近代消防
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〈全国消防最前線 109〉
●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 68〉
●熊本県消防学校の巻
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。
●消防団協力事業所表示制度の要綱の制定状況等及び特例措置の実施状況について
（消防庁国民保護・防災部地域防災室）
●「みらいとんでん」火災事件判決について考えてみる
（元 佐世保市東消防署長 石田良文）
●化学工場・化学プラントにおける消防対応
― 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 山本信一）
●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
（編集局）
●【特別寄稿】
女性消防吏員のさらなる増強を……
たおやかなパワーがもっと欲しい。
（オフィス・セオリー 瀬尾 理）
●東日本大震災から５年、被災地の復興状況
（ジェネスプランニング㈱代表取締役 工学博士 三舩康道）
●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）
●心理的応急処置（ＰＦＡ）の要点〜日本版、心のレジリエンス〜
（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）

●ケニア共和国に対する消防技術支援について（前篇）
（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）
●わが国における薬物中毒による死亡の疫学
（北海道医療大学生命基礎科学講座 西 基）
●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）
●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！
（奈良県広域消防組合消防本部）
〈その他の消防関連記事〉
●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 2017 年版
〔消防評論〕
●地球温暖化対策を進める
〜パリ協定と日本の課題〜
〔時の視点〕
●悲劇を繰り返さない
〜宮城県石巻市の大川小学校津波裁判〜
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）

〔連載〕
〈新連載〉
●救急事例報告 １
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）
●救急活動事例研究 ３
・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）
●今さら聞けない資機材の使い方 45
経口エアウェイ・経鼻エアウェイ
（出雲市消防本部出雲西消防署多伎分署 伊藤 篤）
〈新連載〉
●ポジティブ防災 １
思わず取り組みたくなる防災の啓発法
（ポジティブ防災考案者 ロー紀子）
●災害現場における救助活動のための
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担?癬 ̲̲̲̲17
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）
●考えながら学ぶ違反処理法学 56
（違反処理研究会）
●消防官のための地方自治法入門 27＝テスト問題付＝
（消防大学校客員教授 関 東一）
●消防現場におけるペットの救急処置 ３
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）
●最近の災害（平成 28（2016）年 10 月）

●災害史探訪 109
昭和南海地震から 70 年
（防災情報機構会長 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！
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）
●気象災害から学ぶ 96
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 曜）
●ファイヤーダイアリー 2017 71
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）
●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉３
（続々々）特命：目で聞け 119 番・緊急通報！
―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）
●安全・安心の窓 44
サービスとしての消防能力
（防災子）
●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）
●その気持ち､伝わってる？ 23 笑いは世界を救う！
（松﨑俊道）
●守り人 56
文化の維持分野 西洋古典とシャルルマーニュ
（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 70
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
スペイン語編
〜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〉
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
＝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
＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物〔解説付〕
〔カラーグラビア〕
●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〜
（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）
〔ファイヤートピックス〕
●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）
〔消防防災の動向〕
●平成 28 年秋の消防関係叙勲伝達式を開催
（総務省消防庁）
●第 27 回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催
（総務省消防庁）
●平成 28 年秋の消防関係褒章伝達式を開催
（総務省消防庁）
●第 64 回全国消防技術者会議を開催
（総務省消防庁）
●平成 28 度消防防災科学技術賞表彰式を開催
（総務省消防庁）
●第 20 回消防防災研究講演会を開催
（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
（（一社）日本損害保険協会）
●離島に小型動力ポンプ付軽消防自動車を寄贈
（（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〕
●「 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）
〔ファイヤートピックス〕
●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）

