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●国境を越えた協力体制を築き、将来を見据えた消防行政の積極的推進を！
−第30回アジア消防長協会総会

第70回全国消防長会総会
東京都で盛大に開催−

●危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の概要（消防庁危険物保安室

松葉勇志）

●平成30年度以降の消防の広域化推進の方向性（消防庁消防・救急課）
●避難施設の指定促進に係る取組（消防庁国民保護室

川上進太）

〈全国消防最前線 127 〉
●八女消防本部 −「勇気・熱意・誠実 」をモットーとして消防業務に邁進

（編集局）

●関係機関と合同で実施 サービスステーション震災時緊急給油訓練（札幌市消防局 白石消防署予防課）
●救急講習会を活用した通信指令員の口頭指導能力向上に関する取組（西宮市消防局）
●海上災害防止センター防災訓練所 危険物火災１日コースを受講して
（横浜市伊勢佐木消防団・加賀町消防団・山手消防団）
●地域衛星通信ネットワークの高度化について（後編） 〜 LASCOM ネット次世代システム〜
（一般財団法人 自治体衛星通信機構

専務理事

伊藤行正）

●東京消防庁南多摩総合防災施設の概要（東京消防庁第九消防方面本部）
●予防技術検定受検準備講習の実施結果について（一般財団法人 消防防災科学センター）
●自助・共助の街「日本橋 」を目指して 地域住民と事業者が一体となった防災訓練（編 集 局）
●消防庁、警察庁、国交省が共同で「接続機関における自動車からの緊急通報の取扱いに関するガイドライン 」を策定
（編 集 局）
●今、最も熱い火消しの物語「羽州ぼろ鳶組 」
（最上広域市町村圏事務組合

事務局長 渡辺安志）

〔その他関連記事 〕
●第27回全国救急隊員シンポジウム 一般演題の募集（高松市消防局・一般財団法人 救急振興財団）

●総延長距離400ｍ、低所から高所へ高低差30ｍの遠距離送水合同訓練（横浜市消防局南消防署）
●北海道救急医学会救急隊員部会30周年記念研修会（北海道救急医学会救急隊員部会）
●〔緊急広告 〕日本の消防団員・消防職員の皆様へ!! 申し込みの締め切りが迫っています!!!
（韓国世界消防士競技大会事務局）
●第44回全国消防親善ラグビー大会・ＯＢ東西対抗戦で、福岡市消防局ラグビー部・大石こはるさんが２トライ
の大活躍！
●安全・安心な住生活・社会インフラ環境を創る 2018防災産業展 in 東京 開催
●山菜採り遭難防止のための看板を設置〜入山者に注意を呼びかける〜（羊蹄山ろく消防組合消防署蘭越支署）
--------〈消防評論 〉
●福井地震から70年〜半世紀の静穏と都市の変貌〜
〈時の視点 〉
●土砂災害を防ぐために 〜最近の土砂災害の特徴と対策〜（国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 教授 山﨑 登）
〈連載 〉
●エッセイ・災害と人間と消防と １ 〈新連載 〉
たばこ火災で出会ったあの人この人（エッセイスト／消防ＯＢ・花森こうじ イラスト・佐藤高穂）
●伝令のすゝめ 指揮隊員に必要な知識を求めて〜８
指揮隊員に必要な知識を求めて〜構造用途編 ２（指揮隊研究会）
●消防リスクマネジメント ３
リスクマネジメントのプロセス（一般社団法人 日本防災教育訓練センター
●希少事案への対応〜オホーツク地域の周産期教育〜６

代表理事

サニー カミヤ）

周産期救急における基礎知識 ⑤ NCPR と対応
（中村記念愛成病院小児科医師 立花幸晃）

●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ 43 東日本大震災７年目の現地踏破から（その３：岩手県編）
（常葉大学社会環境学部准教授 小村隆史）
●火災と法律責任 一般市民への教養資料として ４ （元 消防大学校客員教授 元 茨城大学講師（非常勤） 関 東一）
●救急車からの12誘導心電図伝送で命を守る！８

健康長寿の京都・丹後地区で

Onset To Balloon Time 90分以内を目指す！（取材：株式会社メハーゲン・小林春香）
●「トモダチ作戦 」前史をひも解く ５ 〈最終回 〉
東日本大震災の「トモダチ作戦 」を教訓として （政治学博士

ロバート・Ｄ・エルドリッヂ）

●考えながら学ぶ違反処理法学 75 （違反処理研究会）
●気象災害から学ぶ 115

台風の風（可航半円は安全半円ではない）
（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 2018 89 Ｐ型２級受信機および発信機とその附属装置（上萬治己）

●最近の災害（平成30（ 2018 ）年５月）
●災害キーワード ８

集中豪雨（防災情報機構会長

●明治の地震・噴火災害 ２

伊藤和明）

三宅島噴火・磐梯山大噴火（防災情報機構会長

伊藤和明）

●自治体消防70年の歩みと今後の課題 ３ 消防制度の大改正（後編）
（東京理科大学総合研究院 教授 小林恭一）
●赤色灯 ８ 児童虐待って何〜んだ。死亡した女児の文章に涙する（四代目

辺里鼓舞太）

●城郭と防災 ８ 金沢大火と金沢城（拓殖大学大学院地方政治行政研究科特任教授 濱口和久）
●安全・安心の窓 63 「危機管理 」は誤訳？（防災子）
●一笑びん 17 死生観（松﨑俊道）
●あなたを活かす 接遇コミュニケーション 17 現場での傷病者以外の人への対応 （ ㈱エンパワー 21 能勢みゆき）
●守り人 75

制度による拡張分野 地中海再興とユスティニアヌス（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 89

謡曲「殺生石 」
（荒木慶司）

●最近の主な通知 〈平成30年５月11日〜５月29日 〉
登載通知＝
・接続機関における自動車からの緊急通報の取扱いに関するガイドラインの策定について（平成30年５月11日付
事務連絡）
・スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について（通知）
（平成30年５月11日付 消防予第
361号）
・消防機関における救急救命士が行う救急救命処置の事故防止の徹底について（平成30年５月15日付 事務連絡）
・災害時の多言語表示シートの活用促進について（平成30年５月21日付 事務連絡）
・多文化共生の推進に係る各種ツールの活用促進について（依頼）
（平成30年５月28日付 30自国多第18号）
●昇任試験実力養成講座 №617 ＝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 №122 ＝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 〉
●大阪府北部を震源とする地震 Ｍ6.1 最大震度６弱 死者４人

−6月18日㈪−

●第２回 予防業務優良事例表彰（総務省消防庁）
●MEDIC ONE NAGOYA発隊式（名古屋市消防局）
●平成30年度採用新人消防士総合訓練（山武郡市広域行政組合消防本部）
●第30回アジア消防長協会総会
●第41回全国消防職員意見発表会
●第70回全国消防長会総会 東京都で盛大に開催
●平成29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
●平成30年度危険物安全週間
●東京国際消防防災展2018開催
●一般社団法人 日本照明工業会が東京国際消防防災展2018に出展

〔消防防災の動向 〕
●平成30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）
）
●救急業務のあり方に関する検討会
「傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検討部会 」を開催（総務省消防庁）
●予防行政のあり方に関する検討会
「超大規模防火対象物等における自衛消防活動のあり方に関する検討部会 」を開催（総務省消防庁）
●女子学生等を対象とした職業説明会（ワンデイ・インターンシップ）開催へ（総務省消防庁）
●平成30年度の定時評議員会、臨時理事会を開催 秋本会長が再任（公益財団法人 日本消防協会）
●平成30年度の評議員会、臨時理事会を開催 秋本会長が再任（一般財団法人 日本防火・防災協会）
●平成30年度理事会、通常総会、表彰授与式を開催（認定特定非営利活動法人 日本防災士機構）
●世界初！空飛ぶ消火ロボット「ドラゴンファイヤーファイター」を開発
（東北大学、八戸工業高等専門学校、国際レスキューシステム研究機構）
●防災訓練用ＶＲコンテンツ「避難体験ＶＲ 」を大阪市消防局が採用（㈱理経）
〔カラーファイヤートピックス 〕
●大規模災害時の避難所運営をサポート 学生機能別団員発足式（越谷市消防団・埼玉県）
●東秩父村を守る防災拠点を強化 小川消防署東秩父分署新庁舎完成（比企広域消防本部・埼玉県）
●鮎漁の解禁や夏の行楽シーズンを前に水難救助合同訓練を実施（海老名市消防本部・神奈川県）
●危険物施設における初動態勢を確認 特殊災害対応訓練を実施（尾三消防本部・愛知県）
●防音ハウスに啓発文とイラストを掲出 住警器の設置と維持管理を啓発（宇治市消防本部・京都府）
●山岳事故や林野火災のエキスパート 山林災害対策専門班を発足（豊中市消防局・大阪府）
●消防の職場を知る絶好の機会 女性向け消防職場体験を実施（尼崎市消防局・兵庫県）
●解体中の建物を利用したブリーチング訓練を実施（島原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 〕
●行方不明者捜索事案に備えて（岩内・寿都地方消防組合消防本部消防署黒松内支署・北海道）
●高度救助隊集合訓練（いわき市消防本部・福島県）
●各機関が連携した総合水防訓練（東京消防庁府中消防署）
●テロ災害に立ち向かえ！ 救急活動訓練効果確認（東京消防庁野方消防署）
●ドローン操作訓練（恵那市消防本部・岐阜県）
●長時間の豪雨による水災害に備えた水防訓練（豊中市消防局・大阪府）
●消防救助合同訓練（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部・大阪府）
●迅速な救助方法を確認！水難事故対応訓練（奈良県広域消防組合消防本部宇陀消防署）
●ドクターヘリ相互応援協定による搬送訓練（高吾北広域町村事務組合消防本部・高知県）
●久留米市水防合同訓練（久留米広域消防本部久留米消防署・福岡県）
●我が家から火事は出しません！（釧路市消防本部・北海道）
●深大寺境内から奏でるさわやかメロディー（東京消防庁調布消防署）
●聴覚障害者向けコミュニケーションボード（豊橋市消防本部・愛知県）
●山林防火標語看板を取り付け（河内長野市消防本部／河内長野市防火協会・大阪府）
●訓練の場でも活躍！防火広報車の寄贈（鹿沼市消防本部・栃木県）

●消防活動等教育のための職員研修会（石橋地区消防組合消防本部・栃木県）
●協力団体と災害時における協定を締結（草加八潮消防局・埼玉県）
●防火基準適合表示制度表示マーク（金）を交付（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部・千葉県）
●救急業務における法律問題の研修会（埼玉東部消防組合消防局）
●ラオスの医師等が消防署を視察（東京消防庁八王子消防署）
●祝！消防救助技術 関東地区指導会出場（東京消防庁青梅消防署）
●高速道路等消防連絡協議会研修会（岐阜県高速道路等消防連絡協議会）
●査察担当者研修会（衣浦東部広域連合消防局・愛知県）
●危険物施設従業員と合同研修（湖南広域消防局・滋賀県）
●違反は見逃さない！違反処理模擬訓練（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●建物火災で人命救助を行った市民に感謝状（中濃消防組合消防本部・岐阜県）
●救命行為の功績に対し市民に感謝状贈呈（湖南広域消防局中消防署・滋賀県）
●人命救助活動に伴う市民表彰（西宮市消防局・兵庫県）
●早期発見と適切な救命活動が命を救う！（宝塚市消防本部・兵庫県）
●野火火災発生！春季消防演習を実施（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団消防署蘭越支署・北海道）
●火災初期対応実務（消火器の部）研修会（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）
●防災リーダーが一堂に！消防団操法大会（滝野川消防団・東京都）
●三郷幼稚園が優良幼年消防クラブ表彰（守口市門真市消防組合消防本部・大阪府）
●山林火災防ぎょ訓練（枚方寝屋川消防組合消防本部枚方東消防署・大阪府）

