ墜落 ９
名死亡−３月５日㈰
長野県鉢伏山付近−／平成28年度 全国消防団員意見発表会（総務省消防
社説・消防評論
庁）／消防庁消防団等表彰式及び消防庁消防団協力事業所表示証交付式（総務省消防庁）／第21
回防災まちづくり大賞表彰式（総務省消防庁 他）／日本消防協会評議員会 平成28年度全国消防
大会 第69回日本消防協会定例表彰式（（公財）日本消防協会）／特別査察隊発足40周年記念「査察
フォーラム 」
（横浜市消防局）／Ａ ‑ ﬁre SpringMeet 2017〜足立区中学生消火隊春のつどい
2017〜（足立区 他）／春の火災予防運動 全国各地で、一日消防署長、消防訓練等、さまざまな
取組／和歌山県白浜町の三段壁にて合同救助訓練（白浜町消防本部／田辺海上保安部）／市制施
行80周年記念事業 第７回全国消防音楽隊フェスティバル（豊中市）
〔カラーグラビア説明 P.40 〕
〔ファイヤートピックス 〕さいたま市消防音楽隊／川口市消防局（埼玉県）／千葉市消防局／千葉
大学医学部附属病院／松戸市消防局（千葉県）／川崎市消防局／湖南広域消防局（滋賀県）／枚方
寝屋川消防組合消防本部（大阪府）／（公財）島根県消防協会

社説・消防評論
113
災害史探訪 ○

28 消防活動の技術、技能について

防災情報機構会長

伊藤和明
90

消防現場におけるペットの救急処置 ⑦

時 の 視 点

30 見えない復興への道筋
〜東日本大震災から６年の福島〜

ペットのトラウマを予防する方法

サニー カミヤ
災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉙
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

山﨑

ＮＨＫ解説委員

連

124

八重山の明和大津波

登

116

七回忌と二十三回忌

載

94 今さら聞けない資機材の使い方 ㊾
エピペン

常葉大学社会環境学部准教授

留萌消防組合留萌消防署

石塚優太

108 救急活動事例研究 ⑦

100
気象災害から学ぶ ○

澁谷勝之 砂原一仁 印藤昌智 菩提寺 浩
104 救急事例報告 ④
札幌市消防局

銛を頭部に刺し自損行為を行い、救急隊の接触を拒否した事例
札幌市消防局

城市承平

49 災害現場における救助活動のための

日本の伝承技

126

ファイヤーダイアリー 2017
幼稚園、小・中学校への避難訓練指導

札幌市消防局における医師搬送業務の現状

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

安全・安心の窓 ㊽

今野利弘

86 消防の惨事ストレス対策 ②

55

饒村

113 空中に浮くという意味
赤色灯○

三代目

曜

防災子

77

辺里鼓舞太

85

松﨑俊道

122

スキを突く攻撃

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ②
相手の立場に立つとは

〜惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況〜

上萬治己

アンサンブル予報

一笑びん ② 犯行現場

⑥〈 最終回 〉

小村隆史

守り人

㈱エンパワー 21

制度による維持分野

106

能勢みゆき

財政安定と王安石

67

文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子

減災教育・災害危機管理アドバイザー
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

加藤孝一

日本のこころ 能のおはなし

謡曲「 吉野静 」 荒木慶司

155

92 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉑
チャプター 17

最近の主な通知〈 平成29年２月１日〜平成29年２月28日 〉

火災防ぎょ

〜⑤クラス B 火災の消火〜

登載通知＝火災・災害等即報要領の一部改正について（ 通知 ）
（平

熊丸由布治

成29年２月７日 消防応第11号 ）／消防法施行規則の一部を改

違反処理研究会

防消第13号 消防救第18号 ）／消防法施行令の一部を改正する

㈱日本防災デザインＣＥＯ

111 考えながら学ぶ違反処理法学

正する省令等の公布について（ 通知 ）
（ 平成29年２月８日 消

118 消防官のための地方自治法入門 ㉘
＝テスト問題付＝

136

消防大学校客員教授

政令等の運用について（ 通知 ）
（ 平成29年２月８日 消防救第

関

東一

101 今役立つ 消防キーワード（防災編）⑪

19号 ）／救急業務実施基準の一部改正について（ 通知 ）
（ 平成
29年２月８日 消防救第20号 ）／大規模倉庫に係る防火対策の

「かけ声のみでは地域の防災力は向上しません 」

更なる徹底について
（ 平成29年２月28日 消防予第45号 ）

「住民に寄り添った消防行政は、他の分野において

緑川久雄

も広がっていく 」

98 ポジティブ防災 ⑤

昇任試験実力養成講座 №602

142

＝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 №107

〜お土産防災〜
新鮮なネタ（ 切り口 ）をどのように見つけるか？
ポジティブ防災考案者

123 最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年２月 ）

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

ロー紀子
飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）05月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●第15回さいたま市消防音楽隊定期演奏会
●未来につなげる家族の輪！

希望（ ゆめ）のまちコンサート （ さいたま市消防音楽隊 ）

川口市消防防災フェアを開催（ 川口市消防局・埼玉県 ）

●医師・看護師による救急医療チーム 「 ＣＯＭＥＴ 」の運用開始（ 千葉市消防局／千葉大学医学部附属病院 ）
●水難救助隊と高度救助隊の連携を確認

水没車両からの水難救助連携訓練（ 松戸市消防局・千葉県 ）

●神奈川県警察機動隊、川崎ＤＭＡＴ等と実施
●聴覚障害者等が通報できるシステムを導入
●大阪府の北河内地域で初めて

爆発物テロ災害対応訓練（ 川崎市消防局 ）
新高機能消防指令システム運用開始（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）

ドクターカーの運用開始（ 枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府 ）

●優秀作品は来年のカレンダー等に採用

写真コンテスト表彰式（
（ 公財 ）島根県消防協会 ）

〔 ファイヤートピックス（P.131 ～）〕
●防火豆まきで防火！（ 北見地区消防組合消防本部・北海道 ）
●防火の願いを込めた火の用心しおりを作成（ 川越地区消防局川島消防署・埼玉県 ）
●消ちゃんも協力ちびっこ消防士を育成！（ 川越地区消防局川越中央消防署・埼玉県 ）
●通報から伝達！救急広報用ＤＶＤを作製（ 横浜市消防局金沢消防署・神奈川県 ）
●消防団員考案の「 ジューケーキ」を販売（ 豊田市消防本部・愛知県 ）
●火災をブロック！火の用心バレーボール大会（ 柳川市消防本部・福岡県 ）
●糖尿病、知っていれば怖くない！（ 富士山南東消防本部・静岡県 ）
●接遇を学び信頼される組織づくりを目指す！（ 岐阜県消防長会・岐阜県 ）
●大阪府の北摂地区８消防本部で合同研修会（ 摂津市消防本部・大阪府 ）
●災害の教訓を今後の防災対策にどう生かすか （ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）
●女子学生等向け消防職場体験（ 枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府 ）
●現場で使える韓国語講座（ 中津市消防本部・大分県 ）
●教育技法におけるコミュニケーションスキル （ 青森県消防学校・青森県 ）
●相手を説得できますか？査察時を想定した接遇研修（ 群馬県消防学校・群馬県 ）
●千葉駅で入団促進ＰＲ活動（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●宅密集地の火災を想定春季合同演習（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●大学生が消防団を体験（ 東海市消防団・東海市消防本部・愛知県 ）
●出雲のなでしこが一日消防長・一日消防団長（ 出雲市消防本部・島根県 ）
●未来に残そう文化財！文化財防火デー訓練（ 八女消防本部・福岡県 ）
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30
65

第28次消防審議会
「消防の広域化及び消防の連携・協力に関する答申」の概要

消防庁総務課

「平成28年度救急業務のあり方に関する検討会」報告書の概要
消防庁救急企画室 救急企画係長

○

〈 全国消防最前線 114 〉

伊藤 彰

16

伊賀市消防本部

33

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

36

平成28年度「地域防災力向上シンポジウム」の実施結果について

防災対策、消防力の充実強化に、日々精進

消防庁危険物保安室 総務事務官

消防庁国民保護・防災部地域防災室

編集局
谷口尚史

吉田武司

44

消防団との強固な連携と消防団の充実強化策の推進について

40
42

雪崩事故救助と位置情報標準化について
栃木県那須町での雪崩事故に思う

74

パラオ共和国における消防車寄贈事業と指導員派遣について（報告）

48
54

山口県美祢市秋芳町の山焼き事故を踏まえ過去の野焼き
元 佐世保市東消防署長 石田良文
事故事案から問題点を考える
平成29年度「 危険物施設の危険性評価方法に係る研修会 」を開催

84

市街地大規模火災の減災対策

79

パナソニックセンター東京の防災訓練――訓練現場は展示施設！

名古屋市消防局 中川消防署／中川区消防団連合会
衆議院議員

神戸市消防局 長田消防署 消防防災課 消防第３係 消防司令補（ 元 神戸市消防局広報誌『 雪 』編集長 ）

吉川松伏消防組合 警防課

務台俊介
大垣浩三

今井力也

一般財団法人全国危険物安全協会

公益社団法人日本火災学会 首都直下地震火災被害想定委員会 専門委員

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

山本信一
三舩康道

〔消防防災の動向 P.58 〕 都道府県国民保護担当者を対象 国民保護に関する説明会を開催（内閣官房／総務省消防庁）／「救急ボイストラ 」全国の消防
本部への提供を開始（消防庁消防大学校消防研究センター／国立研究開発法人 情報通信研究機構）／「外国人来訪者等が利用する施設における災害情
報の伝達・避難誘導に関するガイドライン骨子 」を公表／首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン等を見直し／緊急消防援助隊の登録
隊数（平成29年４月１日現在）を公表／平成28年度優良少年消防クラブ・指導者表彰式（フレンドシップ）を開催／（以上、総務省消防庁）／第40回救急
救命士国家試験の合格者を発表（厚生労働省）／第22期火災予防審議会が答申（東京消防庁）／高校生の消防奉仕団「中津川・ハイスクール・ファイヤー・
ボランティア 」を発足（中津川市）／救急用コミュニケーション支援ボードを配付（（一財）全国消防協会）／建設工事従事者安全健康確保推進会議・専門
家会議を開催（国土交通・厚生労働・総務・経済産業の各省）／第４回ジュニア防災検定表彰式を開催（（一財）防災教育推進協会） 〔人事往来 P.62 〕
総務省消防庁（平成29年３月31日／４月１日／４月10日付）／（公財）日本消防協会（平成29年３月31日／４月１日付）／日本消防検定協会（平成29年３
月30日／４月１日付）／危険物保安技術協会（平成29年３月31日／４月１日付） 〔Fire Topics P.129 〕筑西広域市町村圏事務組合消防本部／西入
間広域消防組合消防本部／千葉市消防局／四街道市消防本部／港区と区内の４消防署（東京消防庁芝、麻布、赤坂、高輪の各消防署）／東京消防庁日
本橋消防署／浅草消防団／藤沢市消防局／熱海市消防本部／尾三消防本部東郷消防署／東海市消防本部／西春日井広域事務組合消防本部／東近江行政
組合消防本部／城陽市消防本部／摂津市消防本部／柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／宝塚市消防本部／神戸市消防局長田消防署／北はりま消防組
合消防本部多可消防署／奈良県広域消防組合消防本部大淀消防署／有田川町消防本部／八女消防本部／南さつま市消防本部

熊本地震犠牲者追悼式／航空隊運航開始50周年新ちどり就

／山武郡市広域行政組合南消防署落成式／〔科学技術週間 〕消防防災の最先端技術・研究開発・
業務内容を一般公開、エネルギー・産業基盤災害対応のための消防ロボットシステムの研究開
発一次試作機の実演公開（消防大学校 消防研究センター／東京消防庁消防技術安全所／日本
消防検定協会 ／（一財）消防防災科学センター）／江の島救急車運用開始（藤沢市消防局）／最新型
25ｍ級屈折はしご付消防自動車を更新配備（糸魚川市消防本部）／藤沢市北消防署遠藤出張
〔ファイ
所新設／第15回大阪府下消防職員親善ラグビー交流会 〔カラーグラビア説明 P.56 〕
ヤートピックス 〕筑西広域市町村圏事務組合消防本部（茨城県）／松戸市消防局（千葉県）／川
崎市消防局／中濃消防組合消防本部（岐阜県）／衣浦東部広域連合消防局（愛知県）／柏原羽曳
野藤井寺消防組合消防本部（大阪府）／八女消防本部（福岡県）／臼杵市消防本部（大分県）

社説・消防評論

今月の表紙／２月 日に﹁ 忍者市 ﹂を宣言した伊
賀流忍者で知られる三重県伊賀市︒伊賀消防は︑
疾風の如く災害現場に素早く駆けつけ︑緻密な
計画に基づき人命を救出する︒写真は︑表紙撮
影にご協力いただいた中消防署の皆さん︒

カラーグラビア

社説・消防評論
航記念式典
（東京消防庁装備部航空隊）／北見地区消防組合消防本部・消防署新庁舎運用開始

22

114
災害史探訪 ○

26 市町村消防と消防の広域化

フェーン現象が拡大した都市大火
防災情報機構会長

92

消防現場におけるペットの救急処置 ⑧
擬人化

時 の 視 点

28 災害対策 市区町村長の重い責任
〜熊本地震から１年〜

124

伊藤和明

テクニックによるペットレスキュー

サニー カミヤ
災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉚
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

山﨑

ＮＨＫ解説委員

登

94

ＤＩＧは「 医療機関と市役所庁舎の津波浸水想定
地域への移転！」をどう描くのか

連

載

常葉大学社会環境学部准教授

98 今さら聞けない資機材の使い方 ㊿

小村隆史

ファイヤーダイアリー 2017

パルスオキシメーター

126
上萬治己

防炎物品のすすめ

富良野広域連合富良野消防署占冠支署

108 救急活動事例研究 ⑧

山田克己

101
気象災害から学ぶ ○

53

測候所から特別地域気象観測所へ

老人福祉施設職員・家族が全ての救命処置を望まず対応に

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

饒村 曜

苦慮した心肺停止不搬送症例
上尾市消防本部

天羽哲郎

安全・安心の窓 ㊾

防災子

忖度と防災

気管挿管後に陽圧換気圧による肺外傷を避けるため用手で

11４ なぜか 安全な雪中 から
赤色灯○

人工呼吸を行った一例

一笑びん ③ 無人島

金沢市消防局

鴻野 一成／二口 泰三／水上 龍喜

104 救急事例報告 ⑤
留萌消防組合消防本部留萌消防署

船木亮輔

88 消防の惨事ストレス対策 ③

辺里鼓舞太

83

松﨑俊道

113

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ③
相手との目線の高低差

交通外傷傷病者に対して現場で輸液を行った一例

三代目

守り人

㈱エンパワー 21

技術による拡張分野

87

47

能勢みゆき

動力飛行とライト兄弟

107

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

謡曲「 雲林院 」 荒木慶司

155

〜惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況〜

最近の主な通知〈 平成29年３月７日〜平成29年３月31日 〉

減災教育・災害危機管理アドバイザー
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

加藤孝一

96 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉒
チャプター 17

火災防ぎょ

135

登載通知＝消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン（ 改定版 ）につ
いて（ 通知 ）（ 平成29年３月７日 消防消第44号 ）／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（ 通知 ）（ 平成

〜⑥火災現場における活動調整〜
㈱日本防災デザインＣＥＯ

29年３月28日 消防広第93号 ）／首都直下地震における緊急消

熊丸由布治

114 考えながら学ぶ違反処理法学

防援助隊運用方針等の全部改正等について（ 通知 ）（ 平成29年３
月29日 消防広第90号 ）／「 ＪＲＣ蘇生ガイドライン2015 」に

違反処理研究会
119 消防官のための地方自治法入門 ㉙

基づく救急活動プロトコルについて（ 通知 ）（ 平成29年３月30日
消防救第41号 ）／大規模災害時等の通信途絶における救急救命処

＝テスト問題付＝

置の実施について（ 平成29年３月30日 消防救第48号 ）など

消防大学校客員教授

関

東一

101 ポジティブ防災 ⑥

昇任試験実力養成講座 №603

142

＝共通
（消防士長・消防司令補）、
消防司令、
小論文
〔解説付〕

〜リスクマネジメントのための情報リテラシー ⑴〜
ポジティブ防災考案者

134 最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年３月 ）

ロー紀子

予防技術検定模擬テスト №108

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）06月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●夜間や見通しの悪い状況でも熱源を感知

赤外線カメラ搭載ドローン運用開始（ 筑西広域市町村圏事務組合消防本部・茨城県 ）

●「 特に優良 」小金北地区少年消防クラブが総務大臣表彰を受賞（ 松戸市消防局・千葉県 ）
●座学と実車見学で特徴や構造を学ぶ 燃料電池自動車講習会を実施（ 川崎市消防局 ）
●木造家屋を実際に建てて構造を確認 倒壊建築物勉強会を実施（ 中濃消防組合消防本部・岐阜県 ）
●消防業務や就業環境を学生に伝える １ｄａｙインターンシップ（ 衣浦東部広域連合消防局・愛知県 ）
●高気密・高断熱建物火災を想定した火災煙中訓練を実施（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）
●山岳救助技術の維持向上を図るため

警察と合同で山岳救助訓練（ 八女消防本部・福岡県 ）

●ドローンからの映像も確認できる高機能消防指令センター運用開始（ 臼杵市消防本部・大分県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.129 ～）〕
●大規模倉庫の合同立入検査と消防訓練（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●林野火災訓練（ 尾三消防本部東郷消防署・愛知県 ）
●救助総合訓練（ 東海市消防本部・愛知県 ）
●警防特別訓練（ 東近江行政組合消防本部・滋賀県 ）
●ブラインド形式による集団救急訓練（ 城陽市消防本部・京都府 ）
●ドローンを活用した消防対象物消防合同訓練（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●災害拠点病院で初の消防訓練（ 奈良県広域消防組合消防本部大淀消防署・奈良県 ）
●高速道路災害図上訓練（ 有田川町消防本部・和歌山県 ）
●相互応援協定に基づく連携救助訓練（ 西春日井広域事務組合消防本部・愛知県 ）
●災害拠点病院で合同訓練（ 南さつま市消防本部・鹿児島県 ）
●県内初！「 女性向け」ちば消防職場体験（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●女性消防吏員の活躍に向けた取組の推進（ 藤沢市消防局・神奈川県 ）
●り災証明書の発行に関する協定を締結（ 東京都港区と東京消防庁芝消防署、麻布消防署、赤坂消防署、高輪消防署 ）
●迅速・確実性を競う警防技能技術競技会（ 筑西広域市町村圏事務組合消防本部・茨城県 ）
●消防救助事例検討会（ 四街道市消防本部・千葉県 ）
●防火管理者訓練指導会（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●消防職員安全衛生研修会（ 摂津市消防本部・大阪府 ）
●予防・査察特別研修（ 神戸市消防局長田消防署・兵庫県 ）
●救急活動研修会（ 北はりま消防組合消防本部多可消防署・兵庫県 ）
●阪神・淡路大震災の体験を語る（ 浅草消防団・東京都 ）
●自主防災組織地区リーダー養成講習会（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）
●日本橋消防少年団126名で新年度スタート！（ 東京消防庁日本橋消防署 ）
●クラブ員同士の交流を深める（ 八女消防本部・福岡県 ）
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66

第69回全国消防長会総会、名古屋市で開催

自治体消防制度70周年を迎えるにあたり、消防防災体制の更なる充実強化を推進！

49 「平成28年版 救急・救助の現況」の概要
○

〈 全国消防最前線 115 〉

16

編集局

消防庁救急企画室／参事官／広域応援室

豊橋市消防本部 第10回階段駆け上がりレース豊橋大会

編集局

〈 消防団訪問レポート〉

29

伊賀市消防団

38

自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会報告書の概要

「 点呼 」「 動作 」の規律が特徴の『 伊賀流操法 』で
全国消防操法大会（ 小型ポンプの部 ）全国制覇！

編集局
山野高寛

消防庁国民保護・防災部地域防災室 住民防災係長

34

消防機関におけるＮＢＣ等大規模テロ災害時における
消防庁国民保護・防災部参事官付 平田一博
対応能力の高度化について

28

大学生消防団の新たなスタート

56

台湾・桃園市政府消防局視察団随行記

名古屋市消防局

－阪神・淡路大震災を経験した兵庫県と大阪府内の消防本部を訪問－
ロープレスキュー講習事務所 office －Ｒ2

大西隆介

71

セルフスタンドの制御装置に危政令第23条の適用を否定した
元 佐世保市東消防署長 石田良文
判決について考える（ 前編 ）

59

大規模火災から３か月─糸魚川市駅北復興まちづくり中間報告
川口市消防局職員ＯＢ会 創立30周年を迎えて－

三舩康道
編集局

42

どこでも貼れるシートで作業効率が大幅にＵＰする !?

権藤海裕

99

竹内吉平氏が逝去（ 元 東京消防庁第四消防方面本部長、本誌論説委員・編集委員 ） 編 集 局

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

122

大判タイプが発売され、さらに使い勝手がよくなった !!

取材・文

〔消防防災の動向 P.46 〕 平成29年春の消防関係叙勲伝達式を開催／第28回 消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催／平成29年春の消防関係褒章伝達式を開催／消防関
係専門誌紙との意見交換会を開催／第１回予防業務優良事例表彰団体が決定 表彰式を愛知県で開催／「糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に関する検討会報
告書 」を公表（以上、総務省消防庁）／設立60周年記念祝賀会を開催（（一社）日本火災報知機工業会）／センサセンターが稼動開始（新コスモス電機㈱） 〔人事往来 P.48 〕 総
務省消防庁（平成29年５月１日）／（公財）日本消防協会（平成29年４月30日）〔Fire Topics P.128 〕札幌市消防局／羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署／蘭越消防後
援会／蘭越消防団／北見地区消防組合消防本部（署）訓子府支署／埼玉西部消防局／埼玉西部消防局／坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部／朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部
消防本部／柏市消防局／千葉市消防局／松戸市消防局／佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部／東京消防庁（麴町消防署、荻窪消防署、西東京消防署、志村消防署、尾久
消防署、八王子消防署、光が丘消防署）／大和市消防本部／嶺北消防組合消防本部嶺北三国消防署／松本広域消防局／大垣消防組合消防本部／各務原市消防本部／豊田市消
防本部／衣浦東部広域連合消防局／四日市市消防本部／湖南広域消防局／東近江行政組合消防本部／泉州南広域消防本部／柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／守口市門真
市消防組合消防本部／西宮市消防局／宝塚市消防本部／尼崎市消防局／加古川市消防本部東消防署／尼崎市消防局／宝塚市消防本部／北はりま消防本部／奈良県広域消防組
合消防本部（御所消防署、大和郡山消防署、広陵消防署）／八女消防本部／薩摩川内市消防局 〔その他の関連記事 〕 公益財団法人日本消防協会特別表彰「まとい 」受章式典を
挙行（日高市消防団）
（P.40 ）／初級・中級者向けロープレスキュー競技会「縄救2017 」開催（P.58 ）／リニア中央新幹線に係る消防情報連絡会を開催（東京消防庁品川消防署）
（P.79 ）

岩手県釜石市で林野火災／第66回利根川水系連合・総合

ファイヤー・ボランティア 」発足（中津川市消防団）／大学生消防団総会を開催（名古屋市）／
第69回全国消防長会総会、名古屋市で開催／第40回全国消防職員意見発表会／平成28年度
「消防機器の改良及び開発並びに消防に関する論文 」表彰・発表／自治体消防制度70周年記
念 第１回予防業務優良事例表彰・発表（総務省消防庁）／札幌市消防ヘリコプター運航記念式
を開催（札幌市消防局）／草加八潮消防局、高度救助隊発隊／悪路走行に適した自転車のチー
ム 消防ファットバイク隊発足（大和市消防本部）／第43回全国消防親善ラグビー富山大会〔カ
ラーグラビア説明 P.44 〕
〔ファイヤートピックス 〕埼玉西部消防局／恵那市消防本部（岐阜県）
／豊田市消防本部（愛知県）／京都市消防局／豊中市消防局（大阪府）／出雲市消防団（島根県）
／徳島市消防局（徳島県）／県央地域広域市町村圏組合消防本部（長崎県）

社説・消防評論

今月の表紙 ／第 回階段駆け上がりレース豊橋
大会開催に係わった豊橋市消防本部総務課の
メンバー。近隣都市の消防職員を主な参加対
象とする「 ナイトステアーレース イン のん
ほいパーク 」は今後も継続し開催していく。

カラーグラビア

社説・消防評論
水防演習
（国土交通省・埼玉県・加須市 他）／高校生の消防奉仕団「中津川・ハイスクール・

10

115
災害史探訪 ○

24 埼玉県三芳町倉庫火災について考える

124

有珠山 ’77噴火から40年（ その１ ）相次ぐ軽石噴火
防災情報機構会長

伊藤和明
80

今役立つ 消防キーワード（防災編）⑫

時 の 視 点

26 大規模火災を繰り返さないために
～糸魚川大規模火災に関する検討会の報告を受けて～
ＮＨＫ解説委員 山﨑 登

「消防機関は、火災のみならず水火災または地震等の災害
対策に深く関与している 」
「消防機関の『予防 』は、
『火災予防 』と『災害予防 』の総称 」

緑川久雄
連

84

消防現場におけるペットの救急処置 ⑨

載

96 今さら聞けない資機材の使い方 

大型動物のレスキュープログラム

副子固定について

サニー カミヤ
災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

富良野広域連合上富良野消防署

106 救急活動事例研究 ⑨

村上

領

94

東日本大震災からの復興三態

糖尿病の既往歴がない傷病者が、飲酒により低血糖発作
を起こした症例

堺市消防局

上條昌久

一酸化炭素中毒傷病者に対しパルス CO オキシメー
タを使用し病院選定を行った症例
静岡市消防局

長谷川真矢

102 救急事例報告 ⑥

常葉大学社会環境学部准教授

小村隆史
126

ファイヤーダイアリー 2017 
上萬治己

収容人員の適正管理

102
気象災害から学ぶ ○

55

気象庁の地域区分（ 山口県は九州北部 ）
青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

饒村

曜

担癌患者の救急搬送５症例
留萌消防組合消防本部留萌消防署

山崎健太郎

86 消防の惨事ストレス対策 ④

115 消防車で食事に行く？
赤色灯○

～惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況～
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

加藤孝一

100 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 

チャプター 18 ロス・コントロール（ 水損防止と残火処理）
～財産保護は市民に示す奉仕の精神である～
㈱日本防災デザインＣＥＯ

三代目

防災子

83

辺里鼓舞太

93

松﨑俊道

121

一笑びん ④ ボケ防止の本
あなたを活かす 接遇コミュニケーション ④

減災教育・災害危機管理アドバイザー

お客様への注意の仕方

守り人 

文化の維持分野

㈱エンパワー 21

105

能勢みゆき

実技教育と伊沢修二

41

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 

謡曲「 小塩 」

荒木慶司

最近の主な通知〈 平成29年４月１日～平成29年４月27日 〉

「 よぼうかかり 」の設備指導Ⅱ
消防ＯＢ

112 考えながら学ぶ違反処理法学 
117 消防官のための地方自治法入門 

155

熊丸由布治

77 よぼうかかり覚書 ⑪

＝テスト問題付＝

安全・安心の窓  危機の要諦

139

登載通知＝消防の連携・協力の推進について（ 平成29年４月１日

おがわこうへい
違反処理研究会

消防大学校客員教授

消防消第59号 ）／消防学校における実践的訓練施設の整備の
推進について（ 平成29年４月３日 消防消第62号 ）／大規模災
害時における市町村の行政機能の確保状況の把握について（ 通

関

東一

知 ）（ 平成29年４月11日 総行市第26号 消防災第51号 ）

昇任試験実力養成講座 №604

90 ポジティブ防災 ⑦
～リスクマネジメントのための情報リテラシー ⑵～
ポジティブ防災考案者

138 最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年４月 ）

ロー紀子

142

＝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 №109

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）07月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●指導会に向けた厳しい訓練を乗り越え はしご登はん（ 女性の部 ）に出場（ 埼玉西部消防局恵 ）
●水に親しむ機会が増える夏場を迎え 県防災航空隊と合同で水難救助訓練（ 恵那市消防本部・岐阜県 ）
●住宅用火災警報器啓発グッズ 新オリジナルエコバッグを販売（ 豊田市消防本部・愛知県 ）
●京の“ 山の緑 ”を火災から守ろう！ 山林防火キャンペーンを実施（ 京都市消防局 ）
●水防技術を習得し、災害対応能力の向上を図る 平成29年度水防訓練を実施（ 豊中市消防局・大阪府 ）
●大学生と専門学校生が参加 ボランティアサポート隊発足（ 出雲市消防団・島根県 ）
●最大地上高54.7ｍのはしご車を活用 中高層建物からの救出訓練（ 徳島市消防局・徳島県 ）
●住民の救命率及び社会復帰率を向上 医師同乗救急自動車の運用開始（ 県央地域広域市町村圏組合消防本部・長崎県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.128 ～）〕
●山スキーでの怪我人・雪崩遭難者救助訓練（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署・北海道 ）
●精強な部隊の育成！警防確認を実施（ 柏市消防局・千葉県 ）
●テロ災害に備えて！自衛消防訓練と消防演習（ 東京消防庁 ? 町消防署 ）
●不審物発見！消防・警察・商店会で連携活動！（ 東京消防庁荻窪消防署 ）
●スカイタワー西東京で震災時を想定した高所訓練（ 東京消防庁西東京消防署 ）
●救助隊と３年目職員の合同捜索救助訓練（ 大垣消防組合消防本部・岐阜県 ）
●地震災害対応訓練（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●適マーク交付の宿泊施設で消防訓練（ 泉州南広域消防本部・大阪府 ）
●署内ポンプ操法大会（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）
●土砂埋没者救出訓練（ 西宮市消防局・兵庫県 ）
●救助隊現場対応能力向上研修（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●東日本大震災を教訓に震災合同訓練（ 奈良県広域消防組合消防本部御所消防署 ）
●消防音楽隊コンサートでシェイクアウト訓練（ 千葉市消防局 ）
●外国人留学生を対象に防災訓練を実施（ 東京消防庁志村消防署 ）
●東日本大震災から７年目 都電キュータ号で家具転広報（ 東京消防庁尾久消防署 ）
●新オリジナルエコバッグを販売（ 豊田市消防本部・愛知県 ）
● ZUTTO CITY みんなで防災活動（ 尼崎市消防局・兵庫県 ）
●“ 煙の怖さ”園児が体験！（ 加古川市消防本部東消防署・兵庫県 ）
●イルカが火の用心を訴える！（ 嶺北消防組合消防本部嶺北三国消防署・福井県 ）
●忘れない、先人たちが遺した教訓を！（ 札幌市消防局 ）
●指導会のはしご登はん（ 女性の部 ）に出場（ 埼玉西部消防局 ）
●模擬裁判における職員の証人尋問（ 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県 ）
●青木消防庁長官が視察（ 千葉市消防局 ）
●実験形式で微小火源の着火・燃焼研修（ 松戸市消防局・千葉県 ）
●火災原因調査研修会（ 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県 ）
●自家用給油取扱所の運用開始（ 松本広域消防局・長野県 ）
●吏員命令の実務訓練（ 各務原市消防本部・岐阜県 ）
●家電製品の構造や鑑識のポイントを確認（ 東近江行政組合消防本部・滋賀県 ）
●職員の資質向上を図る消防記念日講演会（ 尼崎市消防局・兵庫県 ）
●社会福祉施設の安全を図る防火安全講習会（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●法制実務の知識を向上 法制執務研修会（ 北はりま消防本部・兵庫県 ）
●予防査察業務研修（ 薩摩川内市消防・鹿児島県 ）
●中心地域の防災拠点 稲荷分署新庁舎が完成（ 埼玉西部消防局 ）
●市民の安全安心を確保！宮崎出張所完成披露会（ 千葉市消防局 ）
●地域の要！南部分署開署（ 四日市市消防本部・三重県 ）
●迅速適切な行動で傷病者を社会復帰へ導く（ 衣浦東部広域連合消防局・愛知県 ）
●逃げ遅れ者多数の建物火災で多大な貢献（ 奈良県広域消防組合消防本部広陵消防署 ）
●火災予防の街頭啓発運動（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署 / 蘭越消防後援会・蘭越消防団・北海道 ）
●職務の意識向上を養う

消防団員合同講習会（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）

●児童を対象としたジュニア救命士を養成（ 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 ）
●八王子消防少年団の入卒団進級式（ 東京消防庁八王子消防署 ）

●キッズ火の用心隊（ 東京消防庁光が丘消防署 ）
●中学生も活動開始！伝統と誇りを胸に（ 大和市消防本部・神奈川県 ）
●幼年消防クラブが防火パレードを実施（ 守口市門真市消防組合消防本部・大阪府 ）
●佐賀県立宇宙科学館で視察研修（ 八女消防本部・福岡県 ）
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32

火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会
（平成28年度）の結果について
消防庁予防課危険物保安室危険物指導調査係長併任危険物判定係長

山本真靖

36

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を
消防庁国民保護・防災部防災課地域防災室 古内
拓
改正する政令について

28

救急安心センター事業（♯7119）の全国展開

消防庁救急企画室

116 〉
〈 全国消防最前線○

16

第15回大阪府下消防職員 親善ラグビー交流会

編集局

花園で語ろう！ One for all, All for one

64

大型観光バス横転事故を想定した多数傷病者救急救助訓練を実施
−初動体制の確立、応急救護所の設営、トリアージに関する傷病者の管理−
西春日井広域事務組合消防本部 西消防署 警備第２課 指導救命士

58

宮田

学

西日本エリアで初の運用開始

赤外線カメラ搭載ドローンを活用した消防隊・救助隊連携訓練
鳴門市消防本部

72

女性や若者等の消防団加入を促進するための
特設展示ブースを活用したＰＲ事業を展開
−女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援事業・実施報告書−（ 前編 ）

浜松市消防局

67

地方自治体による災害対応経験の継承―現在の取組状況と今後のあり方―
一般財団法人日本防火・危機管理促進協会 主任研究員

78

野上達也 ／ 研究員 吉澤佑葵

平成28年熊本地震における学校の避難所運営 ⑴
北海道教育大学教育学部釧路校教授

84

酒井多加志／内山

隆

郊外型：自主防災組織―「 総合減災訓練の結果と課題 」を考える―
い・防災研究所 所長（ 東京消防庁ＯＢ ）

飯村孝一

〔消防防災の動向 P.42 〕 平成29年度危険物安全大会（総務省消防庁、全国危険物安全協会、危険物保安技術協会）／全国防災・危機管理トップセミナー
を開催（総務省消防庁、内閣府（防災担当））／国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施予定を公表／「消防防災科学技術研究推進制度 」における
平成29年度新規課題を採択（総務省消防庁）／定時評議員会を開催（（公財）日本消防協会）／職員教養講座で能勢みゆきさんが講師を務める（東京消防庁消防
学校）／創立70周年記念祝賀会を開催（（公財）東京連合防火協会）／平成29年度総武支部の役員会・総会・懇親会を開催（東京消防退職公務員会総武支部）／
平成28年度防災士表彰式を開催（特定非営利活動法人日本防災士機構）〔Fire Topics P.131 〕岩内・寿都地方消防組合消防本部（署）黒松内支署／北見
地区消防組合消防本部／北見地区防火管理協議会／羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署／羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／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／坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部／千葉市消防局／船橋市消防局／東京消防庁（志村消防署、武蔵野消防署、八王
子消防署、三鷹消防署、狛江消防署）／志村消防団／恵那市消防本部／岐阜県高速道路等消防連絡協議会／熱海市消防本部／尾三消防本部／豊橋市消防本
部／東海市消防本部／衣浦東部広域連合消防局安城消防署／東近江行政組合消防本部／滋賀県消防協会湖南広域支部／城陽市消防本部／東大阪市消防局／
豊中市消防局／河内長野市消防本部／大阪狭山市消防本部／柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／柏羽藤組合消防団協議会／堺市美原消防団／門真市消防
団江端分隊／宝塚市消防本部東消防署／姫路市消防局中播消防署／南但消防本部／有田川町消防本部／八女消防本部／南さつま市消防本部 〔その他の関
連記事 〕 東京消防庁、小規模社会福祉施設向けの自衛消防訓練の電子学習教材を公開（P.46 ）／松江市消防本部の女性消防吏員、懸垂（女性部門）でギネ
ス世界記録！〜１分間で懸垂30回〜（P.83 ）／東京消防庁調布消防署国領出張所の新庁舎が落成（P.91 ）／第13回関東地区消防職団員綱引大会 長野県木曽
郡木曽町で開催へ（P.91 ）／全国消防職員親善卓球大会の参加者募集―震災復興を祈念し福島県いわき市で開催！―（P.154 ）

弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施（内閣官房／総務省消防庁／新

県消防防災航空隊殉職者合同追悼式／ 29年度採用の新人消防士総合訓練（山武郡市広域行政組合消防本
部）／危険物施設合同消防演習（東京消防庁）／平成29年度危険物安全週間―全国各地で危険物の保安
に対する意識の高揚と啓発を推進―（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部（埼玉県）／桑名市消防本部（三重
県）／稲沢市消防本部（愛知県）／泉州南広域消防本部（大阪府）／東京消防庁芝消防署／川越地区消防組
合川越西消防署（埼玉県）／豊橋市消防本部（静岡県）／富士宮市消防本部（静岡県））／平成29年度東京
消防庁・足立区合同総合水防訓練／ノーモア松寿園〜災害史の伝承を図り、記憶を風化させない〜（東京
消防庁東村山消防署）／平成29年度大規模消防総合演習（埼玉西部消防局）／都市型・地域防災イベン
ト STOP THE RISK 有楽町〜安心・安全な街づくり〜（（一社）ニューワールドアワーズスポーツ救命協会）
〔カラーグラビア説明 P.40 〕
〔ファイヤートピックス 〕奥州金ケ崎行政事務組合消防本部（岩手県）／越

今月の表紙 ／第 回大阪府下消防職員親善ラグ
ビー交流会の参加消防職員︒
ラグビーの聖地︑
東大阪市花園ラグビー場を舞台に︑消防職員
の交流試合が展開した︒

カラーグラビア

社説・消防評論
潟県／燕市）
／全国防災・危機管理トップセミナーを開催（総務省消防庁／内閣府（防災担当））／長野

15

谷市消防本部（埼玉県）／戸田市消防本部（埼玉県）／松戸市消防局（千葉県）／尾三消防本部（愛知県）
／甲賀広域行政組合消防本部（滋賀県）／篠山市消防本部（兵庫県）／美馬市消防本部（徳島県）

社説・消防評論

116
災害史探訪 ○

24 北九州市の共同住宅の火災

126

有珠山 77噴火から40年（その２）
有珠新山の誕生と泥流災害

時 の 視 点

消防現場におけるペットの救急・救助 ⑩

26 トランプ大統領、パリ協定脱退発言の衝撃
〜それでも地球温暖化は進んでいる〜
ＮＨＫ解説委員 山﨑
連

伊藤和明

防災情報機構会長

94

高所から降りられなくなった猫の助け方

登

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

サニー カミヤ

災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉜

載

47 台湾の消防と消防人を訪ねて

①〈新連載 〉

−東日本大震災からの復興三態（その２）−

内政部消防署と日台消防交流のきずな（前編）

小村隆史

常葉大学社会環境学部准教授

日本で学んだ台湾消防幹部と指川健氏の活動
消防・防災事情研究家 近代消防特任記者

加藤孝一

114 今さら聞けない資機材の使い方
洪水に対する必要最低限の資機材

ポジティブ防災 ⑧ 〜夏休みの自由研究と防災〜
ポジティブ防災考案者 ロー紀子

118

ファイヤーダイアリー 2017

128
上萬治己

地下式消火栓からの取水要領について

富良野広域連合富良野消防署南富良野支署

110

加藤翔太

104 救急活動事例研究 ⑩

103
気象災害から学ぶ ○

55

「警報級」の可能性など平成29年度出水期からの防災気象情報

渋川広域消防本部における車載タブレットを利用した

饒村

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

曜

最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年５月 ）

情報システムの活用
渋川広域消防本部

浅見真喜 岸 賢一
岸 弘幸 梅澤厚志

安全・安心の窓

116 住宅火災の死者が減らない
赤色灯○

〜汚染事故をゼロにするために〜

一笑びん ⑤ 体重計

出雲市消防本部

原

友和

101 救急事例報告 ⑦

守り人

留萌消防組合消防本部留萌消防署

島

有希

96 消防の惨事ストレス対策 ⑤

83

三代目

辺里鼓舞太

90

松﨑俊道

31

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑤
来庁者への親切な応対

外国人を搬送した４事例

防災子

常識を疑え！

病院前救護における感染防止の現状と課題

130

㈱エンパワー 21

制度による拡張分野

35

能勢みゆき

和解とアクバル

39

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

謡曲「 花筐 」

荒木慶司

155

〜惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況〜

最近の主な通知〈 平成29年５月10日〜平成29年５月31日 〉

減災教育・災害危機管理アドバイザー
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

加藤孝一

112 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉔

（ 平成29年５月18日 消防危第104号 ）

昇任試験実力養成講座 №605

チャプター 19 火災原因調査
〜現場での証拠保全を徹底せよ！〜
㈱日本防災デザインＣＥＯ

熊丸由布治

92 よぼうかかり覚書 ⑫

141

登載通知＝危険物規制事務に関する執務資料の送付について

142

＝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 №110

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

消防用設備等点検制度と
「よぼうかかり 」⑴
消防ＯＢ

121 考えながら学ぶ違反処理法学

おがわこうへい
違反処理研究会

暑中お見舞い申し上げます
飛翔１１９／今月の広告
ご挨拶

159
160

平成29年（ 2017年 ）08月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●女性が働きやすい職場環境づくりの一環 妊娠中職員用執務服を導入（ 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部・岩手県 ）
●市民とふれあい防災意識の高揚を図る 消防ふれあい体験フェアを開催（ 越谷市消防本部・埼玉県 ）
●警察、施設職員との連携を図る ＮＢＣ災害対応訓練を実施（ 戸田市消防本部・埼玉県 ）
●働きやすい職場環境づくりを推進 職場改善推進研修会を実施（ 松戸市消防局・千葉県 ）
●大雨などによる４つの水害事案を想定 風水害対応訓練を実施（ 尾三消防本部・愛知県 ）
●解体予定の旧市役所庁舎を活用した 震災対応救助訓練を実施（ 甲賀広域行政組合消防本部・滋賀県 ）
●高速道路上での活動の安全管理を学ぶ 交通管理隊と連携訓練を実（ 篠山市消防本部・兵庫県 ）
●ドローンを活用して情報収集を図る ダム湖で水難救助訓練を実施（ 美馬市消防本部・徳島県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.131 ～）〕
●行方不明者捜索事案に備え合同捜索対応訓練（ 岩内・寿都地方消防組合消防本部（ 署 ）黒松内支署。北海道 ）
●荒川で板橋区等と連携した水防訓練！（ 東京消防庁志村消防署 ）
●特殊災害対応訓練（ 恵那市消防本部・岐阜県 ）
●夏のレジャーシーズンを前に水難救助訓練（ 尾三消防本部・愛知県 ）
●消防は常に守りの先頭に立て！（ 岐阜県高速道路等消防連絡協議会 ）
●ガス事業者と合同でガス漏洩事故対応訓練（ 豊橋市消防本部・愛知県 ）
●相互協力体制を構築！新名神高速道路防災訓練（ 城陽市消防本部・京都府 ）
●塵芥車の災害対応訓練（ 東大阪市消防局・大阪府 ）
●はしご隊の技術を高める！はしご車操法技術錬成会（ 豊中市消防局・大阪府 ）
●災害対応力を強化！林野火災対策防ぎょ訓練（ 宝塚市消防本部東消防署・兵庫県 ）
●チームワークを醸成警防・救急技術指導会（ 有田川町消防本部・和歌山県 ）
●地域の大学と連携して、予防救急ＰＲポスター（ 行田市消防本部・埼玉県 ）
●市民の心に響け！第１回定期演奏会（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●花束と元気な笑顔のプレゼント（ 東京消防庁武蔵野消防署 ）
●チャレンジ防災！災害を楽しく学ぼう（ 東京消防庁八王子消防署 ）
●消防ふれあい祭り（ 南但消防本部・兵庫県 ）
●一日消防長（ 署長・分署長 ）を実施！（ 八女消防本部・福岡県 ）
●火災初期対応実務研修会（ 消火器の部 ）（ 北見地区消防組合消防本部／北見地区防火管理協議会・北海道 ）
●大規模倉庫等の消防長巡視を実施（ 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 ）
●若手職員を対象に火災原因調査研修坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県 ）
●石油コンビナート災害防止連絡会（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●船橋市新規採用職員が救命講習を受講（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●ジブリ美術館で消防訓練！トトロも避難？（ 東京消防庁三鷹消防署 ）
●事務局職員を対象に普通救命講習会（ 衣浦東部広域連合消防局安城消防署・愛知県 ）
●林野火災に備え、チェーンソー取扱訓練（ 東近江行政組合消防本部・滋賀県 ）
●火災予防普及啓発ポスター表彰式（ 朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部 ）
●救助と救急救命の２事案人命救助と社会復帰に貢献（ 東京消防庁狛江消防署 ）
●近畿大学医学部附属病院へ感謝状（ 大阪狭山市消防本部・大阪府 ）
●人命救助活動に感謝状（ 南但消防本部・兵庫県 ）
●冷静な行動で火災の延焼拡大を食い止める（ 南さつま市消防本部・鹿児島県 ）
●河川の氾濫に備え、水防工法実技訓練（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署・北海道
●町長査閲と建物火災を想定した消防演習（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署・北海道 ）
●志村消防団消防操法大会（ 志村消防団・東京都 ）
●消防団幹部が参加！惨事ストレス研修（ 滋賀県消防協会湖南広域支部 ）
●無線機取扱訓練・安全管理講習会（ 堺市美原消防団・大阪府 ）
●自主防災訓練指導員養成講習会（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／柏羽藤組合消防団協議会・大阪府 ）
●有事に備えろ！救助資器材取扱い訓練（ 門真市消防団江端分隊・大阪府 ）
●揃いの法被で幼年消防クラブ員任命式（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
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38

糸魚川市大規模火災を踏まえた今後の消防のあり方に
消防庁消防・救急課 谷口信平
関する検討会の検討結果について

34
41

長野県消防防災航空隊殉職者合同追悼式

消防庁総務課

消防機関と原子力事業者との消防活動に関する
連携強化のあり方検討会報告書の概要

消防庁特殊災害室

117 〉
〈 全国消防最前線○

16

北見地区消防組合消防本部

編集局

オホーツク圏の安全安心と救急を担う

〈 消防団訪問レポート 〉
地域の実情に応じて、様々な訓練を
積み重ねながら優秀な消防団員を育成

26

北見地区消防組合北見消防団

36
37
48

「 救急ボイストラ 」の全国の消防本部への提供開始

消防庁救急企画室

「 Ｑ助 」
（ 全国版救急受診アプリ ）のお知らせ

消防庁救急企画室

52

編集局

医療資格をもたない消防団員、一般市民が競技者

地域メディカルラリー 2017を開催

奈良市消防局／奈良市消防団

「 ネットで自衛消防訓練 」の公開について
東京消防庁予防部防火管理課自衛消防係

54

ロンドンで高層マンション火災が発生
―日本の高層マンション火災への消防対応は万全なのか？―
一般社団法人日本防災教育訓練センター 代表理事

56

平成28年熊本地震における学校の避難所運営 ⑵
北海道教育大学教育学部釧路校教授

83

隆／酒井多加志

火災調査スペシャリスト育成のための事業整備
―静岡市消防局の火災調査体制―

68

内山

サニー カミヤ

静岡市消防局消防部予防課火災調査係

第23回全国女性消防操法大会について
―平成29年９月30日㈯、秋田市で
「 初めての地方大会 」として開催―
全国女性消防操法・秋田大会防災啓発事業等実行委員会事務局長

高橋尚文

62

セルフスタンドの制御装置に危政令第23条の適用を
元 佐世保市東消防署長 石田良文
否定した判決について考える（ 後編 ）

46

広角長射程から棒状へ可変可能な消火ノズルを開発！

編集局

〔消防防災の動向 P.74 〕 平成29年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式を開催／平成29年度救急業務のあり方に関する検討会を開催／埼玉県三芳町倉庫火災を踏ま
えた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書を公表（以上、総務省消防庁）／糸魚川市大規模火災に関する勉強会を開催（新潟県防災局）／平成29年度消防
職員研修を開催（稲敷広域消防本部）／札幌市10消防団のＯＢ会が発足──会長に東田愼悟・前北海道消防協会会長が就任（札幌市10消防団ＯＢ会）／第12回「広報ＯＢ
の集い 」を開催（広報ＯＢ会事務局）〔消防人事往来 P.76 〕総務省消防庁（平成29年６月27日付、７月１日付、７月４日付、７月６日付、７月７日付、７月10日付、７月
11日付、７月17日付、７月20日付、７月21日付、７月25日付、７月26日付、７月31日付、８月１日付）／（公財）日本消防協会（８月１日付）／（一財）日本消防設備安全センター（７
月１日付）／（一財）消防試験研究センター（７月１日付、８月１日付）／（一財）日本防火・防災協会（７月１日付）／（一財）日本防火・危機管理促進協会（７月１日付）／危険物保安技術
協会（６月30日付、７月５日付、７月10日付、７月11日付）／全国消防長会（６月30日付）／東京消防庁（８月１日付）〔その他の関連記事 〕 平成30年度「救急救命の高度化
（P.29 ）／第１回鉄道事故対応講習会を実施（小山
の推進に関する調査研究事業 」事業委託団体及び「救急に関する調査研究助成事業 」助成団体を募集（（一財）救急振興財団）
市消防本部）
（P.35 ）／第65回全国消防技術者会議の開催について（ご案内）
（消防庁消防研究センター）
（P.67 ）／市民への周知と職員の意識向上を目的とした「予防技術
資格者章 」の着用を開始（川口市消防局）
（P.82 ）／第11回 後藤新平賞に山本保博氏（P.94 ）／無差別殺傷事件を想定し常滑警察署と、水難事故を想定し海上保安庁、愛知
県防災航空隊と合同訓練（常滑市消防本部）
（P.95 ）／第23期火災予防審議会に諮問（東京消防庁）
（P.141 ）／「消防の歴史四百年 」の著者 魚谷増男氏が逝去（P.154 ）

今月の表紙 ／オホーツク中核地域の災害拠点と
して︑また︑地域住民が安全で安心して暮ら
せる災害に強いゆたかなまちづくりを目指
し︑多種多様な災害に備えた訓練に励む北見
地区消防組合消防署の皆さん︒

カラーグラビア

平成29年７月九州北部豪雨−福岡県、大分県、広島県で、死者・行

社説・消防評論
方不明者43人−／平成29年安全功労者内閣総理大臣表彰／平成29年度消防関係総務大臣表彰式
（総務省消防庁）／二代目「わかしゃち 」堂々のお披露目式（愛知県防災航空隊）／医療資格をもたな
い消防団員、一般市民が競技者 地域メディカルラリー 2017を開催（奈良市消防局／奈良市消防団）
／第21回ヨーロッパ青少年消防オリンピックに日本の少年消防クラブが参加／外国人介護福祉士
候補者が防災体験（横浜市金沢消防署）／特別高度救助隊と救助犬が捜索訓練（神戸市消防局）／銀
座エリア最大の複合商業施設 GINZA SIX で消防演習（東京消防庁京橋消防署）／ 2017（第21回）
〔ファイヤー
ＪＦＦＷ交流会〜世界に誇る 千年の都 京都で 自分磨き〜 〔カラーグラビア説明 P.72 〕
トピックス 〕稲敷広域消防本部（茨城県）／小山市消防本部（栃木県）／戸田市消防本部（埼玉県）／
松戸市消防局（千葉県）／東京消防庁芝消防署／名橋「日本橋 」保存会（東京都）／立山町消防本部
（富山県）／松山市消防局（愛媛県）／〔消防庁新体制 P.81 〕長官に稲山博司氏／〔東京消防庁新体
制 P.96 〕高橋総監勇退 第26代消防総監に村上次長が就任

117
災害史探訪 ○

社説・消防評論

30 日本の活火山１１１に

130

1983年三宅島噴火と溶岩流災害

伊藤和明

防災情報機構会長

消防現場におけるペットの救急・救助 ⑪〈 最終回 〉

時 の 視 点

32 平成29年７月九州北部豪雨の衝撃
〜猛威を振るう最近の雨〜

なぜ警察犬がいて消防犬がいないのか？
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

山﨑

ＮＨＫ解説委員

連

登

載

サニー カミヤ

ファイヤーダイアリー 2017

132

分譲マンションの専用部分と共用部分

106 今さら聞けない資機材の使い方

気象災害から学ぶ

中継圧力制御装置とガンタイプノズル

上萬治己

104
○

90

平成29年７月九州北部豪雨と新しい防災情報

渋川広域消防本部警防課装備係

岩﨑直矢

饒村

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

曜

最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年６月 ）

112 救急活動事例研究 ⑪
携帯電話を活用した口頭指導の有効性
−固定電話からの通報と比較して−

安全・安心の窓

小松市消防本部

荒谷佳克

トヨタ脳卒中プレホスピタルスケールが
豊田市消防本部 都築賢治
救急隊に与えた効果
110 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉕
チャプター 20

「 木害 」の謎

117 水を甘く見てはいけない
赤色灯○

三代目

一笑びん ⑥ アル中の夫

94

辺里鼓舞太

123
82
117

「できない 」「 ムリ 」と即答しない

守り人

技術による維持分野

熊丸由布治

98 台湾の消防と消防人を訪ねて ②

防災子
松﨑俊道

㈱エンパワー 21

〜設備で救える命がそこにある〜

61

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑥

消防用設備
㈱日本防災デザインＣＥＯ

104

能勢みゆき

知識普及と貝原益軒

45

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

謡曲「 蝉丸 」

荒木慶司

155

内政部消防署と日台消防交流のきずな（後編）

最近の主な通知〈 平成29年６月１日〜平成29年６月30日 〉

日本で学んだ台湾消防幹部と指川健氏の活動
消防・防災事情研究家 近代消防特任記者

加藤孝一

124 考えながら学ぶ違反処理法学

登載通知＝「 首都直下地震における緊急消防援助隊運用方針等の全部
改正等について（ 通知 ）」（ 平成29年３月29日付け消防広第90

違反処理研究会
118 消防官のための地方自治法入門 ㉛
＝テスト問題付＝

140

消防大学校客員教授

号）の差し替えについて（依頼）（平成29年６月12日 事務連絡）
／硫化鉄に係る火災事故防止対策の徹底について（ 平成29年６

関

東一

月16日 消防危第135号 ）／救急救命士の行う救急救命処置にお
ける事故防止の再徹底について（ 平成29年６月29日 事務連絡 ）

〔Fire Topics P.134 〕羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署／
釧路北部消防事務組合消防本部弟子屈消防署川湯支署／石橋地区消防組
合消防本部／戸田市消防本部／熊谷市消防本部／入間東部地区消防組合
消防本部／西入間広域消防組合消防本部／熊谷市消防団／船橋市消防局
（蒲田消防署、渋谷消防署、青梅消防署）／大垣消防組合消防本部／中濃
消防組合消防本部／富士宮市消防本部／名古屋市消防局／豊橋市消防本
部／知多南部消防組合消防本部／湖南広域消防局／乙訓消防組合消防本

昇任試験実力養成講座 №606

142

＝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 №111

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

部／京丹後市消防本部／豊中市消防局／尼崎市消防局／宝塚市消防本部
／三田市消防本部／奈良県広域消防組合消防本部（高田消防署、香芝消
防署）／久留米広域消防本部／八女消防本部

飛翔１１９
今月の広告

160
160

平成29年（ 2017年 ）09月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●出水期を前に水防の技術向上、体制強化霞ヶ浦地区水防訓練を実施（ 稲敷広域消防本部・茨城県 ）
●救出活動時の注意点に係る理解を深めるハイブリッド車事故対応講習会（ 小山市消防本部・栃木県 ）
●場所がわかりやすく、24時間誰もが使える！ 全コンビニにＡＥＤを設置（ 戸田市消防本部・埼玉県 ）
●警察署との水難救助時の連携を図る 水難救助連携訓練を実施（ 松戸市消防局・千葉県 ）
●大規模ビルの自衛消防隊が訓練成果を披露 平成29年度自衛消防訓練審査会（ 東京消防庁芝消防署 ）
●消防職員を含む約1,850人が参加 第47回日本橋の橋洗いを実施（ 名橋「 日本橋 」保存会・東京都 ）
●訪日外国人からの救急要請に備え 救急隊員語学研修会を実施（ 立山町消防本部・富山県 ）
●国体が安全で円滑に運営できるように 国体等関連施設の立入検査を実施（ 松山市消防局・愛媛県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.134 ～）〕
●多数傷病者発生事故対応訓練（ 入間東部地区消防組合消防本部・埼玉県 ）
●埼玉県防災航空隊と水難救助連携訓練（ 戸田市消防本部・埼玉県 ）
●鉄道会社と合同で鉄道テロ災害想定訓練（ 東京消防庁蒲田消防署 ）
●岐阜県防災航空隊と合同水難救助訓練（ 大垣消防組合消防本部・岐阜県 ）
●消防救助技術訓練（ 陸上種目 ）披露会（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●解体予定建物で各種災害対応訓練（ 豊中市消防局・大阪府 ）
●危険物火災対応訓練奈良県広域消防組合消防本部（ 高田消防署・奈良県 ）
●風水害に備える！職員水防訓練（ 八女消防本部・福岡県 ）
●山菜採り入山者に注意を呼び掛ける看板設置（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部（ 署 ）蘭越支署・北海道 ）
●給油取扱所で危険物に対する啓発（ 富士宮市消防本部・静岡県 ）
●消防署を身近に感じよう！消防フェスティバル （ 知多南部消防組合消防本部・愛知県 ）
●登山道に命を繋ぐ目印（ 乙訓消防組合消防本部・京都府 ）
●５階建て訓練塔が完成（ 奈良県広域消防組合消防本部香芝消防署・奈良県 ）
●パワーハラスメント防止講習会（ 石橋地区消防組合消防本部・栃木県 ）
●現場の映像データをリアルタイムで把握（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●都民ファーストの救急隊を育成！（ 東京消防庁渋谷消防署 ）
●「 神坐す山 」を一斉立入検査（ 東京消防庁青梅消防署 ）
●消防職員体験型採用説明会（ 中濃消防組合消防本部・岐阜県 ）
●診療所で１１９番通報出前講座（ 豊橋市消防本部・愛知県 ）
●自動車教習所コースで安全運転技能向上訓練（ 京丹後市消防本部・京都府 ）
●消防の仕事紹介！女性向け消防職場体験（ 尼崎市消防局・兵庫県 ）
●外国人が日本語で１１９番通報の勉強会（ 三田市消防本部・兵庫県 ）
●延焼拡大を防いだ消防協力者に感謝状贈呈（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●応急手当普及員に感謝状を授与（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●危険物保安功労者表彰（ 久留米広域消防本部・福岡県 ）
●視察研修で他団と交流を深める（ 釧路北部消防事務組合消防本部弟子屈消防署川湯支署・北海道 ）
●大規模災害に備え消防団後方支援隊を発足（ 熊谷市消防本部／熊谷市消防団・埼玉県 ）
●新入団員基礎教育訓練（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●消防団協力事業所を初認定（ 名古屋市消防局 ）
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49

「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動の
あり方に関する検討会報告書」の概要（前編）
消防庁予防課／消防庁消防・救急課

30

消防本部におけるハラスメント等への対応策に関する
ワーキンググループの検討結果について
消防庁消防・救急課
118 〉
〈 全国消防最前線○

16

谷口信平

奈良県広域消防組合消防本部
編集局

広域化により消防力の充実強化を実現

36

危険物の規制に関する政令別表第１及び同令別表第２の総務省令で
定める物質及び数量を指定する省令の一部を改正する省令の概要
消防庁危険物保安室

58

学校教育介入への挑戦！
〜明石市における介護予防普及啓発に対する取組について〜
明石市消防本部消防署中崎分署消防第１係

72

長谷 浩

豊かな感性や発想力を持つ優秀な人材を求む！
加古川市消防本部の新規採用職員確保の取組
加古川市消防本部

76

女性や若者等の消防団加入を促進するための
特設展示ブースを活用したＰＲ事業を展開
−女性や若者をはじめとする消防団加入促進支援事業・実施報告書−（ 後編 ）

66

浜松市消防局

大規模火災から６か月を経過した糸魚川市を訪ねて
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

〔消防防災の動向 P.46 〕「水素スタンドの多様化に対応した給油取扱所等に係る安全対策のあり方に関する検討会 」を開催／「防災行政無線等の戸別受信
機の標準的なモデル等のあり方に関する検討会 」を開催／「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実強化に関する検討会 」を開催／平成28年（１月〜 12
月 ) における火災の状況／消防団の組織概要等に関する調査の結果を公表（平成29年４月１日現在）／８月18日に実施した全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）の情報伝達訓練の結果（以上、総務省消防庁）／Ｖ ‒ALERT® by i‒dio を利用した災害情報伝達の高度化事業を兵庫県加古川市で実施（大阪マルチメディ
ア放送㈱）／小川和久氏がわが国を取り巻く危機管理対策について講演（（一社）日本安全保障・危機管理学会

防災・テロ対策研究会））〔消防人事往来 P.48 〕

〔Fire Topics P.128 〕羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署／羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団／埼玉西部消防
総務省消防庁（平成29年８月7日付）
局（所沢中央消防署・所沢東消防署）／西入間広域消防組合消防本部／坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部／千葉市消防局中央消防署／船橋市消防局／浦安市
消防本部／佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部／東京消防庁（小石川消防署、大森消防署、滝野川消防署、八王子消防署）／相模原市消防局津久井消
防署／敦賀美方消防組合消防本部／敦賀消防団／峡北広域行政事務組合消防本部／千曲坂城消防本部／土岐市消防本部／駿東伊豆消防本部／熱海市消防本
部／豊田市消防本部／岡崎市消防本部／豊橋市消防本部／衣浦東部広域連合消防局知立消防署／東近江行政組合消防本部／湖南広域消防局／守口市門真市
消防組合消防本部／堺市消防局北消防署／泉州南広域消防本部／枚方寝屋川消防組合消防本部（枚方東消防署）／宝塚市消防本部／徳島市消防局／八女消
防本部／八女市消防団八女支団第７分団 〔その他の関連記事 〕 ナカ工業株式会社、降下型避難機器「ＵＤエスケープ 」を開発 電気不要でスムーズに下階
へ移動可能に（編集局）
（P.37 ）／「都市防災ブートキャンプ 」参加者募集！（鉄工島 FES実行委員会）
（P.109 ）〔お詫びと訂正 P.154 〕

東京・中央区の築地場外市場で火災

今月の表紙 ／奈良県広域消防組合消防本部・橿
原消防署庁舎前に並ぶ︑消防本部中央方面隊
︵ 指揮隊 ︶の皆さん︒車両は支援車Ｉ 型︵ 左 ︶
と指揮車︵ 右 ︶︒

カラーグラビア

木造店舗７棟、計

社説・消防評論
935㎡全焼／
岐阜県瑞浪市において発生した土砂災害 中央自動車道で車両４台が
土砂に巻き込まれ、重軽傷者６名／自治体消防制度70周年記念 プロ野球始球式を通じた消防施策
啓発イベント（総務省消防庁）／平成29年度少年消防クラブ交流会（全国大会）
（総務省消防庁、徳
島県、（公財）日本消防協会、（一財）日本防火・防災協会）／第46回全国消防救助技術大会（仙台・宮城大
会）結−感謝そして未来へ−／平成29年度全国優良消防職員表彰式／東大阪市西消防署新庁舎運用
開始／愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会開催に備えて港湾関係４機関が合同訓練（松山市消防局）
／平成29年度藤沢市総合防災訓練／第19回消防関連機関懇親会（米海軍日本管区司令部）〔カラー
グラビア説明 P.44 〕
〔ファイヤートピックス 〕越谷市消防本部（埼玉県）／富山市呉羽地区少年消防ク
ラブ後援会／堺市消防局／橋本市消防本部（和歌山県）

118
災害史探訪 ○

社説・消防評論

26 予防行政は消防の原点

118

1982年長崎豪雨災害 防災情報機構会長 伊藤和明

125

ファイヤーダイアリー 2017
上萬治己

防炎規制について

時 の 視 点

28 ７月の豪雨が教えること
〜経験だけでは判断できない時代〜
ＮＨＫ解説委員 山﨑

86

台湾の消防と消防人を訪ねて ③
消防訓練センターと921台湾大地震（前編）

登

アジア最大の訓練施設と台湾大地震時の日本隊の活動

加藤孝一
災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉝
消防・防災事情研究家 近代消防特任記者

連

載

38 消防職員の不祥事防止のためのワークショップ①〈新連載〉

−静岡市清水区の地震津波防災まちづくりを深める−

飲酒関連の不祥事防止
（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

98 今さら聞けない資機材の使い方

気象災害から学ぶ

105
○

64

長寿台風（ 寿命が長かった平成29年の台風５号 ）

バッグバルブマスク

饒村

青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

富良野広域連合富良野消防署山部出張所

谷内達哉

104 救急活動事例研究 ⑫
救命の連鎖により社会復帰に至った拡張型心筋症
の１症例
西入間広域消防組合 神辺弘実
スマートフォンを用いて12誘導心電図波形を撮影し
病院へ報告した心筋梗塞の１症例
彦根市消防本部 北村智弥
110 救急事例報告 ⑧
急性アルコール中毒と思われた傷病者が
アナフィラキシーショックであった事例
札幌市消防局 小澤 忍
102 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉖
チャプター 21

小村隆史

常葉大学社会環境学部准教授

サニー カミヤ

曜

最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年７月 ）
安全・安心の窓

露呈する地域限界

118 よくあるハナシじゃないか。
赤色灯○

三代目

一笑びん ⑦ 引き算の練習

41
防災子

127

辺里鼓舞太

93

松﨑俊道

40

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑦
プロフェッショナルな対応とは

守り人

文化の拡張分野

㈱エンパワー 21

92

能勢みゆき

東西交流と張騫

35

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

荒木慶司

155

最近の主な通知〈 平成29年７月３日〜平成29年８月２日 〉

137

謡曲「 玉葛 」

登載通知＝「 緊急度判定プロトコル Ver. ２」の策定について（ 周知 ）（ 平成

命を守る防災教育

29年７月21日付 事務連絡 ）／糸魚川市大規模火災を踏まえた消防広

〜平時からの教育が全ての災害対応の基本〜

域応援体制の強化について（ 平成29年７月31日付 消防広第266号 ）／

熊丸由布治
違反処理研究会

㈱日本防災デザインＣＥＯ

120 考えながら学ぶ違反処理法学
113 消防官のための地方自治法入門 ㉜
＝テスト問題付＝

42

消防大学校客員教授

糸魚川市大規模火災を踏まえた「 木造の建築物が多い地域などの大規模
な火災につながる危険性の高い地域 」の指定要領等について（ 通知 ）（ 平
成29年７月31日付 消防消第193号 ）／大規模火災時における的確な

関

東一

住民行動等の確保について（ 平成29年８月２日付 消防災第113号 ）

94 消防の惨事ストレス対策 ⑥〈最終回 〉
〜惨事ストレスとストレスケアに関する変遷と現況〜
減災教育・災害危機管理アドバイザー
（消防ＯＢ／元早稲田大学非常勤講師）

昇任試験実力養成講座 №607

142

＝共通（ 消防士長・消防司令補 ）、
消防司令、小論文〔 解説付 〕

加藤孝一

82 ポジティブ防災 ⑨

予防技術検定模擬テスト №112

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

〜食欲の秋、運動の秋、ハーベスト防災！〜
ポジティブ防災考案者

ロー紀子

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）10月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ）〕
●消防団等充実強化アドバイザーによる先進事例の特別講話を開催（ 越谷市消防本部・埼玉県 ）
●富山市呉羽地区少年消防クラブ後援会 設立50周年記念式典を開催（ 富山市呉羽地区少年消防クラブ後援会 ）
●消防艇「 茅海 」が救助と放水を実施 関西国際空港航空機海上事故対策訓（ 堺市消防局 ）
●火を扱う露店と花火の事故防止を図る花火大会の立入検査を実施（ 橋本市消防本部・和歌山県 ）
〔 ファイヤートピックス（P.128 ～）〕
●ＢＣ災害対応訓練（ 土岐市消防本部・岐阜県 ）
●土砂災害対応訓練（ 東近江行政組合消防本部・滋賀県 ）
●はしご消防自動車取扱技術訓練（ 守口市門真市消防組合消防本部・大阪府 ）
●危険物安全月間に伴う合同訓練（ 堺市消防局北消防署 ）
●過去の災害から学ぶ災害情報対応訓練（ 八女消防本部・福岡県 ）
●命の大切さを学ぶ少年少女消防体験入隊（ 埼玉西部消防局 所沢中央消防署・所沢東消防署 ）
●「 優マーク」を歩道橋からＰＲ！（ 東京消防庁小石川消防署 ）
●関係各機関と水の事故ゼロキャンペーン（ 相模原市消防局津久井消防署 ）
●未来の消防士！親子消防体験教室（ 千曲坂城消防本部・長野県 ）
●豊田市高校生消防クラブが発足（ 豊田市消防本部・愛知県 ）
●Ｊリーグ試合会場で火災予防広報（ 駿東伊豆消防本部・静岡県 ）
●安全にビワイチを！官民合同で災害予防広報（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●深日港フェスティバルで消防フェア（ 泉州南広域消防本部・大阪府 ）
●山火事防火看板を取り替え（ 枚方寝屋川消防組合消防本部枚方東消防署・大阪府 ）
●救急勉強会で自殺未遂者の対応を学ぶ（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●地元民間企業と支援協力の協定を締結（ 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県 ）
●新入社員防火教室（ 千葉市消防局中央消防署 ）
●救急活動想定訓練競技会（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●防火対象物へ表示マーク（ 金 ）を交付（ 浦安市消防本部・千葉県 ）
●風水害等119番通報 多数入電時の対応訓練（ 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県 ）
●救急症例検討会（ 峡北広域行政事務組合消防本部・山梨県 ）
●夜間マニュアル訓練大会に14施設が参加（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●消防職員研修会及び違反処理実務研修会（ 岡崎市消防本部・愛知県 ）
●安全な煙火消費を！煙火消費者保安講習会（ 豊橋市消防本部・愛知県 ）
●工場防災訓練及び危険物施設説明会（ 衣浦東部広域連合消防局知立消防署・愛知県 ）
●事故件数ゼロを目指して！機関員特別研修会（ 宝塚市消防本部・兵庫県 ）
●災害危険箇所調査（ 徳島市消防局 ）
●女子中学生の勇気ある行動に署長感謝状（ 東京消防庁大森消防署 ）
●消防職団員の士気高揚と消防技術の錬磨を図る（ 羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団 消防署蘭越支署・北海道 ）
●消防団車両にドライブレコーダー設置（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●熱戦！自衛消防訓練審査会（ 東京消防庁滝野川消防署 ）
●女性防火防災リーダーの活躍を期待 !!（ 東京消防庁八王子消防署 ）
●敦賀消防団機能別班（ 学生消防団員 ）入団式（ 敦賀美方消防組合消防本部敦賀消防団・福井県 ）
●兼職消防団員による火災出動の運用を開始（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●水の事故ゼロへ！地元消防団に訓練指導（ 八女消防本部／八女市消防団八女支団第７分団・福岡県 ）
●水難救助の鉄則！う・い・て・ま・て（ 枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府 ）

11
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28

平成30年度消防庁所管予算 概算要求の概要
消防庁総務課会計第一係長

35

災害時非常用電源設備の強化等に係る
危険物施設の安全対策のあり方に関する検討報告書の概要
消防庁危険物保安室危険物施設係長

119 〉
〈 全国消防最前線○

16

常木孝浩

一般社団法人 日本外交協会

池町彰文

中古車両を途上国へ譲渡する「リサイクル援助事業」

編集局

48

ミャンマー連邦共和国における消防車寄贈事業と
関西国際空港セキュリティ株式会社 消防部 三好太一
指導員派遣について（ 報告 ）
新関西国際空港株式会社 消防・防災グループ

53

山田周平

４つのスポーツチームと協力した札幌市の応急手当の普及啓発活動
札幌市消防局

82

20分団が競い合う消防技術の祭典 第２回消防団技術協議会を開催
吉川松伏消防組合消防本部／吉川市消防団／松伏町消防団（ 埼玉県 ）

57

「 埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び
消防活動のあり方に関する検討会報告書 」の概要（ 中編 ）
消防庁予防課／消防庁消防・救急課

67

「みらいとんでん 」火災事件の第二審札幌高裁判決について考える
元 佐世保市東消防署長

石田良文

72

会員鉄道事業者が実施する防災訓練等の実施状況の概要
〜お客様の安全・安心を第一に〜
一般社団法人 日本地下鉄協会 工務部長 佐々木雅多加

86

履行期限が付された措置命令の効力について〔 再考 〕
札幌市消防局法律相談業務委託弁護士

62

都内区部におけるコンクリートブロック塀の無料診断
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

79

木下尊氏
三舩康道

数十年を経て顕在化するアスベストリスク
公益社団法人 日本火災学会 首都直下地震火災被害想定委員会 専門委員

山本信一

127

日本橋人形町（ 東京都中央区 ）界隈の主婦グループ「よりあい 」が
編集局
防災をテーマに「 寄り合い 」を開催

47

石油燃焼機器の長期使用における経年劣化事故防止と長期使用製品
安全点検制度への取組み
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油機器安全啓発ＷＧリーダー 清水義則

今月の表紙 ／寄贈された消防車両の前で記念撮
影するミャンマー連邦共和国の消防職員と日
本から派遣された消防技術専門家の皆さん︒
︵ 関連記事Ｐ . ︶

カラーグラビア
ハリケーン「ハービー」 テキサス州を直撃 米国・最
大級の被害（８月25日㈮ 米国・テキサス州ほか）／９月20日㈬に発生したメキシコ地震の被害

社説・消防評論 （国際緊急援助隊・救助チーム 国際消防救助隊（IRT‑JF））／平成29年
に対する国際消防救助隊の派遣

防災功労者内閣総理大臣表彰式／第36回全国消防殉職者慰霊祭（（公財）日本消防協会）／救急医療週間・

48

平成29年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）／救急の日2017開催（総務省消防庁、厚生労働省 等）
／平成29年度救急セミナー・第４回地域の応急手当普及功労賞表彰式（東京消防庁）／有線 Drone を
利用した移動型火の見やぐらとＧ空間システム連携の研究（前橋市消防局、㈱理経 他）／第38回九都県
市合同防災訓練（神奈川県・小田原市 他）／平成29年度東京都・調布市合同総合防災訓練／秋田、山形
各県消防学校 初任教育学生交流体育大会（秋田県消防学校）／栃木県消防学校初任教育第65期生林野火
災対応訓練（栃木県消防学校）
〔カラーグラビア説明 P.42〕
〔ファイヤートピックス 〕三郷市消防本部（埼
玉県）／成田市消防本部（千葉県）／東京消防庁消防防災資料センター／新潟県防災局消防課／駿東伊
豆消防本部（静岡県）／大津市消防局（滋賀県）／鳥取県西部広域行政管理組合消防局／徳島市消防局

119
災害史探訪 ○

社説・消防評論

24 今一度、防火教育を考える

〜見直される 予知前提 〜

時 の 視 点

26 等身大の科学を防災に生かす
〜予知を前提とした対策の見直し〜
ＮＨＫ解説委員 山﨑
連

防災情報機構会長

登

130
上萬治己

防火対象物と消防対象物

92

台湾の消防と消防人を訪ねて ④

116 今さら聞けない資機材の使い方
電

伊藤和明

ファイヤーダイアリー 2017

載

心

128

東海地震説、大震法から40年

計

静岡市消防局

消防訓練センターと921台湾大地震（後編）

鈴木拓也

104 救急活動事例研究 ⑬

アジア最大の訓練施設と台湾大地震時の日本隊の活動
消防・防災事情研究家 近代消防特任記者

気象災害から学ぶ

４分割分断された災害現場での指揮活動：
平成28年４月22日発生 橋桁落下事故活動報告
神戸市消防局

百本佳祐

加藤孝一

106
○

109

塩風害（ 塩風害は明治時代後期から顕著に ）
青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ）

饒村

曜

北米ＥＭＳにおけるＩＣＴ活用事例について
神戸市消防局

杉山 隼

110 救急事例報告 ⑨

安全・安心の窓

Ｊアラートの真実

一笑びん ⑧ 釣り

精神疾患が疑われた脳梗塞症例を経験して

98

松﨑俊道

112

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑧

〜精神疾患と先入観を持ってしまった活動を考察する〜

中原勇人
120 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 ㉗
消防士のための緊急医療活動

〜十字軍の時代から続く、普遍の万難の対応者〜

熊丸由布治
違反処理研究会
122 考えながら学ぶ違反処理法学
76 消防職員の不祥事防止のためのワークショップ②

113

上司と部下の接遇コミュニケーション

札幌市消防局

チャプター 22

防災子

㈱エンパワー 21

守り人

能勢みゆき

制度による維持分野 政策合理化と徳川吉宗

46

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

謡曲「 山姥 」

荒木慶司

155

㈱日本防災デザインＣＥＯ

パワーハラスメントの防止

サニー カミヤ
114 災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ ㉞
−「防災の物語」を考える上でのおすすめ本2冊を紹介します−

100 ポジティブ防災

小村隆史

⑩〈 特別編 〉

40 最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年８月 ）

登載通知＝重大な消防法令違反対象物の措置状況等に係る調査結果について

消防水利確保に関する関係機関との協定等の締結について（ 通知 ）（ 平成
29年８月18日付 消防消第194号 ）／光警報装置の設置に係るガイドラ
インの運用について（ 通知 ）（ 平成29年８月24日付 消防予第268号 ）

昇任試験実力養成講座 №608

142

＝共通（ 消防士長・消防司令補 ）、消防司令、小論文〔 解説付 〕

〜ハリケーンへの備え（ハリケーン「 ハービー」を経験して）〜
ポジティブ防災考案者

139

（ 通知 ）（ 平成29年８月９日付 消防予第239号 ）／大規模火災発生時の

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

常葉大学社会環境学部准教授

最近の主な通知〈 平成29年８月２日〜平成29年８月31日 〉

ロー紀子

予防技術検定模擬テスト №113

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

飛翔１１９/ 今月の広告

160

〔消防防災の動向 P.44 〕 平成29年防災功労者 内閣総理大臣表彰式を開催／平成29年度救急功労者表彰式を開催／「大規模自然災害に伴う浸水区域におけ
る救助技術の高度化に関する検討会 」を開催／平成29年度緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練の実施（以上、総務省消防庁）〔消防人事往来 P.45 〕東
京消防庁（平成29年10月１日付）〔Fire Topics P.128 〕越谷市消防本部（署）谷中分署／深谷市消防本部／坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部／西入間広域
消防組合消防本部／千葉市消防局／船橋市消防局／印西地区消防組合消防本部／東京消防庁京橋消防署／銀座震災対策委員会／熱海市消防本部／大和市消
防本部／大和市少年消防団／阿賀野市消防本部／永平寺町消防本部／長久手市消防本部／衣浦東部広域連合消防局／彦根市消防本部／湖南広域消防局／
柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／堺市美原消防団／奈良市消防局北消防署／松山市消防局中央消防署／八女消防本部／阿久根地区消防組合消防本部
（P.34 ）／第26回全国救急隊員シンポジウム（（一財）救急振興
〔その他の関連記事 〕 平成29年度危険物事故防止対策論文募集（消防庁、危険物保安技術協会）
財団）
（P.38 ）／産業廃棄物処理業者等を対象に、資源循環局と連携した「セーフティセミナー」を開催（横浜市金沢消防署）
（P.91 ）／航空隊新庁舎完成 内
覧会開催（川崎市消防局）
（P.99 ）／横浜市内で初！ 水害で浸水の恐れがある高齢者福祉施設に避難場所を提供する覚書を締結（横浜市瀨谷消防署）
（P.108 ）

平成29年（ 2017年 ）11月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●分娩介助に必要となる知識・技能を習得 分娩介助プログラム研修会を実施（ 三郷市消防本部・埼玉県 ）
●消防業務を体験し、消防を身近に感じる 消防体験キャンペーンを開催（ 成田市消防本部・千葉県 ）
●防災についてクイズで学ぶくまモンと防災トークを開催（ 東京消防庁消防防災資料センター）
●消防学校のオープンキャンパス 消防キャリア体験見学会を開催（ 新潟県防災局消防課 ）
●１１９番受信時における課題改善のため 通報に関する普及啓発動画を制作（ 駿東伊豆消防本部・静岡県 ）
●自主防災会に向けて安全管理の徹底を啓発 災害時ファーストコンタクトを考案（ 大津市消防局・滋賀県 ）
●プロレスラーの協力を得て 救急の日イベントを開催（ 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 ）
●弾道ミサイルを想定した 落下物対応訓練を実施（ 徳島市消防局 ）
〔 ファイヤートピックス（P.128 ～）〕
●築地場外市場で防火防災訓練指導（ 東京消防庁京橋消防署 ）
●銀座中央通り全域で震災訓練を実施（ 銀座震災対策委員会・東京都 ）
●暑熱順化トレーニング（ 柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府 ）
●離島におけるヘリコプターとの連携訓練（ 松山市消防局中央消防署・愛媛県 ）
●消防署分署の新庁舎、訓練塔が完成（ 越谷市消防本部（ 署 ）谷中分署・埼玉県 ）
●親子で学ぼう胸骨圧迫！電気ショック！（ 船橋市消防局・千葉県 ）
●神奈川県１１９番受信時の「 電柱管理番号 」の活用（ 大和市消防本部・神奈川県 ）
●火遊びはしません！（ 熱海市消防本部・静岡県 ）
●消防ふれ愛防災スクール（ 永平寺町消防本部・福井県 ）
●児童館で花火教室（ 長久手市消防本部・愛知県 ）
●助ける人になるために地域と学び、地域に学ぶ（ 奈良市消防局北消防署・奈良県 ）
●ルールを守って楽しい花火（ 八女消防本部・福岡県 ）
●おもちゃ花火教室（ 阿久根地区消防組合消防本部・鹿児島県 ）
●救急隊のレベルアップを図る救急活動審査会（ 深谷市消防本部・埼玉県 ）
●火災調査研修（ 坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部・埼玉県 ）
●怒りをコントロールしてパワハラ撲滅！（ 千葉市消防局・千葉県 ）
●警防技術研修（ 阿賀野市消防本部・新潟県 ）
●ＮＥＴ１１９緊急通報システムの学習会（ 彦根市消防本部・滋賀県 ）
●消防救助技術訓練披露会（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●危険を顧みず応急救護を行った３人の勇気に！（ 印西地区消防組合消防本部・千葉県 ）
●延焼拡大阻止に尽力！（ 衣浦東部広域連合消防局・愛知県 ）
●救命行為の功績に感謝状（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●士気を高める！泉北地区支部総合訓練（ 堺市美原消防団・大阪府 ）
●西入間少年少女消防団入団式（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県 ）
●避難所運営側と避難者に分かれて避難所体験訓練（ 大和市少年消防団・神奈川県 ）
●防災の担い手！長久手市キッズ消防団を設立（ 長久手市消防本部・愛知県 ）

12
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29

全国瞬時警報システム（ Ｊアラート ）による情報伝達のあらまし

60

屋外タンク貯蔵所の耐震安全性に係る調査検討報告書の概要

16
63

消防庁国民保護室長

大塚大輔

消防庁危険物保安室

120 〉
〈 全国消防最前線○

第43回全国消防親善ラグビー富山大会

編集局

富山市へようこそ！全国消防親善ラグビー大会を北陸で初開催～消防ラガーの現在、消防の展望～

「 埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び
消防活動のあり方に関する検討会報告書 」の概要（ 後編 ）

消防庁予防課／消防庁消防・救急課

58

火災発生に備える、日ごろの訓練成果を競い合う！

85

消防広域化１年経過後の通信指令業務の課題に対する資質向上に向けた取組

28

滝野川消防署田端出張所と狛江消防署猪方出張所に配置
東京消防庁、救急隊を２隊増隊

編集部

77

平成29年度神奈川県国民保護研修会を実施

編集局

82

米海軍消防隊と外国人ボランティアが初任教育生に災害時の外国人対応を指導

74

大学院における病院前救護「 学 」の教育研究に向けて

90

自主防災組織の連携のあり方 －宮城県美里町青生地区の運動会方式の合同防災訓練－

52

糸魚川市駅北復興まちづくり計画について

50

藤沢市消防局が
「Zao-S」の映像品質と機動力を検証。

38

石油暖房機の“ 事故件数の推移 ”と事故防止への取組み

39

ガスコンロ火災事故の防止に向けた取組み

消防活動技術確認に60隊240名が参加

船橋市消防局

駿東伊豆消防本部通信指令課

－駿東伊豆消防指令センターの現状と未来－

横浜市消防局 消防訓練センター 教育課

帝京大学 医療技術学部 スポーツ医療学科 救急救命士コース 教授

窪田和弘

東北福祉大学兼任講師

後藤一蔵

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

（一社）日本ガス石油機器工業会 石油機器業務委員会委員長

（一社）日本ガス石油機器工業会 ガス機器安全啓発ＷＧリーダー

田村

朗

星野克也

〔消防防災の動向 P.42 〕 メキシコにおける地震被害に対する国際緊急援助隊・救助チームが帰国（（独）国際協力機構／外務省／総務省消防庁 他）／消防関
係専門誌紙との意見交換会を開催／消防団員の確保方策等に関する検討会を開催／「総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）」を開催／平成29年度消防防災科
学技術賞受賞作品を決定（以上、総務省消防庁）／第23回全国女性消防操法大会の結果（総務省消防庁／（公財）日本消防協会）／映画とタイアップした住宅用
火災警報器の設置、交換広報ポスターを作成／住宅用火災警報器の設置率等（平成29年６月１日時点）の調査結果を公表（以上、総務省消防庁）／危険物安
全週間推進標語を募集（総務省消防庁 他）／平成29年度防火ポスターコンクールの審査結果を発表（（公財）日本消防協会／全日本消防人共済会）／平成29年度
全国消防長会役員会を開催（全国消防長会事務局）／第70回「都民の消防官 」で５名が受章（東京消防庁）／第６回「３.11きづなの会 」を開催（３.11きづな
の会事務局）／「スマート消防服 」による熱中症リスクの予知に世界初の成功！（帝人㈱）〔消防人事往来 P.47 〕総務省消防庁（平成29年10月１日付）／日
本消防検定協会（平成29年10月１日付）

今月の表紙 ／第 回全国消防親善ラグビー富山
大会での富山市消防局チーム。同大会が北陸
で開催されたのは今回が初めて。

カラーグラビア

米国で過去最大級の山火事 カリフォルニア州の住宅街に延焼

死者40人・避難者7万5,000人以上（ 10月８日㈰ 米国・カリフォルニア州）／地域防災力充実強化大会

社説・消防評論
in 愛知2017～今こそ高めよう！地域防災力～
（総務省消防庁／愛知県／名古屋市／（一財）愛知県消防協会）

／総務大臣感謝状贈呈式（消防団関係）
（総務省消防庁）／両国国技館で外国人や障がい者等に配慮した火災・

43

地震時の情報誘導のための試行訓練を実施（総務省消防庁）／救急医療週間 全国各地で救急フェア、講習
会等が展開／第23回全国女性消防操法大会／女性パワーと地域防災力を語る集い（総務省消防庁／（一財）日本
防火・防災協会）／平成29年度国際緊急援助隊 救助チーム技術訓練を実施（（独）国際協力機構）／第１回警
防技術錬成効果確認会（小山市消防本部／小山市消防署）／危機管理産業展2017 テロ対策特殊装備展 ’17
／平成29年秋季講演会・懇親会（（一社）日本照明工業会）／第13回関東地区消防職団員綱引大会（関東地区消
防綱引連盟／木曽消防綱引クラブ）
〔カラーグラビア説明 P.40 〕
〔ファイヤートピックス 〕塩谷広域行政組合
消防本部（栃木県）／児玉郡市広域消防本部（埼玉県）／横浜市消防局／四日市市消防本部（三重県）／湖南
広域消防局（滋賀県）／大洲地区広域消防事務組合消防本部（愛媛県）／北九州市消防局／熊本市消防局

120 〈 最終回 〉
災害史探訪 ○

社説・消防評論

24 防火管理を考える

メキシコシティの大震災
防災情報機構会長

時 の 視 点

26 高齢者世帯の火災を防ぐ
～注目される総合的な防火防災診断～
国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授（元ＮＨＫ解説委員） 山﨑
連

130
伊藤和明

消防職員の不祥事防止のためのワークショップ ③

96

セクシャルハラスメントの防止

登

載

68 救急車からの12誘導心電図伝送で命を守る！①〈新連載 〉

（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事 サニー カミヤ

災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 
Common Operational Pictures 作りと原理的に引けない線を引くこと

急性心筋梗塞の患者を助ける

常葉大学社会環境学部准教授

116 今さら聞けない資機材の使い方 

122

小村隆史

ポジティブ防災 ⑪

マルチガス検知器

104

～国際交流×防災＝地域防災力 UP ～

大分市消防局中央消防署南大分分署

長野哲也

107 救急活動事例研究 ⑭

ポジティブ防災考案者

ロー紀子

ファイヤーダイアリー 2017 

生涯研修に重点をおいた救急ワークステーションの運用
奈良県広域消防組合救急ワークステーション

吉井克昌／柴田広文／田宮正史
通報段階におけるアンダートリアージの現状と

132

地下式消火栓からの取水要領について（ 再考 ）

107
気象災害から学ぶ ○

上萬治己

94

台風の中心気圧の記録（ 870hPa の更新はもう無理 ）
青山学院大学非常勤講師・気象予報士（ 元気象庁 ） 饒村

曜

ワークステーションでの２つの対応策
119〈 最終回 〉
「ありがとう 」の想いに満ちて
赤色灯 ○

奈良県広域消防組合救急ワークステーション

山田剛永／布施貴則

112 救急事例報告 ⑩

三代目
安全・安心の窓 

一笑びん ⑨ 年齢詐称

～シャントトラブルとその対応について～

あなたを活かす 接遇コミュニケーション ⑨

日詰妙子

120 解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版 
  ～特殊災害対応入門編①～
㈱日本防災デザインＣＥＯ

99 考えながら学ぶ違反処理法学 
124 消防官のための地方自治法入門 
＝テスト問題付＝

防災子

79

松﨑俊道

57
95

ハラスメントの影に隠れているもの ㈱エンパワー 21 能勢みゆき

守り人 

チャプター 23 危険物・大量破壊兵器の危険性、性状、認識

辺里鼓舞太

恥ずべき文化 !?

シャントについてしゃんと知る！
札幌市消防局豊平消防署

48

技術による拡張分野

実証精神とモース

37

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 

謡曲「 摂待 」

荒木慶司

155

熊丸由布治

違反処理研究会

消防大学校客員教授

最近の主な通知〈 平成29年９月４日～平成29年９月29日 〉

139

登載通知＝「 消防同意等の電子化に向けたシステム導入対応マ

関

東一

84 最近の災害（ 平成29（ 2017 ）年９月 ）

ニュアル 」の送付について（ 平成29年９月４日付 消防予第
269号 ）／消防に必要な水利施設の適切な維持管理について
（ 平成29年９月25日付 消防消第222号 ）／大規模倉庫火災に

〔Fire Topics P.134 〕羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署／伊
奈町消防本部／西入間広域消防組合消防本部／佐倉市八街市酒々井町消防
組合消防本部／松戸市消防局第三方面本部／東京消防庁（葛西消防署、渋
谷消防署、八王子消防署）／八王子消防団女性隊／相模原市消防局／大和
市消防本部／大和市少年消防団／見附市消防本部／富山市消防局富山北消
防署／大垣消防組合消防本部／駿東伊豆消防本部／衣浦東部広域連合消防
局／豊橋市消防本部／豊中市消防局／高槻市消防本部／堺市美原消防団／
南但消防本部／佐賀広域消防局／中津市消防本部／宇城広域連合消防本部
／薩摩川内市消防局 〔その他の関連記事 〕 第11回階段駆け上がりレース
東京大会 開催へ～ Srair Race 2018 inTOKYO ～（P.67 ）

おけるより効率的な消火活動を実施するための今後の方策につ
いて
（ 通知 ）
（ 平成29年９月29日付 消防消第224号 ）

昇任試験実力養成講座 №609

142

＝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 №114

149

＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔 解説付 〕

飛翔１１９／今月の広告

160

平成29年（ 2017年 ）12月号
〔 カラーファイヤートピックス（P.14 ～ P.15 ）〕
●交通事故対応の相互理解を図る 交通事故対応意見交換会を実施（ 塩谷広域行政組合消防本部・栃木県 ）
●検索・救助活動要領を検証 警察と合同潜水訓練を実施（ 児玉郡市広域消防本部・埼玉県 ）
●高層建築物の集客施設で同時多発テロを想定 警察と合同テロ対策訓練を実施（ 横浜市消防局 ）
●ＪＩＣＡ国別研修の一環として マレーシア消防関係者の研修を実施（ 四日市市消防本部・三重県 ）
●現場到着時間の短縮を図るため機動指揮支援隊を２拠点に配置（ 湖南広域消防局・滋賀県 ）
●相互応援、連携活動の強化を図る 集団災害事故対策訓練を実施（ 大洲地区広域消防事務組合消防本部・愛媛県 ）
●交通事故現場での活動を想定 警察と合同救助訓練を実施（ 北九州市消防局 ）
●４機関で現地調整所を運営 ＮＢＣ災害対応合同訓練を実施（ 熊本市消防局 ）
〔 ファイヤートピックス（P.134 ～）〕
●山岳救出路調査・縦走訓練（ 羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道 ）
●救助初級者訓練（ 伊奈町消防本部・埼玉県 ）
●名神高速道路で多数傷病者災害対応訓練（ 大垣消防組合消防本部・岐阜県 ）
●解体予定建物でブリーチング訓練（ 駿東伊豆消防本部・静岡県 ）
? ●技術の向上を図る震災対応訓練（ 衣浦東部広域連合消防局・愛知県 ）
●兵庫県消防防災航空隊と合同山岳救助訓練（ 南但消防本部・兵庫県 ）
●県境を越えて、初の水難救助合同研修会（ 中津市消防本部・大分県 ）
●実戦さながらの救急・救助訓練（ 宇城広域連合消防本部・熊本県 ）
●中学生と心肺蘇生法の重要性を広報（ 佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県 ）
●火災による死者「 ゼロ」2,000日達成（ 東京消防庁葛西消防署 ）
●大相撲幕内朝乃山関が一日消防署長（ 富山市消防局富山北消防署・富山県 ）
●防災の担い手を養成初期消火選手権（ 薩摩川内市消防局・鹿児島県 ）
●消防団協力事業所表示証交付式（ 西入間広域消防組合消防本部・埼玉県
●調査員を対象に火災原因調査研修（ 松戸市消防局第三方面本部・千葉県 ）
●査察技術の底上げを！シミュレーション研修（ 相模原市消防局津久井消防署・神奈川県 ）
●自動車学校で安全運転研修（ 見附市消防本部・新潟県 ）
●消防防災協力事業所合同研修会（ 豊中市消防局・大阪府 ）
●ハラスメント防止研修（ 高槻市消防本部・大阪府 ）
●英語の１１９番通報に備えた対応訓練（ 佐賀広域消防局・佐賀県 ）
● LET‘S TALK!（ 東京消防庁渋谷消防署 ）
●全国大会に出場！訓練の成果を最大限発揮（ 東京消防庁八王子消防署／八王子消防団女性隊 ）
●内閣総理大臣表彰の受賞を大和市長に報告（ 大和市消防本部／大和市少年消防団・神奈川県 ）
●消防団と合同訓練（ 豊橋市消防本部・愛知県 ）
●消防団員基本訓練（ 堺市美原消防団・大阪府 ）

