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●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）
●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
を改正する政令について
（消防庁国民保護・防災部地域防災室 古内 拓）
●救急安心センター事業（♯ 7119）の全国展開
（消防庁救急企画室）
〈全国消防最前線 116〉
●第 15 回大阪府下消防職員 親善ラグビー交流会
花園で語ろう！ One for all, All for one
（編集局）
－－－－－－－－－－－－－－－ -●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－
（西春日広域事務組合消防本部 西消防署 警備第２課 指導救命士 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）
●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）
●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 野上達也／研究員
●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 酒井多加志／内山

吉澤佑葵）

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）
〔その他の消防関連記事〕
●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
●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～

●東京消防庁調布消防署国領出張所の新庁舎が落成
●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
●全国消防職員親善卓球大会の参加者募集
－－－－－－－－－
〔消防評論〕
●北九州市の共同住宅の火災
－－－－－－－－－
〔時の視点〕
●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 登）
－－－－－－－－－
〔連載〕
●台湾の消防と消防人を訪ねて １〈新連載〉
内政部消防署と日台消防交流のきずな（前編）
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）
●今さら聞けない資機材の使い方 52
洪水に対する必要最低限の資機材
（富良野広域連合富良野消防署南富良野支署

加藤翔太）

●救急活動事例研究 10
・渋川広域消防本部における車載タブレットを利用した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）
・病院前救護における感染防止の現状と課題
～汚染事故をゼロにするために～
（出雲市消防本部 原 友和）
●救急事例報告 ７
外国人を搬送した４事例
（留萌消防組合消防本部留萌消防署

島

有）

●消防の惨事ストレス対策 ５
～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
●解説！消防業務エッセンシャルズ第６改訂版
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）

加藤孝一）

●よぼうかかり覚書 12
消防用設備等点検制度と「よぼうかかり」⑴
（消防ＯＢ おがわこうへい）
●考えながら学ぶ違反処理法学 63
（違反処理研究会）
●災害史探訪 116
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
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●消防現場におけるペットの救急・救助 10
高所から降りられなくなった猫の助け方
（（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
－東日本大震災からの復興三態（その２）－
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）
●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）
●ファイヤーダイアリー 2017 78
地下式消火栓からの取水要領について
（上萬治己）
●気象災害から学ぶ 103
「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
（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 29（ 2017）年５月）
●安全・安心の窓 51 常識を疑え！
（防災子）
●赤色灯 116 住宅火災の死者が減らない
（三代目 辺里鼓舞太）
●一笑びん 5 体重計
（松﨑俊道）
●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
（㈱エンパワー 21 能勢みゆき）
●守り人 63 制度による拡張分野 和解とアクバル
（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 77
（荒木慶司）

謡曲「花筐」

●最近の主な通知
〈平成 29 年５月 10 日～平成 29 年５月 31 日〉
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（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
＝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
＝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〕
●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
●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）
〔ファイヤートピックス〕
●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施
（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）
〔消防防災の動向〕
●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（総務省消防庁）
●「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）
〔ファイヤートピックス〕
●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）

