近代消防

2017（平成 29 年）3 月号 №675

〈全国消防最前線 110〉
●第６回全国消防職団員綱引大会
（編集局）
●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 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）
●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
（東京消防庁予防部査察課機動査察係）
●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）
●「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）
●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 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 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）
〈その他の消防関連記事〉
●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）（P.53）
●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）

〔消防評論〕
●「防災」と通信技術の進展
〔時の視点〕
●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〜
（ＮＨＫ解説委員 山﨑 登）
〔連載〕
●今さら聞けない資機材の使い方 47
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）
●救急活動事例研究５
・堺市消防局における予防救急事業の取組
（堺市消防局 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 宮永真宏／伊藤陽信／西川大樹／千場和貴／吉野幸生）
●救急事例報告２
・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 小野寺健人）
●災害現場における救助活動のための日本の伝承技４
（今野利弘）
●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）
●考えながら学ぶ違反処理法学 58
（違反処理研究会）
●消防現場におけるペットの救急処置 ５
ペットの止血法
（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事 サニーカミヤ）
●ファイヤーダイアリー 2017 73
消防隊の活動を支援するもの
（上萬治己）
●ポジティブ防災③
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 ロー紀子）
●今役立つ 消防キーワード（防災編）⑨
・「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、自主防災組織は、消防の本来事務です」
（緑川久雄）
●災害史探訪 111
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
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●気象災害から学ぶ 98
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）饒村 曜）
●最近の災害（ 平成 28（ 2016）年 12 月）
●〈イグアナ・伝吉シリーズ〉〈最終回〉
（続々々）特命：目で聞け 119 番・緊急通報！⑤
―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 46
復興と契約遵守（防災子）
●赤色灯 111
日本海側の都市大火 三代目（辺里鼓舞太）
●その気持ち､伝わってる？㉔
習慣の力〈最終回〉（松﨑俊道）
●守り人 58
技術による維持分野 理性尊重とヒルベルト
（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 72
謡曲「東北」（荒木慶司）
●最近の主な通知
〈平成 28 年 12 月５日〜平成 28 年 12 月 28 日〉
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 号平成 28 年 12
月 26 日）
●昇任試験実力養成講座 №600
＝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 №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 顧問・編集委員の紹介
〔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／Ｃ
ＢＲＮＥ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〕
〔カラー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
〔消防防災の動向〕
●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（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〕
●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・テロ対策研究会）
〔ファイヤートピックス〕
●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）

