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7 月 10 日発売
●消防団員のマイカー共済について
（消防庁地域防災室）
●〈全国消防最前線 151〉
入間東部地区事務組合消防本部
埼玉県三芳町倉庫火災から３年、
三芳町新物流倉庫完成に伴う火災予防対策
（編 集 局）
●第２波への備え！
新型コロナウイルス感染症対策として消防と技術者の共同開発で生まれた
ハイメディック専用間仕切り
（豊田市消防本部）
●なぜ、自衛隊は感染しないのか
新型コロナウイルス感染症対応で見えてきた自衛隊の精強性と消防への応用
（株式会社重松製作所 主任研究員／元陸上自衛隊化学学校 副校長 濵田昌彦）
●東備消防におけるハラスメントを克服した裁判事例等について
（東備消防組合消防本部 緑川久雄）
●わが国における交通事故による死亡の疫学的検討
（北海道医療大学生命基礎科学講座 西
基）
●糸魚川市駅北大火から３年後
（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
●名古屋市南消防署が事業所・局・研究室と連携して
火災予防対策等検討会を実施
（名古屋市南消防署予防課）
●防災文明から防災文化の充実へ
（戸田中央医科グループ災害対策室長兼災害対策特別顧問

野口英一）

●衛星ＩＰ網を利用した個別通信機能の実証実験について
～公衆網への接続とスマートフォンの利用～
（一般財団法人 自治体衛星通信機構 システム開発課長 藤盛雅秀）

三舩康道）

●ゆけ！ ＪＰＦＳＦ
～日本警察消防スポーツ連盟による公式ステアーレースの観戦者の感想と提案～
（〈文・写真・イラスト〉公認！ 一人応援団（一般人） 佐藤高穂）
〔その他関連記事〕
●令和３年度「救急救命の高度化の推進に関する調査研究事業」委託団体及び「救急に関する調査研
究事業」助成団体を募集（一般財団法人救急振興財団）
●家庭で簡単に出来る水防工法をＳＮＳで紹介（名古屋市消防局中川消防署／中川区消防団連合会）
●キッズ消防隊が今度は「防災紙芝居」となって登場！「みんな森の子供たちとアウル爺さん」～横
浜市から全国の子ども達に紙芝居動画を配信（横浜市消防局）
●桂歌丸師匠とコラボ！ 多言語大横断幕と熱中症予防アナウンスで熱中症予防キャンペーンを実
施！（横浜市消防局南消防署）
●首都圏の局地的な激しい気象状況を確認できる「ソラチェク」（国立研究開発法人 防災科学技術研
究所）
〔お詫びと訂正〕
●本誌 2020 年７月号の昇任試験実力養成講座
〔消防防災の動向〕
●緊急消防援助隊における新型コロナウイルス感染症の留意事項の補足と今後の出水期における対応
を通知（総務省消防庁）
●消防防災ヘリ操縦士の乗務要件・訓練プログラムを通知（総務省消防庁）
●新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイント動画を通知（内閣府・総務省消防
庁）
●防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法が公布（農林水産省）
●第 72 回全国消防長会総会（書面会議）の結果概要を公表（全国消防長会）
●定時理事会・評議員会（書面）と臨時理事会を開催（
（公財）日本消防協会）
●日本消防会館の建て替えに伴う仮移転のお知らせ（
（一財）日本消防設備安全センター）
●宮城県沖地震から 42 年、総合防災訓練でウェブ会議を導入（宮城県）
●世界初の火災抑制剤放射器「クイックスプラッシャー」発売へ（日本ドライケミカル㈱）
〔消防人事往来〕
●（一財）日本消防設備安全センター海外消防情報センター（令和２年６月 18 日付）
●（公財）日本防炎協会（令和２年６月 24 日付）
●（公財）日本消防協会（令和２年６月 25 日付）
●（一財）全国危険物安全協会（令和２年６月 26 日付）
〔消防評論〕
●防災にはゴールがない
（一般財団法人救急振興財団理事長

佐々木敦朗）

〔時の視点〕
●大量の火山灰が首都圏を襲う
～富士山噴火被害シミュレーション～
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授

山﨑

登）

〔連載〕
●消防倫理マネジメント４
消防の特性と倫理について
（（一社）日本防災教育訓練センター 代表理事

サニーカミヤ）

●シリーズ・災害の教育訓練と防災交流６
互近所（ごきんじょ）パワーで「災害時の死者ゼロ」をめざして（後編）
～昭島市自治会連合会と「まちづくり昭島北」の広範な地域活動～
（本誌特任記者 防災アドバイザー 加藤孝一）
●今さら聞けない資機材の使い方
背板機能を持った改良ストレッチャーマット
（福山地区消防局水上消防署 中元康博）
●気象災害から学ぶ 139 高温注意情報から熱中症警戒アラートへ
（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）
●救急活動事例研究 40
植込み型除細動器（ＩＣＤ）装着傷病者の救急事例
（駿東伊豆消防本部沼津北消防署 渡邉悠可）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 13
不整脈の心電図 その４ ＱＲＳ幅の広い波形
（上尾中央総合病院心臓血管センター特任副院長

一色高明）

●基本的法令用語の解説－消防法令の規定を題材として－ 17
（元消防大学校客員教授 元茨城大学講師（非常勤） 関 東一）
●考えながら学ぶ違反処理法学
（違反処理研究会）
●災害図上訓練ＤＩＧを活用した災害対策あれこれ
【新型コロナ禍を考える特別編第５弾】
求めるべきは「良識の集大成」。ではその中身は？
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 32 隠された大震災
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 17 新潟県中越沖地震
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年５月）
●ファイヤーダイアリー 2020 消防法第 17 条の 3（用途変更）の疑義についての考察
（上萬治己）

●あなたを活かす接遇コミュニケーション 33
使い方を間違えると尊大な言い方になる言葉
（㈱エンパワー 21 代表取締役 能勢みゆき）
●赤色灯 32 新しい日常生活……もう慣れました？
（四代目 辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 87 リスク・メッセージの混乱（防災子）
●続・イグアナ・伝吉 青春年報 消防版『三四郎』２
（文・那之津マイク 挿絵・綴込み虎次）
●防災と城郭 32 関宿城と利根川の東遷１
（拓殖大学防災教育研究センター長・特任教授 濱口和久）
●一笑びん 41 糖尿病
（松﨑俊道）
●守り人 99 議会制とド・モンフォール
（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 113 謡曲『鉄輪』
（荒木慶司）
●昇任試験実力養成講座 No.641 ＝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 No.146 ＝共通、消防用設備等、防火査察、危険物【解説付】＝
●最近の主な通知〈令和２年５月１日～令和２年５月 31 日〉
・新型コロナウイルス感染症対策に係る災害時の避難所としての各省庁及び独立行政法人、民間団体
等が所有する研修所、宿泊施設等の活用等について（令和２年５月 21 日付 府政防第 930 号 消防災
第 86 号）
・避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料について（令和２年５月 21 日付 府
政防第 939 号 消防災第 87 号 健感発 0521 第 1 号）
・災害時の避難所における新型コロナウイルス感染症対策や避難所の確保等に係る地方公共団体の取
組状況等について（令和２年５月 27 日付 府政防第 951 号 消防災第 96 号）
・危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二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公布について（令和２年５月 29 日付 消防危第 119 号）
・厨房用簡易型自動消火装置に係る技術ガイドラインについて（通知）（令和 2 年 5 月 29 日付 消防
予第 138 号）
〔カラーグラビア〕
●大型クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」火災
●宮城県岩沼市物流倉庫火災
●佐賀県防災航空隊発足（佐賀県）
●重機搬送車両「神消 34」運用開始（神戸市消防局）
●鹿児島県土砂・風水害機動支援部隊合同訓練（姶良市消防本部他）
●千曲市消防団水防訓練（長野県千曲市）
●令和２年度山梨県災害対策本部図上訓練（山梨県）
●潜水隊員が海水浴場で水難救助訓練（鳥羽市消防本部・鳥羽市消防署）
●相模原市消防局新規採用職員耐久訓練（長距離歩行）
●消防艇「まつかぜ」海上流出油対応訓練（千葉市消防局）
●水中ドローンを使った水難救助の検証訓練（会津若松地方広域市町村圏整備組合消防
本部）
●那須地区消防組合黒磯消防署新庁舎完成

〔カラーファイヤートピックス〕
●女性消防吏員が制作を担当 オリジナル LINE スタンプを配信（気仙沼・本吉地域広域行政事務組
合消防本部・宮城県）
●市公式 Web サイトに「デジタル消防署見学」を掲載（市川市消防局・千葉県）
●地震災害発生時において迅速に対応するための地震災害対応訓練を実施（新潟市消防局・新潟県）
●鍛える！人と地域を守るために 危険物火災総合訓練を実施（上越地域消防局上越消防署・新潟県）
●自然災害に備えよ！市街地浸水被害を想定（金沢市消防局・石川県）
●新型コロナウイルス感染拡大第２波を啓発 プロジェクションマッピングを制作
（能美市消防本部・
石川県）
●河川の氾濫及び建物への浸水を想定 救命ボート取扱い及び排水訓練を実施（桑名市消防本部・三
重県）
●危険物の安全な取扱いに関するＰＲラッピングバスの運行を開始（河内長野市消防本部・大阪府）
〔ファイヤートピックス〕
●解体予定の耐火建築物で警防活動実践訓練（箱根町消防本部・神奈川県）
●土砂災害対応訓練（豊橋市消防本部・愛知県）
●山菜採り入山者に遭難防災看板を設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部消防署蘭越支署・北海道）
●悪疫退散祈願！ 花火に想いを込めて（東京消防庁府中消防署・東京都）
●さくらちゃんが消防署を取材！（東京消防庁多摩消防署・東京都）
●防災指導車（防サイ君）が新しくなったよ！（豊田市消防本部・愛知県）
●消毒用アルコールの取扱いに注意（大津市消防局・滋賀県）
●ミニ空気呼吸器の作り方をホームページに掲載（東大阪市消防局・大阪府）
●予防技術資格者認定証交付式！（泉州南消防組合泉州南広域消防本部・大阪府）
●無煙ロースターに関する指導方法を研修（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●通信勤務経験者を対象に実務研修（西宮市消防局・兵庫県）
●水難現場における人命救助に感謝状（吉川松伏消防組合消防本部・埼玉県）
●迅速的確な行動が火災被害を最小限に！（船橋市消防局東消防署・千葉県）
●見事な連携で生還 消防協力者に感謝状贈呈（衣浦東部広域連合消防局
雑誌「近代消防 8 月号」は、お近くの書店に注文するほか、
●コンビニエンス受け取りサービス（７Net ）
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B
2&searchKeywordFlg=1&intpr=
●楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/search?g=000&sitem=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%
E9%98%B2&l-id=top-pc-searchbox&x=0
●Ａｍａｚｏｎ
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&__mk_
ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
● honto（書店通販サイト）
https://honto.jp/netstore/search_10%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2.
html?srchf=1&tbty=0
からもお取り寄せいただけます。

