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●「厨房用簡易型自動消火装置の技術ガイドライン」の概要
（消防庁予防課予防係 道川紘平）
●「令和 2 年度石油コンビナート等における自衛防災組織の
技能コンテスト」の実施紹介
（消防庁特殊災害室）
●〈全国消防最前線 153 〉
那須地区消防
単純なスポーツだからこそ、戦略的な要素の奥深さ
同じ綱を握った仲間として、目標に向かっていこう
（編 集 局）
●火災図上訓練のさらなる推進～事業所におけるファシリテーターの養成～
（名古屋市南消防署予防課）
●令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風から９か月後
（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

三舩康道）

●令和２年７月豪雨における最上川の状況
（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）

●新型コロナウイルスの感染防止は行政だけの責任にしてはならない
（元佐世保市東消防署長 石田良文）
●マスクは足りているか －米国の GetUsPPE に学ぶ－
（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）

●北川式ガス検知管の性能比較に関する検証
（東京消防庁消防技術安全所危険物質検証課）
●「緊急車両への反射材取り付けに関する
学術的ガイドライン」の策定と展望
（北アルプス広域消防本部 吉沢彰洋）
●オーストラリアの森林火災と消防団活動（後編）
ムーニー消防団のキャプテン・副キャプテンへの特別インタビュー
（フォトラベラー Yori Hirokawa 〈監修〉加藤孝一）

〔その他関連記事〕
●第 68 回全国消防技術者会議の開催について（ご案内）
（消防庁消防研究センター）
●開催予告・明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科シンポジウム・感染症対策と自治体の危機管理
●第３世代システム衛星地球局の整備完了（堺市消防局）
●横浜市内初！ 真打落語家・三代目・桂枝太郎さんが南消防団へ入団！（横浜市南消防団）
●元消防庁次長大庭誠司氏が救国の危機管理マニュアル書を出版（編集局）
●元東京消防庁消防署長安齊克三氏が自らの災難伝承本を出版（編集局）
●熱中症が家で多いって知っていますか？ 「かもめーる」で熱中症予防を訴える（名古屋市消防局）
〔消防防災の動向〕
●令和 2 年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰（総務省消防庁）
●職場等における新型コロナウイルス感染防止について（通知）を事務連絡（総務省消防庁）
●圧縮アセチレンガス等の消防活動阻害物質に係る事故状況を通知（総務省消防庁）
●福島県郡山市で発生した爆発事故を踏まえた飲食店の防火対策に係る注意喚起等を通知（総務省消
防庁）
●エアゾール式簡易消火具の不具合に係る注意喚起等を通知（総務省消防庁）
●次世代自動車事故等に対する活動技術の高度化に関する検討会を開催（総務省消防庁）
●東京ビッグサイトにおけるシナリオ非提示型図上訓練を実施（
（一財）消防防災科学センター）
●群馬県防災ヘリコプター事故殉職者二周年合同追悼式を開催（群馬県・吾妻広域町村圏振興整備組
合・群馬県消防長会）
〔消防人事往来
●総務省消防庁（令和２年７月 30 日・31 日付）／令和２年７月１日付～７月 20 日付の人事異動に
おいて就任した総務省消防庁幹部の略歴
〔消防評論〕
●消防職員の殉職を防ぐ
（元尼崎市消防局長 野草信次）
〔時の視点〕
●最近の土砂災害の特徴と対策
～知らせる努力と知る努力～
（国士舘大学防災・救急救助総合研究所 教授

山﨑

〔連載〕
●消防倫理マネジメント６
スマート消防を生かした組織のリスク管理
（一般社団法人日本防災教育訓練センター 代表理事
●今さら聞けない資機材の使い方 89
分娩症例時に使用する資機材
（松江市消防本部 山下慶子）
●気象災害から学ぶ 141
50 年に一度の大雨（現象の再現期間）
（気象予報士（元気象庁） 饒村 曜）

登）

サニーカミヤ）

●救急活動事例研究 42
大島地区消防組合の血糖測定とブドウ糖投与は
ＪＣＳⅠ桁以上で行う
（大島地区消防組合消防本部 藤川真之介）
●救急隊員のための 12 誘導心電図読影講座 15
不整脈の心電図 その 6 ＱＲＳ幅の広い頻拍症の
診断：心室頻拍
（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─ 19
（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 101
（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 68
東日本大震災９年半後の被災地踏破の旅から（福島編）
（常葉大学社会環境学部 准教授 小村隆史）
●災害キーワード 34 人造磁玦
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●平成の自然災害史 19
東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）（その 1）
（防災情報機構会長 伊藤和明）
●最近の災害（令和２（2020）年７月）
●ファイヤーダイアリー 2020 105
ＣＡＦＳの連結送水管使用について
（上萬治己）
●あなたを活かす接遇コミュニケーション 34
住民の背中を押してあげる
（㈱エンパワー 21 代表取締役 能勢みゆき）
●赤色灯 34 神無月と神在月……そして
（四代目 辺里鼓舞太）
●安全・安心の窓 89
被災者支援と法制（防災子）
●続・イグアナ・伝吉 青春年報
消防版『三四郎』４
（〈文〉那之津マイク 〈挿絵〉綴込み虎次）
●城郭と防災 34
明智光秀と明智藪の築堤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 43 電車
（松﨑俊道）
●守り人 101 人の内心とフロイト
（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 115 謡曲『伯母捨』
（荒木慶司）
●昇任試験実力養成講座 No.643
＝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.148
＝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７月１日～令和２年７月 31 日〉
登載通知＝警防活動時等における消防職員の安全管理の再徹底について（令和２年７月６日付 消
防消第 192 号）／水難救助訓練等に係る安全管理の徹底について（令和２年７月 13 日付 消防消
第 198 号・消防参第 125 号）／予防技術検定の実施に関する公示について（令和２年７月 14 日付
事務連絡）
〔カラーグラビア〕
●令和２年安全功労者内閣総理大臣表彰
●令和２年度安全功労者総務大臣表彰・消防功労者総務大臣表彰（総務省消防庁）
●救急隊長研修、専任山岳救助隊員研修（魚沼市消防本部）
●土砂埋没救助訓練（東大阪市消防局）
●北東北三県消防重機合同訓練（弘前地区消防事務組合消
防本部）
●守口市門真市消防組合救助競技会／令和 2 年度消防救助技術訓練効果測定（伊勢原市消防本部）
●消防・警察山岳遭難想定合同訓練（芳賀地区広域行政事務組合消防本部）
●ロープ高所作業訓練（和歌山市消防局）
●横浜市役所新庁舎消防ヘリコプター離着陸訓練（横浜市消防局）
●新庁舎初の一般開放イベント・Go to the Fire Sta.!! 2020 開催～信頼との出会い 新庁舎に未来
をのせて～（上越地域消防局・上越消防署）
●神戸港での消防艇による定期歓迎放水～ With コロナ時代、みんなに元気を！ 明るさを！～（神
戸市消防局）
〔カラーファイヤートピックス〕
●千葉県内で初の配備 高機能救命ボートの運用開始（野田市消防本部・千葉県）
●消防職員と消防少年団員が作成した「笑顔 汗 情熱」写真展を開催（東京消防庁上野消防署・東
京都）
●ドクターヘリ出動要請事案を想定した搬送シミュレーション訓練を実施
（海老名市消防本部
・
神奈川県）
●救急隊及び消防隊の対応能力向上を目的とした救急技術発表会を開催（大垣消防組合消防本部・岐
阜県）
●はしご車の高所にいるイメージ写真が撮れる「フォトスポット」が誕生（豊田市消防本部・愛知県）
●子どもたちに防火 PR 女性消防士発案のオリジナルグッズ（鳥取県東部広域行政管理組合消防局・
鳥取県）
●迅速かつ的確な活動のために初任教育訓練生水防工法演習を実施（愛媛県消防学校・愛媛県）
●相互の連携強化を図る目的で初動対応にかかる救急研修を実施（宮崎市消防局・宮崎県）

〔ファイヤートピックス〕
●救助艇操船訓練（伊勢崎市消防本部・群馬県）
●震災対応訓練（千葉市消防局・千葉県）
●車内から救出せよ！ 交通救助事案対応研修（柏市消防局・千葉県）
●消防救助技術訓練大会（湖南広域消防局・滋賀県）
●庁舎階段蹴込板を有効活用した火災予防ＰＲ（北上地区消防組合消防本部・岩手県）
●女志貫徹！ 書道ガールズ × 消防女子（比企広域消防本部・埼玉県）
●フェイスシールドで「♯ 7119」（東京消防庁練馬消防署・東京都）
●酷暑対策用ポロシャツを活用した防火防災訓練（東京消防庁深川消防署／深川消防団・東京都）
●「新しい日常」に向けた危険物適正使用の啓発（東京消防庁三鷹消防署・東京都）
●日野消防少年団進級式を実施！（東京消防庁日野消防署・東京都）
●おうちで体験！ 救急講習の動画配信（多治見市消防本部・岐阜県）
●イベント用子供服を導入（可茂消防事務組合消防本部・岐阜県）
●事業者向け！ 消防法違反の広報動画（岡崎市消防本部・愛知県）
●救助工作車の更新（丹波篠山市消防本部・兵庫県）
●安全に楽しく花火をしよう！（宇治市消防本部・京都府）
●姶良市ジュニアリーダー 協働による防災教育（姶良市消防本部・鹿児島県）
●女子学生等向け消防職場体験（枚方寝屋川消防組合消防本部・大阪府）
●公安職合同職業説明会（徳島市消防局・徳島県）
●指揮能力向上研修（埼玉東部消防組合消防局・埼玉県）
●「消防広報」の研修（千葉市消防局・千葉県）
●災害救助犬講習会（市川市消防局・千葉県）
●新しい日常を取り入れた火災調査教養（東京消防庁麻布消防署・東京都）
●大規模自然災害発生時の協定を締結（東京消防庁東村山消防署・東京都）
●若手職員による意見発表会 防火防災訓練の構築に向けて！（東京消防庁三鷹消防署・東京都）
●新庁舎で事務を開始！（東京消防庁多摩消防署・東京都）
●作業所・倉庫を対象に緊急特別査察（熱海市消防本部・静岡県）
●緊急の特別査察（袋井市森町広域行政組合袋井消防本部・静岡県）
●乙訓防火・危険物安全協会と協定を締結（乙訓消防組合消防本部・京都府）
●予防技術資格者認定証を交付（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●火災現場で逃げ遅れた女性の命を救った！（東京消防庁赤坂消防署・東京都）
●危険物保安功労者表彰（東京消防庁小岩消防署・東京都）
●救急協力者に感謝状を贈呈（湖南広域消防局北消防署・滋賀県）
●消防協力者に感謝状（岩国地区消防組合消防本部・山口県）
●一般消防協力者へ感謝状を贈呈（薩摩川内市消防局・鹿児島県）
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https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E8%BF%91%E4
%BB%A3%E6%B6%88%E9%98%B2&searchKeywordFlg=1
&intpr=
●楽天ブックス
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