近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）

院火災から見えた課題（ＮＨＫ解説委員・山﨑

12月号

42

・和歌山市消防局／和歌山県防災航空センター／白浜町消防本部

１月号

16

・横浜市消防局／鎌倉市消防本部 62

２月号

16

３月号

16

■特集・特報・災害特報等
〈新春特別座談会〉

〈全国消防最前線〉

・消防防災の重要課題と消防団120年・自治体消防65周年記念事業に
向けて（岡崎浩巳・消防庁長官／秋本敏文・日本消防協会会長／
北村吉男・全国消防長会会長）

１月号

31

登）

・第６回階段駆け上がりレース東京大会
The STAIR RACE TOKYO 2013 63

〈特集〉東日本大震災の教訓と対策⑨〈最終回〉
・東日本大震災への対応と今後の危機管理等の課題（６）－沖縄県の対

・宮崎市消防局／延岡市消防本部 64

応等を聞く－（GLOBAL ISSUES INSTITUTE代表取締役／日本安全保障
・危機管理学会ワシントン事務所長・吉川圭一）

２月号

66

４月号

16

・北九州市消防局／春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 65 ５月号

16

・ちば消防共同指令センター／千葉北西部消防指令センター 66 ６月号

16

・第39回全国消防親善ラグビー 豊田大会 第11回大阪府下消防親善

〈特集〉東日本大震災から２年①
・東日本大震災から２年に寄せて

総目次

地震・津波等の災害対策を考える

７月号

16

・鳴門市消防本部

８月号

16

〈特集〉東日本大震災から２年②

・埼玉県防災航空隊

９月号

16

・石巻市における復旧・復興の現状と課題（石巻市副市長・笹野健）

・東日本大震災の教訓と危機管理 日本消防、３.11とかく闘えり－東日

〈前編〉（防災アドバイザー・森田武）

３月号

４月号
・東日本大震災から２年に寄せて

ラグビー in Ｊ－ＧＲＥＥＮ堺大会 67
30

76

本大震災当時の消防２トップ対談－（GLOBAL ISSUES INSTITUTE 代表

地震・津波等の災害対策を考える

〈後編〉（防災アドバイザー・森田武）

４月号

取締役／日本安全保障・危機管理学会ワシントン事務所長・吉川圭一）
82

10月号

・石巻市門脇字中浦地区における救助活動（現場活動レポート）（石

員による座談会（編集局）

巻地区広域行政事務組合石巻消防署主幹兼特別救助隊長・阿部義弘）
５月号

５月号

16
16

■消防防災に関する記事

人員輸送・受入訓練（ジェネスプランニング㈱代表取締役工学博士
・三舩康道）

11月号

・2013（第17回）ＪＦＦＷ交流会 IN 仙台市／名取市（編集局）12月号
30

・３.11その時東京では…帰宅困難者対応訓練と水上バスを利用した

・消防法施行令の一部を改正する政令等の概要（消防庁予防課）１月号
37

術政策室）

１月号

・９人の死者を出した中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故・火
災の教訓（編集局）

２月号

１月号
30

52

・石田良文）

・緊急提言――笹子トンネル崩落事故に思う 組織責任は誰に帰納す
るのか？（災害ジャーナリスト・瀬尾理）

３月号
３月号

１月号

66

・平成23年中の石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所にお
56

・笹子トンネル崩落事故における 消防隊の活動記録情報提供（東山
梨消防本部）

62

・防火指導体制の基礎固めで課題を克服しよう（佐世保市東消防署長

〈災害特報〉笹子トンネル内崩落事故②

いて発生した事故の概要（消防庁特殊災害室）

１月号

87

・老人ホーム等の夜間の火災対応について（東京理科大学大学院国際
60

火災科学研究科教授・博士（工学）・小林恭一）

１月号

55

・ガス・石油燃焼機器の火災事故の傾向と事故予防対策について

〈災害特報〉長崎市グループホーム火災①

（（一社）日本ガス石油機器工業会 安全対策委員会委員長）

・長崎市東山手町グループホーム「ベルハウス東山手」火災を考える（編
集局）

４月号

30

修会事業と講師派遣事業～（（公財）札幌市防災協会）
５月号
５月号

消防士タスキリレー（消防士タスキリレー実行委員会）

81

１月号

98

１月号 102

・地域の安全を見守る「火の見櫓」（火の見櫓からまちづくりを考え

・はたしてグループホーム火災事案に責任はないのか？（おがわこう
へい）

97

・東日本大震災を決して忘れない！東日本大震災復興応援支援企画・

・再び繰り返されたグループホーム火災の安全対策について思う（元
佐世保市東消防署長・石田良文）

１月号

・減災社会実現へ向けた新たな取り組み～社会福祉施設等防火実務研

〈災害特報〉長崎市グループホーム火災②

る会・塩見寛）

91

１月号 108

・危機管理産業展2012 テロ対策特殊装備展'12 開催！（編集局）１月号 114

〈災害特報〉淡路島付近を震源とする地震
・教訓を生かすことの重要性を学ぶ（防災アドバイザー・森田武）６月号

30

・平成23年度消防職員委員会運営状況の概要と実現事例等について

90

・住宅用火災警報器の普及と「熟睡」などによる火災死亡の推移（北

（総務省消防庁消防・救急課職員第二係長）

〈創刊50周年企画〉
・災害と法改正でふり返る50年（編集局）

８月号

海道医療大学生命基礎科学講座・西 基）

〈現地調査〉

・平成24年版消防白書の公表（総務省消防庁総務課）

・台風第18号被害から学ぶ台風、豪雨、竜巻などの自然災害対策（編
集局）

11月号

30

２月号
２月号

40

２月号

49

２月号
11月号
11月号

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）３月号

36

ついて（消防庁防災部防災課国民保護運用係長 併テロ対策課長・

40

中嶋仁美）

〈災害特報〉

部参事官補佐・松永陽一）

外科医院火災から学ぶ 福岡市博多区整形外科医院火災（防災アドバイ
12月号

28

理）

12月号
12月号

・平成24年度 補正予算案の概要（編集局）

３月号

65

３月号

81

３月号 108

33

・平成25年度消防庁予算案及び平成24年度消防庁補正予算案の概要

・博多市博多区整形外科医院火災から防火指導を顧みる（元 佐世保
・求められる高齢者に絞り込んだ防火対策 福岡市博多区整形外科医

45

・石油燃焼機器の認証製品等について（（一財）日本燃焼機器検査協会）

・防火・防煙区画、その管理上の問題点－猛煙の拡散、人気施設の
盲点－（常磐会学園大学災害・防災学講師・瀬尾

３月号

・第15回全国消防救助シンポジウムの開催（消防庁国民保護・防災

・【緊急現地ルポ】入院患者８人を含む10人が死亡した 福岡市の整形
ザー・森田 武）

38

・Ｊアラートの全国一斉自動放送等訓練の再訓練と今後の整備に

・福知山市花火大会事故は家庭生活に潜む事故という視点で（元佐
世保市東消防署長・石田良文）

72

・東日本大震災で実証された補強コンクリートブロック造の強さ（ジ

・花火見物になぜ「死」が伴うのか。－屋台店の防火的位置づけ－
理）

36

・津波から人命を守る津波避難マウンド、津波避難シェルター（編集局）

〈災害特報〉京都府福知山市花火大会火災

市東消防署長・石田良文）

46

・消防防災科学技術高度化戦略プラン（2012）の概要（消防庁消防技
・消防排煙に係る特例基準の策定について（東京消防庁予防部予防課）

〈災害特報〉笹子トンネル内崩落事故①

（常磐会学園大学・防災論講師・瀬尾

16

・３.11における東京消防庁作戦室の教訓 東日本大震災当時の作戦室

〈特集〉東日本大震災から２年③

（消防庁総務課理事官・河野太郎）

４月号

36

・平成25年度予算案の概要（編集局）

４月号

43

36
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近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
・特別養護老人ホーム等の２階建て準耐火建築物設置事業に対する標

・小学校における防災教育――墨田区立花吾嬬の森小学校の試み（ジ

準事務処理マニュアルの作成について（全国消防長会予防委員会）
4月号

ェネスプランニング㈱代表取締役 工学博士・三舩康道）

４月号

・国連環境計画が、消防環境ネットワーク関係者に感謝状を贈呈（特

86

・リズムにのって♪ 救命講習を楽しく覚えよう！「やまとなでしこ体

94

・国民保護共同訓練のこれまでの取組と今後（消防庁国民保護運用室）

52

・福祉共済の健康増進事業「消防団員健康セミナー」を実施（㈶ 日本

定非営利活動法人 消防環境ネットワーク）

・危険物の規制に関する規則の一部改正（圧縮水素充てん設備設置給
油取扱所の解説）（消防庁危険物保安室）

４月号

８月号

操」の普及（奈良市消防団 広報指導分団 やまとなでしこ隊）

・ガスコンロを起因とする火災防止に向けたあんしん高度化ガス機
器普及開発研究会の活動（（一社）日本ガス協会 岩田弘樹）

４月号

消防協会）

４月号 130

８月号

５月号

９月号
66

５月号

森 真彦）

９月号

74

ニーズを的確に捉えた消防行政を！（編集局）

９月号

60

井泰弘総括隊長に聞く−（GLOBAL ISSUES INSTITUTE 代表取締役／

５月号

95

日本安全保障・危機管理学会ワシントン事務所長・吉川圭一）

５月号 100

・消防組織力向上に向けた人材育成～若手職員育成研修始動～（豊田

９月号
市消防本部総務課）

市財政局理事（前消防庁消防・救急課課長補佐兼広域化推進専門官
６月号

40
44

隊創設の背景−東京消防庁第九消防方面本部 消防救助機動部隊 石

５月号

・市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部改正について（仙台
兼消防職員専門官）・中垣内隆久）

34

・東日本大震災・福島第一原発での対応と九本ハイパーレスキュー

・藤沢市消防局 誕生～「命を守り災害に強い藤沢」を目指して！～
（編集局）

30

・第65回全国消防長会総会、北九州市で開催社会の動向や地域住民の

基本と応用を学ぶ－自動車安全運転センター安全運転中央研修所に
・平成25年度地方財政計画の概要（編集局）

82

検証の概要、今後の課題（消防庁救急企画室 課長補佐 定岡由典）

・公道では試すことのできない「安全の限界」を体験し、安全運転の
おける研修－（編集局）

９月号

91

・札幌市民防災センターがリニューアルオープン!!（札幌市消防局総
５月号

77

・平成24年度「緊急度判定体系実証検証事業」報告書の公表② 実証

る報告（東京理科大学大学院国際火災科学研究科 教授・小林恭一）

務部総務課）

72

に係る検討会」報告書の概要（消防庁危険物保安室危険物施設係・
88

・バングラデシュの首都ダッカ郊外で発生した縫製工場火災に関す
５月号

67

・「東日本大震災を踏まえた仮貯蔵・仮取扱い等の安全確保のあり方

・沖縄ターミナル株式会社原油漏洩事故の概要と対応状況（消防庁
特殊災害室）

61

・消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について（消防庁予防課）

・高知市朝倉横町で発生した下水道管敷設工事現場事故の対応と検
証（高知市消防局）

８月号
８月号

・東京消防庁の「排水栓活用事業」が東京都職員表彰を受賞（東京
消防庁防災部水利課）

８月号

47

・Ｊアラートを軸とする住民への災害情報伝達体制の構築（消防庁国
民保護・防災部国民保護室長・五味裕一）

総目次

９月号

48
72

・2011年の放火・自殺発生状況と東日本大震災との関係の検討（北海
36

・「平成24年度救急業務のあり方に関する検討会」報告書の公表① 救

道医療大学生命基礎科学講座・西

基）

９月号

・呉市消防局 林国夫氏、逝く（「近代消防」編集子）

81

９月号 107

急業務に携わる職員の教育のあり方について〜 救急業務法制化50年
を迎えるにあたって（消防庁救急企画室 課長補佐・定岡由典）
６月号

・宝塚市役所庁舎放火火災から学ぶ 厳しい対応を迫られることを想
42

・緊急消防援助隊動態情報システムについて（消防庁広域応援室）
６月号

72

・東京・神田の老舗蕎麦店・かんだやぶそば の火災から（ジェネス
プランニング㈱代表取締役／工学博士・三舩康道）

６月号

定した対応策を（編集局）
処理対策官（併）課長補佐・伊藤 要）

６月号

84

６月号

88

・消防法の一部を改正する法律等の運用について（消防庁予防課）７月号

32

・南海トラフ巨大地震被害想定 第一次・第二次報告から考える防災
対策（防災アドバイザー・森田武）

７月号

10月号

10月号

48

・東京国際消防防災展2013

10月号

54

・危機管理産業展（ＲＩＳＣＯＮ ＴＯＫＹＯ）2013

10月号

55

・大船渡津波祈念館の保存に向けて～ブロック碑の建設～（ジェネ
スプランニング㈱代表取締役／工学博士・三舩康道）

38

（消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室課長補佐・鳥枝浩彰）
46

10月号

・消防・救助技術の高度化等検討会中間報告書の概要について（消防
７月号

72

論説委員顧問）逝去
防研究センター

７月号

86

・消防法施行令の一部を改正する政令等の概要（消防庁予防課） ８月号

32

・緊急消防援助隊広域活動拠点に関する調査報告書の概要（消防庁国
８月号

定プロトコルの概要（消防庁救急企画室 課長補佐 定岡由典） ８月号
せ（ ㈶ 人日本消防協会／全国消防長会）

８月号

三舩康道）

11月号

42

て（前 消防庁予防課設備係長・鈴木健志）

11月号

48

・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の整備状況調査の結果につ
42

いて（消防庁国民保護運用室運用係長・浅野泰弘）
・日高市消防団 女性隊「め組」の紙芝居

11月号

86

勇 気 ～命を救った勇気

ある子供達～（日高市消防団）

56

11月号

74

・自治体における「全国多文化共生への取り組み調査」－在住外国

・消防職員委員会――東京消防庁の累計意見数は１万件を突破（東京
消防庁）

ェネスプランニング㈱代表取締役／工学博士

37

入場者の募集のお知ら
８月号

10月号 127

・平成25年９月２日、埼玉県さいたま市で発生した竜巻について（ジ
・「認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会報告書」につい

・平成24年度「緊急度判定体系実証検証事業」報告書の公表① 緊急度判
・消防団120年・自治体消防65周年記念大会

10月号 120

・第61回全国消防技術者会議の開催について（ご案内） 消防庁 消

に関する結果報告書（最終報告）の概要（消防庁国民保護運用室

民保護・防災部防災課広域応援室）

87

・災害心理学の提唱者 安倍北夫氏（東京外国語大学名誉教授、本誌

・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の全国一斉自動放送等訓練
運用係長・浅野泰弘）

83

・地方公共団体における災害情報伝達手段の多重化・多様化について①

～救急業務法制化50年を迎えるにあたって（消防庁救急企画室

庁国民保護・防災部参事官付／消防庁予防課特殊災害室）

77

重化・多様化－（前 消防庁国民保護・防災部国民保護室・中野賀枝子）
10月号

急業務の高度化、消防と医療の連携、応急手当の普及促進について
７月号

10月号

・「災害情報の伝達に関する協定」の締結－Ｊアラート情報の伝達の多

・「平成24年度救急業務のあり方に関する検討会」報告書の公表②救

課長補佐・定岡由典）

39

様化する災害等への消防の広域的な対応のあり方について」の概要
（前 消防庁総務課課長補佐・信夫秀紀）

・北九州市立大学 環境・消防技術開発センター長に聞く 産官学の連
携による消防に関する研究活動（編集局）

32

・第26次消防審議会答申 「東日本大震災をはじめとした大規模・多
77

・津波避難対策推進マニュアル検討会報告書について（消防庁国民保
護・防災部防災課震災対策専門官・中道一義）

10月号

・ホテル火災対策検討部会最終報告書について（消防庁予防課違反

58

人に対する防災対策−（前編）（㈱ラーンズ）
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11月号

81

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
・鉄筋コンクリート構造による木造建築～都市における木造建築の

定して～

あり方の一考察～（ジェネスプランニング㈱代表取締役／工学博士
・三舩康道）

11月号

90

・石油燃焼機器の事故事例と事故防止への取組み①（（一社）日本ガス石油
機器工業会 石油安全啓発ＷＧリーダー・渡辺美幸）

11月号

９月号

28

・新たな自然災害と言うべき熱中症～かつてとは違う夏の暑さ～10月号

30

・異常気象の夏～地球温暖化対策を進めよう～

11月号

28

・低頻度の巨大地震にどう立ち向かう～高知県黒潮町の挑戦～

12月号

26

24

54

・前相馬地方広域消防本部次長 高野 孝一氏、飯舘村村議選でトッ
プ当選！

総目次

■東西南北

消防団訪問レポート（編集局）

11月号

52

・広川町消防団 46

１月号

・前日本消防協会会長 高木 繁光氏 逝去

11月号

93

・横浜市西消防団 47

２月号

24

・第13回危険物事故防止対策論文募集（危険物保安技術協会）

11月号

79

・佐久市消防団 48

３月号

24

・平成25年・2013年台風第26号災害から学ぶ防災対策（編集局）12月号

44

・宮崎市消防団 49

４月号

24

・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
（消防庁危険物保安室・熊澤伸哲）

・北九州市洞海湾消防団／北九州市門司消防団 50

５月号

24

・松戸市消防団 51

６月号

24

12月号

54

・川崎市高津消防団 52

７月号

26

・ご案内 第22回全国救急隊員シンポジウム（（一財）救急振興財団） 12月号

65

・鳴門市消防団 53

８月号

23

・入間市消防団 54

９月号

23

・八王子市消防団 55

10月号

26

・危険物施設における実火災を想定した消火訓練（危険物施設総合研
修訓練）について（危険物保安技術協会 事故防止調査研修センター）
12月号

66

・ヘルプネットがＩＴＳ世界会議東京2013の展示会出展（編集局）12月号

70

・平成26年度消防庁予算概算要求について（消防庁総務課理事官・勝
目 康）

12月号

81

・違反処理に関する基本的諸問題について（前篇）（消防大学校客員
教授・関 東一）
・救急業務法制化50周年に寄せて 杏林大学教授

■Fire Academy Series（編集局）
・石川県消防学校の巻 61

１月号 124

・和歌山県消防学校の巻 62

２月号

76

・宮崎県消防学校の巻 63

５月号

44

12月号

86

・千葉市消防学校の巻 64

８月号

86

12月号

91

・徳島県消防学校の巻 65

９月号

86

96

■国際消防防災事情

橋本雄太郎

・自治体における「全国多文化共生への取り組み調査」－在住外国人
に対する防災対策 −（後編）（㈱ラーンズ）

12月号

・告知 第７回階段駆け上がりレース／ステアーレース2014大阪大会
平成26年３月22日㈯ 、開催へ！

・東日本大震災からの地域再生（アジア防災センター・遅野井貴子）27

12月号 105

・石油燃焼機器の事故事例と事故防止への取組み②（（一社）日本ガス石
油機器工業会 石油機器業務委員長・髙﨑保行）

12月号

１月号

64

・国際消防防災フォーラムの開催（総務省消防庁国民保護・防災部参
121

事官付国際協力係長・永野伸治）28

２月号 118

・第３回国連防災世界会議の日本開催が決定（内閣府（防災担当）

〔連

付参事官（普及啓発・連携担当）付 国際防災協力専門官・

載〕

大江伸一郎）29

■社説・消防評論
・電車事故発生時の円滑な救助・救急活動について

３月号

１月号

26

・消防・救助技術の高度化に係る欧米現地調査について～ドイツ・ス

・学問体系を有するトリアージ学を構築する時期が到来している２月号

26

ウェーデンにおけるＮＢＣ災害活動体制～（消防庁国民保護・防災部

・防災対策の重要な柱としての防災教育のさらなる取組を

３月号

26

参事官付国際緊急援助係長併任救助係長・小宮充豊）30

４月号

26

・長崎のグループホームの火災と居室待避型避難

５月号

26

・新しい津波警報を避難に生かす

６月号

26

・世界遺産・富士の火山防災

７月号

28

・科学に全幅の信頼を置くことの危険性

８月号

26

・新技術に対応出来る消防対策

９月号

26

・今一度、ソフトに重きを置いた火災予防の視点の見直しを－長
崎市グループホーム火災を機に－

名執潔）31

５月号 112

・国際復興フォーラム2013を開催（内閣府政策統括官（防災担当）付参事
官（普及啓発・連携担当）付国際防災協力専門官・大江伸一郎）32 ６月号 116
・日中協力地震緊急救援能力 強化計画プロジェクトについて（消防
庁国民保護・防災部参事官付国際協力係長・永野伸治）33

７月号

28

・増え続ける消防救急の質の維持・向上策を考える

11月号

26

・消防団員の安全確保と消防団活動の充実に向けて

12月号

24

国際防災協力専門官・大江伸一郎）34

８月号 120

・国際復興支援プラットフォームの活動と東日本大震災への対応につ
いて（国際復興支援プラットフォーム 上席復興専門官・河内紳吾）35
９月号

・消防団と自主防災組織を活性化させるために～消防庁のシンポジウ

ービス等の活用について（消防庁国民保護・防災部防災課防災情報室

１月号

28

２月号

28

・ＡＰＥＣにおける域内防災協力について（内閣府政策統括官（防災

・災害時の携帯電話～東日本大震災の利用実態からみえること～ ３月号

28

担当）付参事官（普及啓発・連携担当）付 国際防災協力専門官・

28

・アジア防災センターの中央アジア諸国との防災協力推進（アジア防

課長補佐・鳥枝浩彰）36

・繰り返されたグループホーム火災～求められる防火対策の徹底～
４月号

大江伸一郎）37

・避難を中心に地域の復興を目指す～東日本大震災から２年の被災地～
・経済被害想定をどう読むか～南海トラフ巨大地震～

84

・米国及び韓国で災害時におけるソーシャル・ネットワーキング・サ

■時の視点（ＮＨＫ解説員・山﨑登）

・深層崩壊に備える～気候が変わり、災害が変わる～

76

・「第４回防災グローバル・プラットフォーム会合」出席報告（内閣
府政策統括官（防災担当）付参事官（普及啓発・連携担当）付

10月号

ムにみる現状と課題～

65

・アジア防災会議2013の開催について（アジア防災センター 所長・

・最近のガソリンやアルコール等の事件・火災に思うもっとガソリン
等の危険物火災対策を

４月号

78

災センター 研究員・吉田真紀）38

５月号

28

６月号

28

・津波災害用の消防自動車を開発中～東日本大震災の教訓を生かす～
７月号

30

・南海トラフ巨大地震対策 今後の課題～まとまった政府の検討会報～
８月号

28

10月号

11月号

73

96

12月号 100

■将来の防火・防災を担う人材の育成を目指して（札幌市消防局予防部予防課）
・各世代区分ごとの取組内容②（小学生後期における取組）３

１月号

・体験型出前授業「教えて！ファイヤーマン」４

３月号

68

・中学生期における取組 ５

４月号

68

・防火・防災ＤＶＤの概要／制作の方針 等 ６（最終回））

５月号

72

・洪水の避難は状況に応じて柔軟に～避難計画は堤防の決壊まで想
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62

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
■「市民力」
「地域力」とともに広げる救命の輪（豊中市消防本部救急救命課）

総目次

・模型自動車の充電池を充電中に出火した火災事例（東京消防庁）11
11月号

市民・事業者・医療機関・消防 全ての総合力で「救命できるまちづくり」
・１

66

・車両の前照灯（ハロゲンバルブ）の取り付け不良による出火事例

を目指して（新連載）
応急手当普及啓発活動の敬意／応急手当普及啓発活動／更なる心

（名古屋市消防局）12

12月号

71

肺蘇生普及に向けてマストレーニングプログラムの導入と客観的検証
６月号
・２

るアンケート／受託した児童が救命に係わった事例
・３

66

ジュニア九名サポーター事業／講習実施体制／受講児童に対す
７月号

■救急活動事例研究〈新連載〉
・胸骨圧迫による循環維持の効果を再認識した２症例（金沢市消防局

66

「市民救命サポーター制度」について／「市民サポーター・ス

・鴻野一成）

テーション」とは／「市民サポーター・ほーむ」とは／今後の取組

ら～（大田市消防本部西部消防署・奈義良 誠）

８月号

75

・４

応急手当指導員／応急手当普及員

９月号

66

・５

救急隊員教育の取組①豊能ＰＣＥＣ／ＰＳＬＳコース

10月号

71

・６

救急隊員教育の取組②プレホスピタルセミナー

11月号

72

・７

指令室の勤務環境について／「１１９救命サポートチーム」

発足の経緯／「１１９救命サポートチーム」の活動〈最終回〉12月号

７月号

81

・ルーカス（自動式心マッサージ器）は有効か？～地方の救急現場か
７月号

83

・心原生が疑われる５歳男児のＣＰＡ事案で、除細動を含む一次救命
処置が奏功した症例（京都市消防局右京消防署・森田

猛）

８月号 102

・多形性心室頻拍（トルサドポアン）に遭遇した症例（堺市消防局北
消防署・中川直也）

８月号 102

・アナフィラキシーが原因として最も疑われたＣＰＡ傷病者が社会復
78

帰に至った症例（名張市消防本部・西田勝太）

９月号

92

・倉敷プレホスピタル脳卒中スケール（ＫＰＳＳ）を使用した救急搬
送事例（倉敷市消防局・加地尚棋）

■考えながら学ぶ違反処理法学（違反処理研究会）

９月号

・08（Ｑ59～Ｑ67）

１月号

96

・09（Ｑ68～Ｑ76）

２月号 106

・自然災害により倒壊した家屋の下敷きになった傷病者を医師との

・10（Ｑ77～Ｑ85）

３月号

92

・11（Ｑ86～Ｑ110）

４月号 106

連携によりクラッシュシンドローム（挫滅症候群）によるＣＰＡ

・12（Ｑ86～Ｑ102） ５月号 106

・13（Ｑ103～Ｑ109） ６月号

95

・14（Ｑ110～Ｑ105）７月号 106

・15（Ｑ117～Ｑ125） ８月号 108

・16（Ｑ126～Ｑ132）９月号 108

・17（Ｑ133～Ｑ139） 10月号 108

・18（Ｑ140～Ｑ147）11月号 108

・19（Ｑ148～Ｑ154） 12月号 111

92

から救命しえた症例（阿蘇広域行政事務組合消防本部・中村定和）
10月号

92

・鹿児島県キーワード方式によるＤｒヘリ運用で救命された症例（大
隅肝属地区消防組合消防本部・小平末春）

10月号

92

・けいれん、意識障害を呈する傷病者が診断の結果、低血糖であった
症例（川崎市消防局・松長宏次）

■消防・防災雑感〈新連載〉（久保信保）
・消防庁長官としての体験を中心に１（東日本大震災の特徴）

４月号

55

・消防庁長官としての体験を中心に２（大津波とそれへの対応）５月号

48

・消防庁長官としての体験を中心に３（東日本大震災における地元消
防の活動）

６月号
７月号

９月号

11月号

99

12月号 103

■防災人を訪ねて（編集局）
64

・高知県黒潮町長 大西勝也 19

１月号 128

・高知県土佐市箕町岬浦区長 20

２月号

80

・和歌山県串本町長 田嶋勝正 氏 21

４月号

50

・東京大学名誉教授 田村昌三 氏 22

７月号 112

64

・ひょうご震災記念21世紀研究機構副理事長 室㟢 益輝 氏 23

８月号

64

■災害史探訪（防災情報機構会長・伊藤和明）

49

・消防庁長官としての体験を中心に５（福島第一原発事故への消防
の出動）

99

64

・消防庁長官としての体験を中心に４（緊急消防援助隊の課題）
８月号

本部・貝原哲司）
・遠隔地で発生した重症救急事案（岡山市消防局・畑 裕一）

・消防庁長官としての体験を中心に４（東日本大震災と緊急消防援
助隊）

11月号

・緊急性の高い重症傷病者を複数、早期に搬送した症例（総社市消防

84

・消防庁長官としての体験を中心に６（原発事故への消防の出動を
巡る問題）

10月号

・北丹後地震 61

１月号 130

・北伊豆地震と丹那断層 62

２月号

・３連動だった白鳳大地震 63

３月号 104

・昭和三陸地震津波から80年 64

４月号 124

・隕石落下の衝撃 65

５月号 122

■特異火災原因事例シリーズ〈新連載〉

・奥尻島大津波から20年 66

６月号 114

・雨漏りによる照明器具から出火したと推定される火災（相馬地方広

・関東大震災90年（その１）相模トラフ巨大地震 67

７月号 116

・消防庁長官としての体験を中心に７（住民への情報伝達体制の充
実強化）

11月号

64

・消防庁長官としての体験を中心に８（消防救急無線のデジタル化）
12月号

56

82

１月号

90

・関東大震災90年（その２）猛火がまちを包んだ 68

８月号 118

・電気フライヤー火災の原因調査について（所沢市消防本部）２ ２月号

56

・関東大震災90年（その３）大津波と山崩れ 69

９月号 120

域消防本部）１

・加熱式加湿器から出火した火災の原因調査について（名取市消防本
部）３

３月号

71

・無人のビニールハウス内で発生した「収れん」による火災事例（相
馬地方広域消防本部）４

４月号
５月号

10月号 108

・鳥取大震災 71

11月号 126

・森繁久弥が体験した南海地震津波 72

12月号 124

72
■防災視点

・石油ストーブの吹き返し現象による出火事例について（北九州市消
防局）５

・関東大震災90年（その４）流言が招いた混乱 70

・米大統領とハリケーン「サンディ」～無視出来ぬ脆弱インフラそし

68

・笹子トンネル天井板落下～守られなかった危機管理の鉄則～86

68

・70円で海外旅行!?～知られざるジョホール水道国境線～87〈最終回〉

て「月」～85

・店舗内の壁体に埋め込みされた白熱灯専用調光器の火災事例（磐田
市消防本部）６

６月号

世相横断（東尾正）

76

２月号

・携帯電話の電池パックからの出火事例（神戸市消防局長田消防署）７
７月号

３月号

・洗面化粧台の配線が結露により出火に至った事例（千葉市消防局）８
８月号
局）９

84
97

68

・海上コンテナ内で発生した燃料用木材チップ自然発火（横浜市消防
・船舶ガス爆発火災（大阪市消防局）10

１月号 121

■安全・安心の窓（防災子）

９月号

68

・
「偏る社会認識」に潜むリスク １

４月号 125

10月号

66

・言葉から入る危険の壁 ２

５月号 123
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・対馬にみる国境の脆弱性 ３

６月号 126

・危険への接近、その代償

９月号 107

４

・リスク許容度をめぐる混乱

５

10月号 127

・“都市目線”の弊害 ６
・机上計算と現実の危機

・第５章・行政事件訴訟法（第２
・第５章・行政事件訴訟法（第３

その他の抗告訴訟）11

（１・無効等確認の訴え（無効等確認訴訟）／２・一審

12月号 123

における判決理由の要旨）
・第５章・行政事件訴訟法（第３

６月号 108

その他の抗告訴訟）12

（３・その他の抗告訴訟／４・差止めの訴え（差止訴訟））

■東日本大震災後の東京消防庁の水利整備（東京消防庁防災部水利課）
・住民に身近な消防水利として排水栓と親子蓋〈最終回〉 ４

取消訴訟）10

（11・取消訴訟に関する裁判例（消防に関するもの））５月号 114

11月号 125
７

総目次

１月号 122

７月号 106
・第５章・行政事件訴訟法（第３

その他の抗告訴訟）13

（５・義務付け訴訟および差止め訴訟における仮の救済

■今さら聞けない資機材の使い方〈新連載〉
・三連はしご（留萌地区消防組合留萌消防署・山内正彦）１

３月号

・気管挿管と枕（紋別地区消防組合雄武支署・阿波祐介）２

４月号 111

84

としての仮の義務付けと仮の差止め）
・第６章・行政手続法（第１

・スクープストレッチャー（留萌地区消防組合消防署・千種将志）３

（１・行政手続法の制定趣旨／２・行政手続法上の基本

６月号 104
・胸骨圧迫（紋別地区消防組合消防署雄武支署・吉田琢哉）４

７月号

・感染防止資器材（留萌消防組合消防署・網谷早翔）５

92

８月号 113

的用語／３・行政不服審査方等との関係）
・第６章・行政手続法（第１

・ロールグリス（太田市消防本部大田消防署・武田貴文）７

・行政手続法（第２

申請に対する処分）

９月号 102

（１・震災基準の設定・公表（第５条）／２・標準処理

10月号 104

期間の設定・公表（第６条）／３・申請に対する震災・

・ビデオ硬性挿管用喉頭鏡（北留萌消防組合消防署・吉崎智久）８
・救急情報ネックレス（鈴鹿市消防本部・清水 浩）９

９月号 106

総説）14

（４・行政手続法の適用除外）

・高度救助隊における救急救命士の役割（鳥取県西部広域行政管理組
合消防局・西村貞彦）６

９月号 106

総説）13

応答義務（第７条）／４・理由の掲示（第８条）／５・

11月号 104

情報の提供（第９条）／６・公聴会の開催等（第10条）

12月号 106

／７・複数の行政庁が関与する処分（第11条）／８・消
防法令上の申請に対する処分
・行政手続法（第３

■傷病者とのコミュニケーション
・高齢者（講師／釧路東部消防組合浜中消防署・谷口裕俊）４

１月号 132

・認知症老人（講師／釧路北部消防事務組合鶴居消防署・高田勝也）５
２月号

条）／３・不利益処分をしようとする場合の手続（第13条）
86

・交通事故現場でのコミュニケーション（講師／釧路東部消防組合釧
路消防署・岡本篤朗）６

３月号

／４・不利益処分の理由の掲示（第14条））
・第６章・行政手続法（第４

88

・行政手続法（第５

４月号 114

履行とその効果／４・行政手続法の適用を受ける消防法

５月号 101

令上の届出）

・外傷傷病者とのコミュニケーション（講師／釧路東部消防組合釧路
６月号

・行政手続法（第６
98

７月号

命令策定手続）

（１・命令等を定める場合の一般原則／２・意見公募手

・心肺停止症例（通信指令員）（講師／釧路市消防本部通信指令課・
星野香織）10

届出）

（１・届出の意義／２・届出の取扱い／３・届出義務の

・トリアージ事例（講師／池北三町行政事務組合足寄消防署・工藤健太）８

消防署・水澤俊介）９

続／３・意見公募手続の特例／４・意見公募手続の周知
94

等と提出意見の考慮／５・結果の公示等／６・公示の方法）

・口頭指導（蘇生以外）（根室北部消防事務組合別海消防署・山田勝
人）11
・事例集（根室市消防本部・鈴木勇二）12〈最終回〉

10月号 114

聴聞・弁明手続の概要）15〈最終回〉

（１・聴聞手続／２・弁明手続の通知）

・集団災害時のコミュニケーション（講師／富良野広域連合富良野消
防署占冠支署・赤平正淑）７

非利益処分）

（１・不利益処分の意義／２・処分基準の設定・公表（第12

11月号 113

９月号

98

10月号

98

■数字で見る消防防災

■ＦＭ放送局列島めぐり（堂本嘉巳）
・㈱ラジオこまつ 61

１月号 170

・㈱ＦＭ佐久平 62

２月号 126

・消防に関する特別世論調査（平成24年10月）44

１月号 184

・室蘭まちづくり放送㈱（ＦＭびゅー） 63

３月号 106

・防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果 45

３月号 125

・被災地で活躍するＦＭラジオ放送局 64

７月号 114

・㈱エフエムゆーとぴあ 65

８月号

・燕三条エフエム放送㈱ 66

９月号 131

・えふえむ花巻㈱ 67

11月号

・㈱プラザＦＭ 68

12月号 127

・認知症高齢者グループホームに係るフォローアップ調査の状況 46
７月号 119
■消防官のための行政争訟法入門（消防大学校客員教授・関 東一）〈テスト

81
53

問題付〉
・第５章・行政事件訴訟法６

■気象災害から学ぶ（ 青山学院大学非常勤講師・気象予報士・ 元東京航

（１・行政事件訴訟の意義と特色／２・行政事件訴訟と司
法審査の限界）

空地方気象台長・饒村曜）

１月号 148

・スーパー台風 49

１月号

・飛行機雲 50

２月号

55

（１・取消訴訟と不服申立てとの関係／２・処分取消訴

・鉄道気象通報 51

３月号

77

訟と裁決取消訴訟との関係／３・被告適格／４・出訴期間

・雨雪判別 52

４月号

63

／５・取消訴訟の訴訟要件）

・ＰＭ2.5と大気汚染気象予測モデル 53

５月号

71

・ワシからハトへ（台風の名前）54

６月号

75

・第５章・行政事件訴訟法（第２

・第５章・行政事件訴訟法（第２

取消訴訟）７

２月号 102

取消訴訟）８

（６・取消訴訟における教示制度／７・取消訴訟の審理／
８・取消訴訟の終了）
・第５章・行政事件訴訟法（第２

３月号
取消訴訟）９

（９・取消訴訟と執行停止制度／10
閣総理大臣の異議）

98

執行停止に対する内
４月号 100

96

・積乱雲は下層雲 55

７月号

79

・「暑さ指数」と「黒球温度計」56

８月号

59

・「特別警報」57

９月号

76

・異常天候早期警戒情報 58

11月号

78

・伊豆大島に大災害をもたらした平成25年の大型で強い台風第26号 59
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12月号

総目次

76
■ファイヤーダイアリー2013
・自動火災報知設備の受信機や非常放送設備の操作部前の有効な空間

■私のページ（北海道教育大学〈札幌キャンパス〉准教授・佐々木貴子）
・64（ＮＨＫ「どーもくんとみんなの防災劇場 in 釧路」）

１月号 171

（上萬治己）27

１月号 166

・65（地域防災スクール・北海道滝川市立江部乙中学校）

２月号 127

・消防は…（S.Y）27

１月号 167

・66（教育の基礎）

３月号 115

・Borderless Fire Fighters －

・67（第２回災害時トイレ衛生管理講習会～水洗トイレが使えな
くなった時の健康と衛生対策を学ぶ～）

３・11メモリアルＴシャツとメモリアルバングルで東日本大震災消
４月号 124

防殉職者遺児育英奨学金基金を支援（日本警察消防スポーツ連盟）27

・68（第２回災害時トイレ衛生管理講習会～水洗トイレが使えな
くなった時の健康と衛生対策を学ぶ～）

１月号 168
６月号

97

７月号

45

・69（災害時のトイレ／ＮＰＯ法人阪神高齢者・障害者支援ネッ
トワーク理事長・黒田裕子）

・東日本大震災被災地を訪問（９１１家族会）27

１月号 169

・喧嘩をしましたか（上萬治己）28

２月号 122

・Borderless Fire Fighters －

・70（自主防災組織）

８月号

91

３・11メモリアルＴシャツとメモリアルバングルで東日本大震災消

・71（津波注意表示／東日本大震災 旭市飯岡津波被災の碑）

９月号

94

防殉職者遺児育英奨学金基金を支援（日本警察消防スポーツ連盟）28

・72（防災教育充実支援事業）

12月号 130

２月号 124
・日常業務での疑問（上萬治己）29

■元気が出てくる心の詩（㈱組織デザイン代表取締役・経営コンサルタント・松﨑俊道）

３月号 122

・消防用設備等に係る届出等に関する運用について（通知）（平成９

・つながる 55

１月号 172

年12月５日 消防予第192号）（上萬治己）／救急コミュニケーショ

・スッキリしたい！ 56

３月号 107

ンボード（会話ノート）について（熊本市消防局）／第６回階段駆
け上がりレース東京大会 総合順位（日本警察消防スポーツ連盟）30
４月号 129

■その気持ち、伝わってる？（経営コンサルタント・ビジネス詩人・松﨑俊道）〈新連載〉
・母を託した白い車
・慢心は誰にでも

１
２

・いい仕事、いい人生

３

・幸せの３Ｓ ４

５月号

41

・消防ポンプの運用について（上萬治己）31

７月号

44

・東日本大震災殉職者遺児育英奨学基金への支援合計42万1,000円を手

９月号

54

渡しました（日本警察消防スポーツ連盟大阪支部）31

５月号 128

11月号

98

・地下式消火栓からの給水要領について（上萬治己）32

６月号 124

・消火活動上必要な施設（連結送水管設備）（上萬治己）33

７月号 125

■ファイヤーファイターに贈る接遇道（㈱エンパワー21代表取締役・能勢みゆき）

５月号 128

・2013（第17回）ＪＦＦＷ交流会－震災を学ぶ 東日本大震災を振り

・あなたを幸せにする接遇 23

２月号 128

・相手のやる気を引き出すコミュニケーション 24

４月号

64

・予防は身を助ける（上萬治己）34

９月号 128

・仕事をする際の心の持ち方 25

６月号

83

・予防は身を助ける（その２）（上萬治己）35

10月号 124

・建設的なコミュニケーション 26

８月号

60

（上萬治己）36 11月号 124
・消防法施行令 第25条 ＶＳ 第29条の４（その２）

・迷わない、迷わせない緊急時の行動 27

10月号

82

・正しくおそれる（上萬治己）37

・鉄は熱いうちに打て 28

12月号 102

返って！－（ＪＦＦＷ交流会事務局）33

７月号 126

12月号 122

■最近の災害
■守り人（文・吉田敏治／イラスト・葛窪真紀子）

・平成24（2012）年10月

１月号 165

・平成24（2013）年11月

２月号 140

・制度による拡張分野 近代法とナポレオン ９

１月号 147

・平成24（2012）年12月

３月号 140

・平成24（2013）年１月

４月号 141

・技術による維持分野 食糧安定と青木昆陽 10

２月号 108

・平成25（2013）年２月

５月号 129

・平成24（2013）年３月

６月号 127

・文化の拡張分野 体操普及と江木理一 11

３月号 114

・平成25（2013）年４月

７月号 128

・平成24（2013）年５月

８月号 129

・制度による維持分野 年少者保護とオウエン 12

４月号

62

・平成25（2013）年６月

９月号 127

・平成24（2013）年７月

10月号 128

・技術による拡張分野 都市空間と後藤新平 13

５月号

42

・平成25（2013）年８月

11月号 128

・平成24（2013）年９月

12月号 128

・文化の維持分野 象形文字と羅振玉 14

６月号 133

・制度による拡張分野 海洋自由とグロティウス 15

７月号 111

■赤色灯（三代目

・技術による維持分野 予防医学と北里柴三郎 16

８月号 133

・ぐらぐらぐらっ！61 １月号 174

・死屍累々か！62

２月号 130

・文化による拡張分野 高等教育とプラトン 17

９月号

・うそ、ホント？63

３月号 121

・なんでも降ってくる！64

４月号 132

・制度による維持分野 雇用安定とケインズ 18

10月号 136

・復旧復興の？65

５月号 125

・落ち着きなはれ 66

６月号 132

・技術による拡張分野 河川交通と角倉了以 19

11月号 130

・口に戸を立てる 67 ７月号 125

・付きとすっぽん 68

８月号 132

・文化の維持分野 彫刻美術と高村光雲 20

12月号 126

・どうした？ ガキども。69

53

■バオバブ、闘志の木
マダガスカル消防防災体制構築を目指したレスキュー隊長の記録

辺里鼓舞太）

９月号 134

・地震も気象のひとつ？ 70

10月号 129

・７年のちのハナシか！ 71

11月号 129

・本気で守ってる？ 72

12月号 129

〈今役立つ消防キーワード国際編第２部・改題〉（緑川久雄）
・ゆり 17

１月号 160

・干し柿 18

２月号 116

■歯医者さんが教える歯と口腔の健康管理（監修／歯学博士・鹿島健司）

・火災 19

３月号 116

・準備 20

４月号 118

・お口の健康－歯科ドッグ 20

１月号 153

・スーパー銭湯 21

６月号 118

・豊作 22

７月号 120

・唾液パワーで健康生活！ 21

２月号

61

・到着 23

８月号 124

・成功 24

９月号 122

・全身に影響する“歯ぎしり”にはご注意を 22

３月号

80

・出発 25

10月号 119

９月号 116

・“くいしばり”や“噛みしめ癖”にも注意してください 23

５月号

80

・失った歯を放置すると… 24

６月号

76

■シリーズ・世界へ！

・義歯（入れ歯）について 25

７月号

78

・東京とウィーン－22年ぶりの友と再会－オーストリア・ウィーンの

・義歯のお手入れについて 26

８月号 122

・誤嚥性肺炎と口腔ケア 27

９月号

・ベルーマ〈最終回〉 26

消防を訪ねて（前篇）11 （加藤孝一）

１月号 154

・東京とウィーン－22年ぶりの友と再会－オーストリア・ウィーンの
消防を訪ねて（後篇）12 （加藤孝一）

２月号 110

79

・口腔ケアの徹底には…補助的清掃器具を使いましょう！ 28

11月号

71

・口腔ケア〜 寝たきりになってしまうと… 29

12月号

80
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総目次

要領における人的被害の把握に係る運用の一部改正について（通
■日本のこころ能のおはなし（荒木慶司）

知）（平成25年３月29日

・謡曲「船弁慶」より 25 １月号 173 ・謡曲「草紙洗小町」より 26 ５月号 129

認定業務の追加について（平成25年４月１日

・謡曲「隅田川」より 27 ３月号 126 ・謡曲「田村」より 28 ５月号 129

認定機関が認定をした消防用設備等又はこれらの部分である機械

・謡曲「西行桜」より 29 ７月号 129

・謡曲「海人」より 30 ８月号 142

器具に付する表示の一部変更について（通知）（平成25年４月１日

・謡曲「天鼓」より 31

・謡曲「邯鄲」より 32 11月号 142

９月号 142

消防応第14号）／登録認定機関における
事務連絡）／登録

消防予第126号）

７月号 129

〈平成25年５⽉２⽇∼平成25年５⽉28⽇〉

・謡曲「自然居士」より 33 12月号 142

登載通知＝梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（平
成25年５月14日 中防消第８号）

■新商品紹介コーナー

８月号 130

〈平成25年６⽉10⽇∼平成25年６⽉28⽇〉

・５分で設置可能な、簡易型止水シート「止めピタ」を販売（文
４月号

53

登載通知＝多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建

・消防救急デジタル無線受令機「DJ-XF7」を販売（アルインコ㈱） ４月号

化シャッター㈱）

53

築基準法違反の疑いのある建築物における建築部局との連携につ

・消防用ハンディタイプ赤外線サーマルカメラを発売（フリアー
システムズジャパン㈱）

いて（平成25年６月10日 消防危第230号）／台所等における住警
５月号

43

５月号

43

器等の設置 及び維 持の指 導要 領並びに 定温 式住宅 用防災 警報器

・化学発光技術を応用した「防災用簡易ライト」３種を発売（㈱
ルミカ）

の設 置及び維持に係るガイドラインについて（平成25年６月26日
消防予第257号）

９月号 132

〈平成25年７⽉１⽇∼平成25年７⽉26⽇〉
登載通知＝消火器用消火薬剤等の個別検定の手数料の額等を定め

■昇任試験実力養成講座－解説付－
・№550 １月号 190

・№551 ２月号 143

・№552 ３月号 142

る件の一部を改正する件等の公布について（通知）（平成25年７月

・№553 ４月号 143

・№554 ５月号 143

・№555 ６月号 143

２日 消防予第266号）／「危険物の規制に関する政令別表第一及び

・№556 ７月号 143

・№557 ８月号 143

・№558 ９月号 143

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

・№559 10月号 142

・№560 11月号 143

・№561 12月号 143

一部を改正する省令の公布について（通知）
（平成25年７月４日消防
危第107号）／消防用設備等の試験基準及び点検要領の一部改正に
ついて（平成25年７月25日 消防予第297号）／「屋内消火栓設備の

■予防技術検定模擬テスト－解説付－
・№55

１月号 198

・№56

２月号 151

・№57

３月号 150

・№58

４月号 151

・№59

５月号 151

・№60

６月号 150

・№61

７月号 150

・№62

８月号 150

・№63

９月号 150

・№64

10月号 150

・№65

11月号 151

・№66

12月号 150

屋内消火栓等の基準」の改正に伴う過去の通知の取扱いについて
（平成25年７月25日

消防予第298号）

10月号 138

〈平成25年８⽉１⽇∼平成25年８⽉30⽇〉
登載通知＝「水防法及び河川法の一部改正する法律」の一部施行
に伴う自衛水防組織と自衛消防組織との関連等について（平成25年

■最近の主な通知

８月１日 事務連絡）／多数の観客等が参加する行事に対する火災

〈平成24年10⽉２⽇∼平成24年10⽉29⽇〉

予防指導等の徹底について（平成25年８月19日 消防予第321号・消
防危第155号）／危険物規制事務に関する執務資料の送付について

登載通知＝石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制

（平成25年８月23日

について（通知）（平成24年10月23日 消防特第209号・24高圧第７
（平成24年10月29日 事務連絡）

消防危第156号）

11月号 140

〈平成25年９⽉５⽇∼平成25年９⽉９⽇〉

号）／石油ストーブなどの安全な取扱いに関する広報等について

登載通知＝住宅用防災警報器の不具合に関する注意喚起について

１月号 187

〈平成24年11⽉５⽇∼平成24年11⽉26⽇〉

（平成25年９月９日

消防予第353号）

12月号 141

登載通知＝登録認定機関における蓄電池設備認定業務の追加について
（平成24年11月26日 事務連絡）

２月号 141

〈平成24年12⽉10⽇∼平成24年12⽉28⽇〉

■消防防災の動向
・平成24年秋の消防関係叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）

登載通知＝危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布

１月号

71

・第19回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式を開催（総務省消防庁）

について（通知）（平成24年12月18日 消防危第255号）／「圧縮水

１月号

71

１月号

71

素充てん設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針に

・平成24年秋の消防関係褒章伝達式を開催（総務省消防庁）

ついて」等の一部改正について（平成24年12月18日 消防危第263号）

・平成24年度消防設備関係功労者等表彰式を開催（総務省消防庁／㈶
日本消防設備安全センター）

４月号 138
〈平成25年１⽉10⽇∼平成25年２⽉27⽇〉

・第26次消防審議会（第10回）を開催（総務省消防庁）

登載通知＝認知症高齢者グループホーム等に係る防火対策の更なる

１月号

71

１月号

72

・「第１回Ｎ災害等に関する消防活動対策分科会」を開催（総務省消

徹底について（平成25年２月12日 消防予第56号）／危険物規制事務に

防庁）

関する執務資料の送付について（平成25年２月22日 消防危第25号）

１月号

72

・「津波避難対策推進マニュアル検討会（第３回）」を開催（総務省消

５月号 130
〈平成25年３⽉18⽇∼平成25年３⽉28⽇〉

防庁）

１月号

72

・消防団・自主防災組織の理解促進シンポジウムを東京で開催（総務

登載通知＝型式承認の失効した消火器の販売について（平成25年３

１月号

73

月18日 事務連絡）／地域社会における共生の実現に向けて新たな

・津波防災講演「過去を知って未来に備える」を開催（気象庁）１月号

省消防庁）

73

障害保健福祉施 策 を 講 ず る た め の 関 係 法 律 の 整 備 に 関 す る 法 律

・異常天候早期警戒情報への降雪に関する情報への付加を実施（気象庁）

の施 行に 伴 う対 応及 び消 防 法施 行規 則等 の 一部 を改 正 する 省令

１月号

の改正について（平成25年３月27日 事務連絡）／石油コンビナー

73

・津波警報等の改善に伴う新しい情報文の運用開始日時を決定（気象庁）

ト等の大規模な災害時に係る防災対策の充実強化等について（通知）

１月号

74

（平成25年３月28日 消防特第47号）／ 太 陽 光 発 電 シ ス テ ムを 設

・消防団120年記念カレンダー販売中（㈶ 日本消防協会）

１月号

74

置した一般住宅の火災における消防活動上の留意点等について

・日中韓消防協会会議を開催（㈶ 日本消防協会）

１月号

74

（平 成25年３ 月26日 事 務 連絡 ）

・平成24年度救急普及啓発広報車寄贈式を開催（㈶ 救急振興財団／㈶

６月号 128

〈平成25年３⽉29⽇∼平成25年４⽉23⽇〉
登載通知＝特定屋外貯蔵タンクの側板の詳細点検に係るガイドラ

日本宝くじ協会）

１月号

74

・全国消防長会役員会を開催－消防財源の確保について要望－（全国

インについて（平成25年３月29日 消防危第49号）／災害報告取扱

消防長会）
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１月号

75

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
・「東京防災隣組シンポジウム」を開催 （東京都）

１月号

75

・救急業務懇話会に諮問（東京消防庁）

１月号

76

・新宿三丁目及び歌舞伎町地域における合同一斉立入検査を実施（東
京消防庁）

１月号

１月号

５月号

76

火災対策検討部会」を開催（総務省消防庁）

77

去最高（総務省消防庁）
・平成25年度消防庁広報テーマを発表（総務省消防庁）

77

による緊急通報の活用可能性に関する検討会（第２回）」を開催
２月号
２月号
２月号
２月号
２月号

催（総務省消防庁）
救急・救助の現況（総務省消防庁）

・放射性物質拡散予測の修正版を公表（原子力規制委員会）

結（東京消防庁）

44
44
45

庁）
ン」を開催（東京消防庁）
・大規模災害時に市町村へ派遣緊急連絡員を任命（奈良県）

２月号

45

２月号

45

５月号

54

５月号

54

５月号

54

５月号

55

・平成24年度防火・防災ゼミナールを開催（（公財）東京防災救急協会）
５月号

55

５月号

55

・福島支援全国消防派遣隊を発足（総務省消防庁／全国消防長会）６月号

本病院協会）

51

・ヘリサットシステム引渡式を開催（総務省消防庁／京都市消防局）

51

45
46

６月号

・少年少女消防クラブフレンドシップ2013を開催（全国少年消防クラ

２月号

46

２月号

46

ブ運営指導協議会）

６月号
６月号

52

６月号

53

２月号

47

・「東日本大震災記録集」を公表（総務省消防庁）

・第17回防災まちづくり大賞表彰式（総務省消防庁）

３月号

50

・「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報告書」

・第26次消防審議会（第11回）（総務省消防庁）

３月号

50

・全国メディカルコントロール協議会連絡会を開催（総務省消防庁）

52

・「石油コンビナート等防災体制検討報告書」を公表（総務省消防庁）

・救急ワークステーション（派遣型）の試行運用を開始（平塚市）

を公表（総務省消防庁）

６月号

53

・「高齢者や障がい者に適した火災警報装置の調査検討事業」の実施
51

・平成25年度調査技術会議開催日の決定及び事例発表者を募集
（総務省消防庁 消防研究センター）

54

・第15回地域防災緊急医療ネットワーク・フォーラムを開催（㈳ 全日

・2016年度を目途に県立高校に防災科を設置へ（宮城県教育委員会）

３月号

53

・室内安全セミナー「家具類の転倒・落下・移動防止対策キャンペー

・聴覚障害者の情報アクセスについての要望書を提出（ ㈶ 全日本ろ

・消防博物館が開館20周年（東京消防庁）

52

・日本損害保険協会が、消防団用可搬ポンプ積載車を寄付（東京消防

２月号

２月号

５月号

５月号

44

・平成24年度 水防功労者等国土交通大臣表彰式を開催（国土交通省）

うあ連盟）

52

・豊島・池袋の両消防署と豊島区がり災証明書発行に関する協定を締

２月号

２月号

５月号

５月号

43

・地域防災計画（原子力災害対策編）作成マニュアル（改訂版）を
公表（内閣府大臣官房／総務省消防庁）

51
52

・防火標語及び救急標語の最優秀作品に対する表彰式（東京消防庁）

・「大規模災害時等に係る惨事ストレス対策研究会（第３回）」を開
・平成24年度

省消防庁）

43

・「救急業務のあり方に関する検討会（第２回）」を開催（総務省消
防庁）

５月号
５月号

・「救急医療体制等のあり方に関する検討会」を開催（厚生労働省）

・「平成24年度第２回予防行政のあり方に関する検討会」を開催（総
務省消防庁）

51

・平成25年度危険物安全週間推進標語を決定（総務省消防庁）

43

・「地方公共団体における災害情報等の伝達のあり方に係る検討会
（第５回）」を開催（総務省消防庁）

５月号

・火災予防啓発ビデオ「未然に防ごう！電気器具火災」を制作（総務

・「石油コンビナート等防災体制検討会（第３回）」を開催（総務省
消防庁）

50

・平成24年の救急出動件数等（速報）救急出動件数、搬送人員とも過

・「大規模災害時におけるソーシャル・ネットワーキング・サービス
（総務省消防庁）

50

・予防行政のあり方に関する検討会「認知症高齢者グループホーム等

・業務提携記念大会を開催（日本ドライケミカル㈱／㈱初田製作所）
１月号

５月号

76

・ドクターヘリ市民講座「君津地域の医療を考える」を開催（ＮＰＯ
法人救急ヘリ病院ネットワーク／君津中央病院）

・津波避難対策推進マニュアル検討会報告書の公表（総務省消防庁）
・「第３回救急業務のあり方に関する検討会」を開催（総務省消防庁）

・住宅火災による死者急増中－住宅防火10の心得－（東京消防庁）
１月号

総目次

に係るモデル施設を決定（総務省消防庁）

６月号

54

・住宅用火災警報器普及啓発用ポスターを作成（川崎市消防局／（公財）
３月号

51

３月号

52

・幼児向け防災教育アプリ「そなえもん」をリリース（岐阜県）６月号

55

３月号

52

・平成25年春の消防関係叙勲伝達式（総務省消防庁）

７月号

54

・首都直下地震対策セミナーを開催（東京都／東京消防庁）

３月号

53

・第20回消防関係危険業務従事者叙勲伝達式（総務省消防庁）

７月号

54

・自主勉強会を開催（信頼と絆の会）

３月号

53

・平成25年春の消防関係褒章伝達式（総務省消防庁）

７月号

54

・第26次消防審議会（第13回）（総務省消防庁）

７月号

54

・消防関係専門誌紙と意見交換（総務省消防庁）

７月号

55

・都道府県消防防災主管課長会議（総務省消防庁）

７月号

55

・秋本会長が消防専門誌紙と新春記者会見（㈶ 日本消防協会）
・防火ポスター、防火・防災作文最優秀賞表彰式を開催（㈶ 日本
消防協会／全日本消防人共済会）

・「大規模災害時におけるソーシャル・ ネットワーキング・サー
ビスによる緊急通報の活用可能性に関する検討会（第３回）」
を開催（総務省消防庁）

４月号

56

・平成25年度消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及
び原因調査事例報告を募集（総務省消防庁）

川崎市消防防災指導公社）
・創立50周年を祝う（東京消防退職公務員会）６月号

６月号

54

６月号

54

・第12回危険物事故防止対策論文消防庁長官賞等を決定（総務省消防
４月号

56

・第16回消防防災研究講演会（総務省消防庁消防研究センター）４月号

57

庁）

・代議員会を開催（㈶ 日本消防協会）

４月号

57

・平成25年度予算を発表（東京消防庁）

４月号

58

・緊急消防援助隊の登録部隊数（平成25年４月１日現在）を公表（総

４月号

58

・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（総務

・新会長に、小宮多喜次氏が就任（東京消防懇話会）

４月号

59

・財団設立30周年記念祝賀会を開催（（公財）市民防災研究所）

４月号

59

・平成24年度消防功労者消防庁長官表彰式を開催（総務省消防庁） ５月号

49

消防庁）

・第３回防災コンテスト表彰式・シンポジウムを開催（（独）防災
科学技術研究所）

７月号

56

・長期派遣専門家の国際協力に係る消防庁長官感謝状授与式（総務省

務省消防庁）
省消防庁）

７月号
７月号
７月号

57
57
57

・認知症高齢者グループホーム等火災対策検討部会（第２回）（総務
省消防庁）

７月号

57

・「全国消防団員意見発表会」等を開催（総務省消防庁）

５月号

49

・第36回救急救命士国家試験の合格者を発表（厚生労働省）

７月号

58

・第26次消防審議会（第11回）を開催（総務省消防庁）

５月号

49

・救急医療体制等のあり方に関する検討会（第３回）（厚生労働省）７月号

58
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・第20期火災予防審議会が答申（東京消防庁）

７月号

60

・「天然ガススタンド併設給油取扱所の停車スペースの共用化に係る

７月号

60

・「消防力の整備指針及び消防水利の基準に関する検討会・ワーキン

７月号

60

・「あなたの笑顔のために県北消防団です！」を作成（（公財）福島県消
防協会）
・「ジュニア防災検定」を導入・実施（（一財）防災検定協会）

安全対策のあり方に関する検討会」（総務省消防庁）

・「安全・安心なまちづくり」に果たすコミュニティＦＭ局の役割を
紹介するＤＶＤを制作（（公社）日本防犯設備協会）

総目次

７月号

ググループ合同会議」（総務省消防庁）

11月号

56

11月号

56

・「平成25年度救急業務のあり方に関する検討会」
（総務省消防庁）11月号

58

61

・救急業務のあり方に関する検討会「救急業務に携わる職員の教育の

50

・予防行政のあり方に関する検討会「屋外イベント会場等火災対策検
11月号

58

８月号

50

・平成25年防災功労者防災担当大臣表彰式（内閣府）

11月号

59

・平成24年中の危険物に係る事故の概要を公表（総務省消防庁）８月号

50

・第37回救急救命士国家試験の概要を発表（厚生労働省）

11月号

59

・旧法屋外タンク貯蔵所の保安検査のあり方に係る調査検討会（総務
省消防庁）

８月号

あり方に関する作業部会」（総務省消防庁）

・第１回高齢職員の能力・経験の活用等に関する検討会（総務省消防
庁）

討部会」（総務省消防庁）

・平成24年中の石油コンビナート等特別防災区域内の特定事業所にお
いて発生した事故の概要を公表（総務省消防庁）

51

８月号

51

・小型動力ポンプ付軽消防自動車27台を離島などに寄贈（（一社）日本損

52

・ 2014年度「全国統一防火標語」を募集（（一社）日本損害保険協会）

８月号

52

・高齢者世帯への住警器等寄贈式（（一社）全国消防機器協会）

８月号

52

・市販用「防火・防災コンパクトガイド」を編集発行（（一財）日本防火

８月号

53

・第61回全国消防技術者会議を開催（総務省消防庁 消防研究センター）

８月号

53

庁消防技術安全所）

・第22回全国救急隊員シンポジウム発表演題を募集（（一財）救急振興財団）
８月号

害保険協会）

・地方自治体防災・危機管理体制便覧（都道府県・市・区）を作成
（（一財）日本防火・危機管理促進協会）

・第42回全国消防救助技術大会広島市で開催へ（第42回全国消防救助
技術大会等広島市実行委員会）
・消防団歌「守れ この町を」が完成（日高市消防団）

・危機管理促進協会）

・韓国映画「ザ・タワー 超高層ビル大火災」８月より日本で公開
（ツイン）

８月号

58

因調査事例報告に関する消防庁長官表彰（総務省消防庁）

60
61

・「危険物安全週間推進標語」の募集を開始（総務省消防庁）

12月号

61

・創立50周年記念祝賀会を開催（日本消防検定協会）

12月号
協会／全日本消防人共済会）

61

火・防災協会）
（和歌山県／明治大学）

61

・トレーニングセンターとショールームを開設（新コスモス電機㈱）

12月号

63

・救急医療急支援システムの実証実験を開始（横須賀市）

12月号

64

・日本触媒姫路製造所爆発火災から１年「消防活動安全の誓い」を開

56

・Ｓiセンサーコンロ2,000万台突破記念記者発表会を開催（あんしん

催（姫路市）
高度化ガス機器普及開発研究会）

12月号
12月号

64

３月号

53

■消防人事往来
・総務省消防庁〈平成25年１月４日付〉）

10月号

57

・「石油コンビナート等防災体制検討会」を開催（総務省消防庁）10月号

58

・東京消防庁／札幌市消防局／仙台市消防局／さいたま市消防局／千
葉市消防局〈平成25年４月１日付〉

５月号

58

本消防協会〈平成25年４月１日付／平成25年４月２日付〉／（一財）日

・ジッポーオイル運搬容器の誤表示についての通知を発出（総務省消

本消防設備安全センター〈平成25年４月１日付〉／危険物保安技術
58

協会〈平成25年４月１日付／平成25年４月２日付〉／日本消防検定協
会〈平成25年４月１日付〉／〈政令市・以下平成25年４月１日付〉新

・「第18回防災まちづくり大賞」の取組事例を募集（総務省消防庁 他）

潟市消防局／川崎市消防局／横浜市消防局／相模原市消防局／静岡市

10月号

59

10月号

56

防局／堺市消防局／神戸市消防局／岡山市消防局／広島市消防局

60

・消防人事往来（総務省消防庁）次長に市橋保彦氏〈平成25年４月１

10月号

60

・総務省消防庁〈平成25年６月27日付／平成25年６月28日付／平成25

・災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを作成（環境省）10月号

61

年６月30日付／平成25年７月１日付／平成25年７月８日付／平成25

・防災行政研究会を開催（衆議院議員 務台俊介事務所）

61

年７月10日付〉／㈶ 日本消防協会〈平成25年７月１日付〉／（一財）日

消防局／浜松市消防局／名古屋市消防局／京都市消防局／大阪市消

・平成24年（１月～12月）における火災の状況（確定値）を公表

／福岡市消防局／北九州市消防局／熊本市消防局

・住宅用火災警報器の設置状況の推進結果（平成25年６月１日現在）
を公表（総務省消防庁）

10月号

日付〉

・救急救命士の業務のあり方等に関する検討会報告書を公表（厚生労
働省）

56

・総務省消防庁〈平成25年３月31日付／平成25年４月１日付〉／㈶ 日

・「東日本大震災を踏まえた危険物施設の震災等対策のあり方に関す

（総務省消防庁）

64

56

地震等に対応した消防用設備等のあり方に関する検討部会」を開催

10月号

63

・第66回「都民の消防官」で５名が受章（東京消防庁）

61

・予防行政のあり方に関する検討会「南海トラフ巨大地震・首都直下

防庁）

12月号

63

・予防行政のあり方に関する検討会「認知症高齢者グループホーム等

10月号

62
62

12月号

・予防行政のあり方に関する検討会「障害者施設等火災対策検討部会」

10月号

12月号
12月号

・和歌山が生んだ津波防災の先覚者「濱口梧陵シンポジウム」を開催

・グループホーム施設の防火実務特別講習会を実施（（公財）東京防災救

10月号

62

・防火・防災管理講習事業10周年記念感謝の集いを開催（（一財）日本防

９月号

９月号

60

12月号

59

９月号

61

12月号

・平成25年度防火ポスターコンクールの審査結果を発表（㈶ 日本消防

・平成24年７月九州北部豪雨災害誌を作成（八女消防本部）

る検討会」を開催（総務省消防庁）

11月号

58

60

（総務省消防庁）

60

59

９月号

火災対策検討部会」（第４回）を開催（総務省消防庁）

60

９月号

保に関する指導要領を作成（（一財）全国危険物安全協会）

を開催（総務省消防庁）

11月号

・第21回全国女性消防操法大会の結果（総務省消防庁／㈶ 日本消防協会）

・大地震時（津波災害を含む。）を想定した給油取扱所等の安全性確

急協会）

60

11月号

９月号
９月号

59

・双葉消防本部支援調整会議を設置（総務省消防庁 他）

・危険物施設に設置する高発泡泡消火設備の技術基準のあり方に関す
る検討会（総務省消防庁）

11月号

12月号

53

・平成25年度第１回予防行政のあり方に関する検討会（総務省消防庁）
・平成25年度都道府県予防事務担当者会議（総務省消防庁）

11月号

・平成25年度消防防災機器等の開発・改良、消防防災科学論文及び原

・平成25年度安全功労者・消防功労者総務大臣表彰式（総務省消防庁）
９月号

58

・平成25年度消防技術安全所検証・研究成果発表会を開催（東京消防

８月号

・「特別警報」の運用を８月30日午前０時より開始（気象庁）

・第32期救急業務懇話会が答申（東京消防庁）

11月号

10月号

６月号
６月号

・平成25年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総務省消防庁）

11月号

55

本消 防 設 備 安全 セ ン ター 〈 平成 25年 ７月 １日 付〉 ／ 東京 消防 庁

・平成25年度救急功労者表彰式（総務省消防庁）

11月号

55

〈平成23年７月16日付〉
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９月号

55
65

61

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
・（一財）消防試験研究センター〈平成25年７月22日付〉／ ㈶ 日本消防協
会〈平成25年８月15日付〉

10月号

浜市西消防団）／ジャズの祭典で子どもたちに消防団をＰＲ（名
61

古屋市中 川消防 団） ／消防訓練大会開催（宇治市防火安全協会・

・東京消防庁〈平成25年10月１日付〉／日本消防検定協会〈平成25

宇治市消防本部）

年10月 １ 日 付〉 ／ （公財）日本防炎協会〈 平 成 25年10月１ 日付 〉／
11月号

１月号 182

・自衛消防隊員が初期消火技術を競い熱戦を繰り広げる！（泉佐野市消

全国消 防長 会〈 平成 25年 10月 １日 付〉 ／（公財）東京 防災救急協会
〈平成25年10月１日付〉

総目次

防本部）／消防団統合50周年記念大会を盛大に挙行（尼崎市消防団）／
61

多機能消防車積載器具取扱い訓練（松江市消防本部・松江市消防団）
／こども★防災フェス2012（幡多中央消防組合少年女性防火委員会）
／全国消防操法大会で優勝！住民に感謝の凱旋パレード（壱岐市消防団）

■消防広域化情報
〈消防広域化による新規消防本部〉

１月号 183

・埼玉西部消防局／埼玉東部消防組合消防局／志太広域事務組合志太

・震度６強の地震を想定し、埼玉県庁庁舎で消防訓練（埼玉県）／中核

消防本部／牧之原市相良消防本部／富山県東部消防組合消防本部／

市に向けた安全安心な街づくりを目指して（越谷市消防本部）／大

新川地域消防本部／泉州南消防組合泉州南広域消防本部／西はりま

規模災害時の対応能力の向上を目指して（佐倉市八街市酒々井町消防

消防本部／南但消防本部／枕崎市消防本部／南さつま市消防本部
・弘前地区消防事務組合消防本部

組合消防本部）／地域防災の絆を強める！応援協定に基づく消防演習

６月号

60

９月号

63

（東京消防庁荒川消防署）

２月号 131

・トンネル火災に備えて（相模原市消防局津久井消防署）／国道23号

〈消防本部の組織変更〉

豊橋バイパス事故対策合同訓練（豊橋市消防本部）／軌道内での事

・青森地域広域消防事務組合消防本部／北部上北広域事務組合消防本部／小

故対応訓練と後方支援隊（野営）活動訓練（堺市消防局堺消防署）

田原市消防本部／下田消防本部／立山町消防本部／佐賀広域消防局／
指宿南九州消防組合

６月号

／茨木市消防署警防錬成会（茨木市消防本部）
61

２月号 132

・放射線災害対応訓練（京都中部広域消防組合消防本部園部消防署）
／安心して泊まれる！救急救命五つ星ホテル誕生！（札幌市消防局南
消防署）／防災フェア in とだ！今こそ、防災への関心を（戸田市消

■イベント情報
・特殊消防用設備等講演会「加圧防排煙設備の設計・審査ガイドラ
イン」（ ㈶ 日本消防設備安全センター）

２月号

防本部）／親子消防体験学習（流山市消防本部東消防署）／消防音楽
47

隊を先頭に藤棚商店街で防災パレード（横浜市消防局西消防署）

47

・消太くん出動！消防ふれあいフェスティバル（相模原市消防局南消

・モデル少年消防クラブ活動報告会参加者募集（少年消防クラブ活
性化推進会議）

２月号

２月号 133
防署）／ファーストレスポンダー隊が発足（加賀市消防本部）／3,500

■Fire Topics

人が参加して さばえ防災フェア（鯖江・羽生消防組合消防署）／安

・陸上自衛隊第４施設群と合同野営施設訓練（座間市消防本部）／関係

全な街、消防の願い 防火ポスター完成！（守口市門真市消防組合

５機関とライフライン共同溝（長野市消防局中央消防署）／特殊集団

消防本部）／救急用資機材と消防旗を寄贈される（宝塚市消防本部）

災害（多数傷病者発生）訓練（岡崎市消防本部）／地震災害想定訓練

２月号 134

（相良中部消防組合消防本部）／高齢者防火推進週間に伴う合同訓練
（大阪市消防局）

・児童防火ポスターで火災予防啓発！（中和広域消防組合消防本部）

１月号 175

／防火ポスターで防火啓発（宇陀広域消防組合消防本部）／見て・触

・震災対策訓練（豊中市消防本部）／火災予防運動に伴う合同訓練

れて・体験して！ふれあい防災イベント（久留米広域消防本部・久留

（河内長野市消防本部）／列車火災対応訓練（潮来市消防本部）／

米市防災協会連合会）／小学６年生を対象に救命入門コースを開催

秋の火災予防運動で広報活動（千葉市消防局花見川消防署） １月号 176

（筑西広域市町村圏事務組合消防本部）

２月号 135

・神楽坂の商店街で防災ふれあい広場（東京消防庁牛込消防署）／元モ

・接遇マナー及び組織の力を引き出すためのコーチング（栃木県消防

ーニング娘。の石川梨華さんが一日消防署長（東京消防庁麻布消防

長会）／埼玉県救急隊員研修会（埼玉県・埼玉県救急隊員研修会実

署）／向島でまちぐるみ一斉「火の用心！」
（東京消防庁向島消防署）

行委員会）／初の警防技術交換会！県下26消防署で参加（富山県消

／パパ、ママといっしょに消防署体験（東京消防庁大井消防署）

防長会・富山市消防局）／市民との接遇コミュニケーション（静岡

／親子で体験！ふれあう広場（東京消防庁城東消防署）

県消防学校）／水素燃料電池バスのレスキュー講習会（泉佐野市

１月号 177

・火災や救助現場は秘密住民が火災を発見する訓練（東京消防庁江原消

りんくう消防署空港分署）

２月号 136

防署旗の台出張所）／防火グラウンドゴルフ大会（松戸市消防局六

・国際緊急援助隊救助チーム技術訓練の参加報告会（奈良市消防局）

実消防署）／泉佐野市観光大使の家田荘子さんが一日救急隊長（泉

／市職員とコラボで救急隊員のレベルアップ（葛城市消防本部）／

佐野市消防本部）／ひめじ環境フェスティバルに消防局が初参加

瀬戸内海に浮かぶ青島で防災講習会（大洲地区広域消防事務組合消防

（姫路市消防局）

１月号 178

本部大洲消防署長浜支署）／白球に安全の願いを込めて全国消防職員

・幼年消防クラブ員が文化財防火教室に参加（奈良市消防局）／命

卓球大会（神戸市消防局）

２月号 137

を救え！救急戦隊タスケルンジャーが登場（中和広域消防組合消

・大切な人を助けよう！女性救命講習会（千葉市消防局／千葉市少

防本部橿原消防署）／消防車両安全運転実技研修（江別市消防本部

年女性防火委員会）／荒川区消防団点検を盛大に挙行！（東京消防

（署）
）／基礎的技術の向上を目指して（登米市消防本部（署）
）／各

庁荒川消防署）／小さな心をキャッチ！（新潟市消防団秋葉方面隊）

機関協力して、地域の防災力を高める（東京消防庁東村山消防署）

／婦人防火クラブ30周年（豊明市婦人防火クラブ）

１月号 179

２月号 138

・住民や消防団、警察と連携した集団救急救護訓練（備北地区消防

・みんなで考えよう！地域の住宅防火と防災対策（東大阪市消防局）

組合消防本部三次消防署甲奴出張所）／四国初！松山市消防団員

／中学生が人命救助訓練等を体験（泉佐野市消防本部りんくう消

応援自動販売機を設置（松山市消防局）／三町消防団大規模災害

防署）／松江市と宝塚市が相互応援協定を締結（松江市消防本部）

対応合同訓練（高吾北広域町事務組合消防本部／佐川町消防団／

／消防職員を対象にした液化石油ガス講習会（出雲市消防本部）

越知町消防団／仁淀川町消防団）／女性消防団員が署員と防災紙

１月号 180

芝居を熱演（大 洲 地 区広 域 消 防 事務 組 合 消 防 本部 大 洲 消 防署 ／

・災害図上訓練（ＤＩＧ）（真庭市消防本部）／心肺停止状態からの

大洲市消防団）

２月号 139

救出（知多南部消防組合消防本部）／消防協力者に対する表彰（尼

・中高層火災を想定した夜間活動訓練（新潟市消防局秋葉消防署）／

崎市消防局中消防署）／消防親善空手道大会（島本町消防本部）

三機関合同の救急連携訓練（横浜市消防局西消防署）／山岳救助航

１月号 181

空連携訓練と遊覧船事故合同訓練（相模原市消防局津久井消防署）

・地震・津波にそなえて地震津波避難訓練（羊蹄山ろく消防組合蘭越
消防団・消防署蘭越支署）／横浜市西消防団が消防技術を寄贈（横

／恵那山トンネル総合防災訓練（中津川市消防本部）

３月号 127

・第４類危険物火災を想定し、事業所との合同訓練（衣浦東部広域連
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合消防局）／滋賀県広域消防総合応援協定南ブロック連携訓練（甲

防署）／スマホに出動情報を紹介する新サービスを開始！（函館市

賀広域行政組合消防本部）／３市合同による第１回水難救助訓練（加

消防本部）／防火豆まきで火災予防（北見地区消防組合消防本部）

古川市消防本部）／集団災害対応訓練（奈良市消防局南消防署）／

／国分寺市と合同で り災証明発行訓練（東京消防庁国分寺消防署）

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）と合同訓練（久留米広域消防本部）

４月号 135

３月号 128

・受傷事故防止用具を作成（東京消防庁武蔵野消防署）／法被姿で防

・広範囲の災害発生を想定し、集結及び連携訓練（八女消防本部）／

火の誓い（小田原市消防本部）／火の用心してマスク？防火広報用

飲食店街で繁華街特別査察（青森地域広域消防事務組合消防本部）／

“マスク”を作成（上越地域消防事務組合消防本部上越北消防署）

歳末特別査察で、防火管理の重要性を再認識！（松戸市消防局）／

／心に響け 火の用心!! 11.9キロを走り市民に広報（見附市消防本

警察と合同で歳末出動式を実施（湖南広域消防局）／師走到来!!歳

部）／マスコットキャラのステッカーで親しみを！（三田市消防本部）

末火災特別警戒発隊式（泉佐野市消防本部）／年末消防長特別査察
（葛城市消防本部）

４月号 136

３月号 129

・鬼にも負けず火の用心！（備北地区消防組合消防本部庄原消防署西

・明るく安心のできる街をめざし、広報活動を実施（北見地区消防組

城出張所）／救急外国語対応シートが懸け橋に！（中和広域消防組

合消防本部）／秋田県種苗交換会で消防防災フェア（能代山本広域

合消防本部）／幼年消防クラブの園児が“はしご乗り”を披露（天

市町村圏組合消防本部）／荒川区成人式で消防団員・ボランティア

草広域連合消防本部）／火 災をブ ロック ！（柳川市消防本部）／

募集活動！（東京消 防庁荒 川消防 署）／高校生が消防学校で宿泊
防災訓練（東京消防庁福生消防署）

部下の主体性を引き出すコーチング研修（栃木県消防学校）

３月号 130

４月号 137

・コンビニエンスストアとＡＥＤ設置協定書を締結（三郷市消防本部）

・消防・防災フェア2012（富山市消防局富山消防署）／地域の平和の

／運転技能取得訓練（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部）／救急隊・

ため消防戦士 住警器仮面参上!!（羽咋郡市広域圏事務組合消防本

医師合同研修会（千葉市消防局）／東京湾北部地震の被害想定と

部志賀消防署）／住民とふれあう防災・防災イベント（大垣消防組

企業の備えについて講演（東京消防庁芝消防署）

４月号 138

合消防本部）／音楽効果で注目度ＵＰ！紙芝居で火災予防を訴える

・電気自動車レスキュー研修会（西濃ブロック消防長会）／静岡県西部地

（江南市消防本部（署）東分署）／市制施行40周年記念事業救急

区救急隊員・看護師研究発表会（静岡県西部地区救急業務研究委員

フェア開催（城陽市消防本部）

会）／西区消防協力事業所指導者研修会（堺市消防局西消防署）／

３月号 131

・庄内互輪ピック！音楽・スポーツ・安心安全の集い（豊中市消防本

救助隊員研修（枚方寝屋川消防組合消防本部）／高規格救急車を受納

部南消防署）／防災学習センターのリニューアルオープン（東大阪

（徳島市消防局）

市消防局）／タッシー、雨の中頑張る！南区ふれあいまつりに参加

４月号 139

・年末年始防火管理体制の徹底を願って（羊蹄山ろく消防組合蘭越消

（堺市消防局）／市民と消防フェスティバル（茨木市消防本部）３月号 132

防団・消防署蘭越支署）／堺市三原消防団が歳末特別警戒（堺市美

・消防防災ふれあい広場（宝塚市消防本部西消防署・東消防署）／走

原消防団）／／楽しく、学んだ火災予防！（宇都宮市消防本部）／
八尾市幼年消防クラブ防火フェスティバル（八尾市消防本部）４月号 140

る！防火ポスター列車（川西市消防本部・川西市防火安全協会）／
保育園児による防火パレード（伊都消防組合消防本部）／消火戦隊

・キャラクター「キノピー」が火災予防を訴える（桐生市消防本部）

ケスレンジャー自動車に乗り防火宣伝！（鳥取中部ふるさと広域連合

／キャラクター「たまたん」が立入検査で厳しく指導（伊勢崎市消

消防局倉吉消防署）／みんなで元気に火の用心！（備北地区消防組合

防本部玉村消防署）／火災予防啓発ポスター決定（朝霞地区一部事

消防本部庄原消防署西城出張所）

務組合埼玉県南西部消防本部）／一人暮らしの高齢者宅を訪問して

３月号 133

火災予防をお願い（松戸市消防局大金平消防署）／とよなか消防災展

・みんなの消防フェスタと防災士シンポジウム（松山市消防局）／天

（豊中市消防本部北消防署）

草消防音楽隊が演奏活動（天草広域連合消防本部）／実戦ポンプ操
／屋内消火栓操法指導会（人吉下球磨消防組合消防本部）

５月号 133

・火災予防運動に伴う合同訓練及び広報物配布（東大阪市消防局）／

法大会（豊中市消防本部）／第27回消火競技大会（三原市消防本部）

「スーパーラビット」が防火パレードで大活躍（久留米広域消防本

３月号 134

部久留米消防署）／少年消防クラブ員が熱戦 大村市防火少年剣道

・警防技術大会を通し、警防技術の伝承と育成！（千葉市消防局）／
火災調査技術の向上・類似火災の防止を目指して（浜松市消防局）

大会（県央地域広域市町村圏組合消防本部大村消防署）／地震発生、

／救出協力者に対する感謝状の贈呈（東京消防庁日野消防署）／

その時患者は！病院と合同消防訓練（郡山地方広域消防組合消防本

住宅火災で人命救助、４人に表彰式（泉佐野市消防本部）

部）／締結に伴う６機関合同の警防活動合同訓練（船橋市消防局）

３月号 135

５月号 134

・女性消防団員「火の用心」を呼びかける（羊蹄山ろく消防組合蘭越
消防団・消防署蘭越支署）／高齢者宅への住警器 取り付け支援事

・多数の負傷者が発生、事故対応訓練（流山市消防本部）／毒劇物災

業を実施（ 松 戸 市 消 防 局 ・ 松 戸 市 防 火 協 会 ） ／ 消 防 団 員 機 関

害に備えＮＢＣ災害対策訓練（茨木市消防本部）／大規模地震発生

員 教 養 訓 練 （ 流 山 市 消 防 団 第 ６ 方 面 隊 ） ／実災害を想定した緊

に備えた震災対応訓練（枚方寝屋川消防組合消防本部）／ゆるキャ

急走行訓練（横浜市消防局西消防団）／幼年消防クラブ消防フェア

ラ「いなっぴー」のピンバッジで火の用心をＰＲ（稲沢市消防本部）

（五條市消防本部・五條市消防団）

３月号 136

５月号 135

・女性防火クラブ員と合同で「防火夜回り」
（西和消防組合消防本部）

・第２回“このまちいいな”コンサートを開催（豊中市消防音楽隊）

／くすばし少年消防クラブ結成（北九州市消防局八幡西消防署・八

／おぼえておいて！＃１１７（茨木市消防本部）／キャラクター「た

幡西消防団）／秋空のもと、火の用心まつりを開催！（入間市消防

みまる」消 防 士 が 消 防 出 初 式 に 登 場 （ 伊 丹 市 消 防 局 ） ／ 消 防 庁

本部）／駅利用者に広報活動（小田原市消防本部）／幼年消防クラ

舎前 に防 火イ ルミ ネ ーシ ョン を 設置 （生 駒 市消 防本 部） ／和 太

ブ防火教室（堺市消防局中消防署）

鼓や バト ン演 技で 火 災予 防を 訴 える （福 山 地区 消防 組合 消防 局

３月号 137

・福山地区幼少年女性防火委員会）

・江別駅でＪＲ、消防、警察三機関合同訓練（江別市消防本部）／洞

５月号 136

道火災対応訓練（上尾市消防本部）／国際消防救助隊訓練査閲（朝

・消防隊員の死傷事故ゼロを目指して（栃木県消防学校）／火災原因

霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部）／陸と空から西丹沢を

調査が火災予防に繋がる（千葉市消防局）／県木・県央地区ＭＣ協

守る（足柄消防組合消防本部）／災害現場活動訓練（富山市消防局）

議会発足10周年記念講演会（相模原市消防局）／違反は見逃さない

４月号 133

大型物販店防火安全講習会（東京消防庁渋谷消防署）

５月号 137

・本宮山における合同山岳救助訓練（豊川市消防本部）／地震災害初

・太陽光発電設備に関する講習会（大垣消防組合消防本部）／救命

動対応訓練及び輻輳災害対応訓練（湖南広域消防局）／警防活動総

率の向上を目指して救急研修会（五條市消防本部）／ 震災 時 の対

合訓練（東近江行政組合消防本部）／西名阪自動車道合同防災訓練

応能 力の スキ ルア ッ プを 目指 し て（ 中和 広 域消 防組 合消 防本 部

（西名阪自動車道消防協議会）

高田消防署）／ハイブリッド車の構造を踏まえ、事故対応訓練（ 天

４月号 134

草広域連合消防本部）／的確で勇気ある救命活動に感謝状

・病院解体現場でブリーチング訓練（宇陀広域消防組合消防本部）／

（郡山地方広域消防組合消防本部）

災害への対応力を強化！府中特別救助隊が発隊（東京消防庁府中消
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・社会復帰へと繋がった症例活動の隊員を表彰（松本広域消防局）／

署）／林野火災防ぎょ訓練（河内長野消防本部）／合同林野火災訓練（柏

消防記念日に、地域の防火防災功労者を表彰（湖南広域消防局）／

原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）／セパレート型防火服で総合訓練

永年貢献した消防協力団体等に感謝状（泉佐野市消防本部）／的確

（山辺広域行政事務組合消防本部）

な救命処置で女性の命を救った銀行員に感謝状（葛城市消防本部）

７月号 133

・第１種高圧ガス製造事業所で事故対応訓練（出雲市消防本部）／中

５月号 139

高層建築物における火災防ぎょ訓練（八女消防本部）／青谷消防分署

・消防団幹部が訓練礼式を再確認（羊蹄山ろく消防組合蘭越消防団）

新庁舎の竣工式（城陽市消防本部）／最新鋭の防災拠点中枢施設完成

／女性消防団員同士の都県を越えた交流（東京消防庁板橋消防署・

（高槻市消防本部）

７月号 134

板橋消防団）／男女共同参画に貢献、推進賞を受賞（横浜市消防局

・防災拠点施設（新消防庁舎）で業務開始（臼杵市消防本部（署））

西消防署・西消防団）／一緒に守りませんか！入団促進キャンペーン

／火災予防は家庭から！（釧路市消防本部）／火の用心をお願い 文具

（四日市市消防団）

セットと絵本を贈呈（釧路北部消防事務組合消防本部弟子屈消防署川

５月号 140

・火の用心呼び掛け消防音楽隊らが防火パレード（豊中市消防本部／

湯支署）／目黒区の街を大掃除！（東京消防庁目黒消防署）／４機

豊中女性防火クラブ）／少年団ってカッコいいでしょ団員募集キャ

関がコラボ！春の消防ふれあいフェスタ（横浜市消防局西消防署）

ンペーン中（麻布消防少年団）、保育園児手作りの火災予防啓発看

７月号 135

板を設置（島田市消防本部金谷消防署川根南分遣所）／親と子の防

・第66代横綱若乃花 花田虎上氏が一日消防署長（岸和田市消防本部）

火教室（泉佐野市消防本部）／アヒルやチーターも出てくるよ！

／住宅火災を無くそう！住警器設置を訴える（堺市消防局中消防

「ぼうさいのうた」を制作（松山市消防局）

署 ・ 堺 消 防 署 ） ／ 可 愛 い ハ ッ ピ 姿 で 火 の 用 心 を 呼 び かけ る（松

５月号 141

・積雪期山岳遭難に備えて（相模原市消防局津久井消防署）／列車脱

山市消防局）／認知症高齢者グループホーム防火安全対策研修会

線事故対応訓練（大津市消防局）／特殊災害（Ｂ災害）対応合同訓

（稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部）

練（豊中市消防本部）／林野火災総合訓練（泉佐野市消防本部・
泉佐野市消防団）

７月号 136

・ハイブリッド車研修会（上尾市消防本部）／第三次派遣隊として福

６月号 134

島県双葉町で活動（千葉市消防局）／震災時等の応急給水、初期消

・福泉上校区自主防災訓練とタンク火災を想定訓練（堺市消防局）／

火活動に備えて（東京消防庁江戸川消防署）／救急隊員がゲートキ

化学工場消防合同訓練（奈良市消防局南消防署）／大型文化ホール

ーパーに！（見附市消防本部）／住民の安全の確保に向け緊急査察

火災を想定した合同訓練（中和広域消防組合消防本部橿原消防署）

（泉州南広域消防本部）

／救助隊員の技術効果確認（丸亀市消防本部北消防署）／災害対応

７月号 137

・新入社員防火教室（堺市消防局）／衛星携帯電話を配備！（枚方寝屋

特殊水槽付消防ポンプ自動車（筑西広域市町村圏事務組合消防本部）

川消防組合消防本部）／情報セキュリティと情報管理の向上を目指して

６月号 135

（中和広域消防組合消防本部高田消防署）／ＪＡ共済連愛媛が高規格

・城東はしご隊 車両運用開始式（東京消防庁城東消防署）／市民サ

救急自動車を寄贈（松山市消防局／西予市消防本部／上島町消防本部）

ービスも向上 最新鋭の高規格救急車を受納（善通寺市消防本部）

７月号 139

／宿泊施設で避難経路の確認（羊蹄山ろく消防組合消防本部蘭越

・放水技術の向上ときれいな街並みを！（釧路北部消防事務組合川湯

支署）／高濃度の一酸化炭素（ＣＯ）測定器で有効な消防活動（流

消防団・川湯支署）／大震災への備え破壊器具取扱い訓練（東京消

山市消防本部）／岐 阜 県救 急隊 員教育シ ンポジ ウム （岐阜 県／

防庁小平消防署／小平市消防団）／ラジオ番組とタッグ！消防団Ｐ

岐阜県メディカルコントロール協議会）

Ｒキャンペーン（神奈川県安全防災局消防課）／林文子横浜市長が女

６月号 136

・接遇のマナー研修（静岡県消防学校）／被災地の消防職員を講師に、

性消防団員と意見交換（横浜市消防団）／女性防火クラブが新たに

防災講演会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）／若 年 化 する

２クラブ誕生！（豊中市消防本部北消防署）

予防 担当 職 員の 査察 技術 の 向上 を目 指し て （西 宮市 消 防局 ）／
救急隊員技術発表会（宝塚市消防本部）

７月号 139

・宝塚市初！ 女性消防団員が誕生（宝塚市消防団）／新たな仲間が

６月号 137

誕生！ 少年消防クラブ入団式（吉川松伏消防組合消防本部）／大和

・トンネル事故対策を関係７機関で検討（松山市消防局東消防署）

市少年消防団設立20周年記念（大和市消防本部）／幼年消防クラブ

／自 立心 を 養う 社会 体験 チ ャレ ンジ （坂 戸 ・鶴 ヶ島 消 防組 合消

入団式（堺市消防局高石消防署）

７月号 140

防本 部） ／ 防災 意識 を高 め る防 火フ ェア美 浜2013（千葉 市消防

・「建物火災発生、逃げ遅れがいる」急げ！（羊蹄山ろく消防組合消

局美 浜消 防 署） ／一 日消 防 署長 に七 尾人 気 ゆる キャ ラ を任 命！

防本部（署）蘭越支署）／救助資機材の有効性や迅速な活動要領

（七尾鹿島広域圏事務組合消防本部）

を確認（胆振東部消防組合消防本部）／消防ヘリコプターおおと

６月号 138

・子ども用消防車が防火パレードで初お披露目（京都市消防局東山消

りの救助訓練（千葉市消防局）／緊急消防援助隊東三河ブロック

防署）／シティマラソンランナーを守れ（河内長野市消防本部）

集結・積載訓練（豊橋市消防本部）

／ＢＯ－ＳＡＩセッションfromあまがさき小田を開催（尼崎市消防

８月号 134

・解体予定の病院を利用した実践的な訓練（豊橋市消防本部）／震災対

局）／新キャラクターきんすけくんが誕生（川西市消防本部）／

応消防・救助訓練（尾三消防本部）／3.11の教訓を活かした地震災害

Facebookページ運用開始（八女消防本部）

対応救助訓練（泉州南広域消防本部）／特殊化学車・大型化学車合同

６月号 139

・市民と警察官の初期消火を表彰（豊中市消防本部南消防署）／夫婦の勇

訓練（堺市消防局高石消防署）／水災害に備え工法技術の向上を図る

猛果敢な早期通報、初期消火に感謝（枚方寝屋川消防組合消防本部）／

（徳島市消防局）

間一髪！３階から転落の女児を地上でキャッチ（西和消防組合消防本部）

８月号 135

・豪雨災害を教訓に…（八女消防本部）／遭難事故防止を呼び掛ける

６月号 140

看板設置（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署）／防火意

・西区家庭防災員合同自主活動研修（横浜市消防局西消防署）／初の

識の高揚に役立ててください！（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）

女性消防団員が誕生 きめ細やかな活動に期待（茨木市消防団）／

蘭越支署）／育むキッズフェア（釧路北部消防事務組合消防本部

消防団員合同講習会（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部／柏羽藤

鶴居消防署）

組合消防団協議会）／郵便局社員の消防団入団に関する覚書調印式
（松山市消防局）

８月号 136

・園児が消防見学（入間東部地区消防組合消防本部）／急流救助活

６月号 141

動運用開始（恵那市消防本部）／Face book「タッシー」（堺市消

・消防 活 動 訓 練で 連 携 強化 （坂 戸・ 鶴 ヶ島 消 防組 合消 防本 部） ／

防局）／山林 防 火標 語看 板 の点 検・ 整備 （ 河内 長野 市消 防 本部

高齢 者 を 火 災か ら 守 れ ！ （船 橋 市 消 防局 中 央消 防署 ）／ 医者 と

／河内長野市防火協会） ／市民まつりで応 急手当普及活動（河

看護 師 の 卵 が、 防 災 を 学 ぶ！ （ 東 京 消防 庁 大森 消防 署） ／都 市

内長野市消防本部）／消太・消子の広報用パネルが寄贈される！

型救助資器材を活用した救助訓練（恵那市消防本部岩村消防署）
／国際消防救助隊連携訓練（大津市消防局）

（枚方寝屋川消防組合消防本部）

７月号 132

８月号 137

・だご汁忌で防火防災を呼び掛ける（八女消防本部）／消防フェス

・警防特別訓練（東近江行政組合消防本部）／警防本部立ち上げ訓練（豊

タ（南さつま市消防本部）／初任教育に「接遇」マナー研修を導

中市消防本部）／高層建物駆け上がり訓練（豊中市消防本部北消防

入（栃木県消防学校）／自衛消防実務研修会（上尾市消防本部）
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（埼玉西部消防局所沢中央消防署・東消防署）／お父さんの消防署に

・太陽光発電システムの視察研修（坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部）

行ってきたよ！（新潟市消防局秋葉消防署）／七夕に防災フェア2013

／施設の安全を守る！危険物防災講習会（千葉市消防局）／関東大

（湖南広域消防局）

10月号 131

震災から90年、首都直下地震に備えて（東京消防庁芝消防署）／八

・消防ちびっこひろば2013（大津市消防局）／福祉委員会記念行事と消

王子市高齢者救急医療体制広域連絡会総会（東京消防庁八王子消防

防フェアが合体！（豊中市消防本部北消防署）／家族で楽しく学ぶ！

署）／郵便局とＡＥＤ設置に関する協定を締結（大和市消防本部）

親子防災学習ツアー（東大阪市消防局）／「こども救命士」が誕生！

８月号 139

（有田川町消防本部）／市教育委員会と協力し応急手当普及員講習会

・消防技術技能確認指導（豊中市消防本部）／大型商業施設の夜間査察（枚

（行田市消防本部）

10月号 132

方寝屋川消防組合消防本部）／救命活動に対し感謝状を贈呈（郡山地方

・女性消防団員に求められる接遇マナー（埼玉県消防協会第２ブロッ

広域消防組合消防本部）／連続不審火４件の被害を最小限に食い止める

ク連絡協議会）／教職員を対象に応急手当普及員講習（坂戸・鶴ヶ

（衣浦東部広域連合消防局）／住民が連携して火災の初期消火に成功

島消防組合消防本部）／中学３年生全員を対象に普通救命講習（西

（泉州南広域消防本部）

入間広域消防組合消防本部（署）鳩山分署）／福島県双葉消防に学

８月号 140

・西区内の事業所が消防技術を競う（横浜市消防局西消防署）／災害時の

ぶ放射線と消防活動（千葉市消防局）／知識と能力の向上を図る

力強い味方機動重機消防団が発隊（松山市消防局）／消防署体験入署で

違反是正研修会（佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部）

活動力アップ（坂戸地区少年消防クラブ）／幼年消防クラブ任命式
（小田原市消防本部）

10月号 133

・小児救急の活動の知識を深める（静岡県西部地区救急業務研究委員

８月号 141

会）／危険物施設の安全対策を考える（長久手市危険物安全協会）

・水水害を想定し、技術の向上を目指す（羊蹄山ろく消防組合消防本

／福知山花火大会会場での屋台爆発事故への対応！（泉州南広域消

部（署）蘭越支署）／白い滑走路を目指して計器進入訓練（千葉市

防本部）／雑 木林 の火災を 最小限 にくい止める！（川崎市消防局

消防局）／国道23号豊橋東バイパス多重事故合同訓練（豊橋市消防

高津消防署）

10月号 134

本部、湖西市消防本部）／ラフティングボートを活用した流水K救

・消防職団の士気と住民の防火思想の高揚を図る（羊蹄山ろく消防組

助訓練（大津市消防局）／水難事故に備えた訓練（葛城市消防本部）

合蘭越消防団・消防署蘭越支署）／地元町会防火防災訓練と消防団

９月号 135

総合消防活動（麻布消防団）／おいでよ 消防署！消防ふれあいフ

・危険物火災消火訓練（中和広域消防組合消防本部高市消防署）／合

ェスタ（横浜市消防局西消防署・西消防団）／大規模地震災害時に

同水難救助訓練（有田川町消防本部）／防災フェスティバル2013（北

備え遠距離中継送水訓練（相模原市消防局北消防署）

10月号 134

見地区消防組合 消 防 本 部 ） ／ 小 さ な 手 か ら 大 き な 願 い ！ （ 新 潟

・台風や豪雨に備えて士気旺盛な舟艇訓練（東京消防庁荒川消防署）

市消 防局 秋 葉消 防署）／天の川に防火の願いを…（豊中市消防本

／多数傷病者発生時の対応訓練（東京消防庁国分寺消防署）／大規

部北消防署）／七夕まつりを盛大に開催（姫路市消防局網干消防署）

模商業施設でＮＢＣ災害消防演習（東京消防庁北多摩西部消防署）

９月号 136

／南海トラフ巨大地震の発生に備えて（尾三消防本部）／観光シー

・良い子になります！防火七夕祭り（奈良市消防局中央消防署）／一

ズンに備え水難救助総合訓練（湖南広域消防局）

11月号 131

日消防士体験入署（西和消防組合消防本部）／災害を風化させない！

・災害発生時の初期行動要領を再確認（彦根市消防本部）県内５消

九州北 部豪雨 災害写 真展（八女消防本部・八女地区防災協会）／

防本部合同の水難救助訓練（徳島市消防局）／月形町防災フェスタ

夏に備え、関係機関との救助体制を強化（藤沢市消防局）

で安全安心をＰＲ（岩見沢地区消防事務組合消防本部（署）月形支

９月号 137

・救急救命士会の研修会（山梨県救急救命士会）／救助に関する講義

署）／防火パークゴルフ大会で防火意識を高める（釧 路 北 部消 防

と事故車両等の固定訓練（恵那市消防本部）／啓発品の寄贈を受け

事務組合消防本部弟子屈消防署川湯支署）／消防イベントを開催

る（長久手市消防本部）／夏の災害予防運動消防局長特別査察（湖

（釧路東部消防組合消防本部浜中消防署）

南広域消防局）／千成小学校で消防フェア（豊中市消防本部南消防

11月号 132

・火災予防って大事だね！夏休み一日消防士（上尾市消防本部）／彩

署）／エピペン講習会を開催（柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部）

夏祭で消防防災体験フェア（朝霞地区一部事務組合埼玉県南西部消

９月号 138

防本部朝霞消防署）／厳しい訓練に耐え、消防士認定証をゲット！

・小学生対象の救命講習（堺市消防局西消防署）／消防庁舎使用不能時

（豊田市消防本部）／子どもたち集合！夏休み消防体験・見学ツア

の施設使用に関する協定（八幡浜地区施設事務組合消防本部）／命

ー（知多市消防本部（署）八幡出張所）

を救った２事案の救命処置協力者に表彰状（須賀川地方広域消防本部）

11月号

133

・消防博士だよ！子ども消防防災チャレンジ（豊中市消防本部北消防署）

／車両火災からの救出に消防総監感謝状（東京消防庁京橋消防署）

／女性消防士がラクロスワールドカップに出場！（堺市消防局）／消

９月号 139

防車両運転技術研修（江別市消防本部（署）
）／迅速な支署各隊の連携、

・初期消火協力者に感謝状（尼崎市消防局西消防署）／消防協力者に感

士気の高揚を図る（羊蹄山ろく消防組合消防本部（署）蘭越支署）

謝状（奈良市消防局中央消防署）／手作り絵本を贈呈（（公財）札幌市防

／高齢者グループホーム防火安全対策研修会（稲敷広域消防本部）

災協会）／埼玉県防災講演会を開催（（公財）埼玉県消防協会）／マスコッ

／学校教職員応急手当普及員講習（千葉市消防局）

トキャラクター“どーべるくん”誕生（（一社）長久手市危険物安全協会）

11月号 134

・天ぷら油火災を想定した原因調査訓練（松戸市消防局）／中途失聴

９月号 140

難聴者の応急救護訓練（東京消防庁八王子消防署富士森出張所）／

・当別消防創設100周年記念式典を盛大に挙行（石狩北部地区消防事務

木造住宅密集地域などの減災対策を推進（横浜市消防局西消防署）

組消防本部当別消防署）／深まる女性消防団員の交流（結城市消防

／ジオラマを活用した小隊長・副小隊長研修（新潟市消防局）11月号 135

団／筑西広域消防本部結城消防署）／尾久消防団、火災現場で活躍（東

・公務災害防止対策研修会（大垣消防組合消防本部）／危険物スキル

京消防庁尾久消防署／尾久消防団）／少年消防クラブ法被等貸与式

アップ研修会（衣浦東部広域連合消防局）／実技を交えた防火講演

（伊那消防組合消防本部伊那消防署）

（堺市消防局東消防署）／私たちが“地域防災の主役”です（柏

９月号 141

・水難救助隊・福島県消防防災航空隊合同訓練（郡山地方広域消防組

原羽 曳野 藤井 寺消 防 組合 消防 本 部）／Push ！ Push ！ Push ！

合消防本部郡山消防署）／山岳事故に備えて！（島田市消防本部金

ひろめよう救命の輪（川西市消防本部）／子ども文化財防火教室

谷消防署川根北分遣署・南分遣所）／林野火災事案に備え、３機関

（奈良市消防局）

11月号 136

が合同で訓練（袋井市森町広域行政組合袋井消防本部（署）森分署）

・防災教育施設を兼ね備えた新庁舎が完成！（高吾北広域町村事務組

／知多地域の６消防本部職員が合同で潜水訓練（知多南部消防組合

合消防本部）／水難事故における消防協力者に感謝状（郡山地方広

消防本部）／羽衣国際大学で消防訓練（堺市消防局高石消防署）

域消防組合消防本部）／安全功労者総務大臣表彰を受賞（尼崎市消

10月号 130

防局）／林野火災の水利確保に給水車で貢献（南さつま市消防本部）

・はしご車操法技術錬成会（豊中市消防本部）／流水域（河川）で特別
救助隊登録者連携訓練（八代広域消防本部）／少年少女消防体験入隊

11月号 137
・安心安全のために介護士の消防団員が誕生！（札幌市消防局厚別
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消防署・札幌市厚別消防団）／街頭で住警器の早期設置を訴える

消防協会）

（加古川市消防本部・加古川市婦人防火クラブ）／着衣泳法を学

一日消防署長に～（東京消防庁）

頃の備えの重要性を学んだ防災体験！（泉州南消防組合消防本部
11月号 138

を活用して新たな消防車両を作製～

１月号

・日本防炎協会設立50周年記念行事

・西白井消防署）／救急フェアで市民が救命技術を取得（藤沢市

１月号

・ＦＳＡサーフィンコンテスト in 静岡（全日本ファイアーマンサー

消防局）／音楽コンサートで応急手当普及活動（三島市消防本部）

フィン連盟）

／このまちいいな防災救急フェスタ2013（豊中市消防本部）／

１月号

・中央自動車道上り笹子トンネルで崩落事故～車両３台が巻き込まれ

12月号 131

・命をつなげるのはあなた救急フェア in 大日（守口市門真市消防

死者９人、負傷者２人～

２月号

・第15回全国消防救助シンポジウムから次なる大規模災害に立ち向か

組合消防本部）／消太と消子が命の大切さを訴える（枚方寝屋川

うために（総務省消防庁）

消防組合消防本部）／ＡＥＤいつやるの？今でしょ！（柏原羽曳野

２月号

・姫路市消防葬～姫路市化学工場爆発事故 殉職消防士の冥福を祈る

藤井寺消防組合消防本部）／救急 隊と 児童が コラボ ！（姫 路市消

（姫路市文化センター）

防局飾磨消防署）／乗降客千人にＰＲ！ＪＲ宝塚駅で救急フェア
（宝塚市消防本部西消防署）

１月号

・特殊災害対策車（偵察車）を運用開始～台湾からの義援金１億円

・「なし坊」が一日救急隊長（印西地区消防組合消防本部白井消防署

市民を対象に普通救命講習Ｉ（河内長野市消防本部）

１月号

・ファイヤーフェスティバル２０１２ in 渋谷～俳優の照英さんを

ぶ！吉川松伏消防組合消防本部・吉川松伏少年消防クラブ）／日
・泉佐野市少年消防クラブ）

総目次

２月号

・「近代消防」誌が選ぶ2012年重大ニュース（東日本大震災を踏まえた消防

12月号 132

審議会の答申／救急隊員の行う心肺蘇生法の実施要領の改正／首都直下

・救急の日に“リトミック”!?（備北地区消防組合消防本部庄原消

地震等の新たな被害想定発表／広島県福山市でホテル火災－死者７人－

防署高野出張所）／結城市のマスコット蓮花ちゃんも応援！（葛

／消防法の一部改正／災害対策基本法の一部改正／九州北部豪雨－死者

城市消 防本部 ）／防災 ・救急 フェア（山辺広 域行政事務組合消

・行方不明者32人－／少年消防クラブ交流会初開催／南海トラフ巨大地

防本 部 天 理 消防 署 ） ／ 看 護 学 生 も 乗 務 員 も み ん な で 救 命 講 習

震の被害想定発表／東日本大震災を踏まえた消防団活動報告書発表／市

（ 西 和 消 防 組 合 消 防 本 部 西 和消防 署）／2013消 防 救 急 フ ェ ア

町村消防の広域化に関する中間答申／消防士タスキリレー石巻市にゴー

（中津市消防本部）

ル／敬老の日 住宅防火・防災キャンペーン／日本触媒姫路製造所で

12月号 133

・救急フェア2013（うるま市消防本部）／朝霞市総合防災訓練（朝

爆発火災－消防職員１人が殉職－／地方公務員制度改関連法案が廃案／

霞地区一部事務組合埼玉県南西部消防本部朝霞消防署）／陸上自衛隊

中央自動車道笹子トンネル崩落事故－死者９人－

２月号

松戸駐屯地創立61周年記念行事（松戸市消防局）／多数傷病者発

・平成25年の新春を飾れ！ 安心安全の願いをこめて——消防出初式20

生時の他機関の連携強化（伊南行政組合消防本部）／林野火災に備

13！（東京消防庁／尼崎市／三郷市／佐久市／羊蹄山ろく消防組合

え４機関が連携強化を図る（島田市消防本部金谷消防署川根北分遣所）

／北茨城市／奈良市／宮崎市／釧路北部消防事務組合〈川湯消防団〉
／日立市／横浜市／千葉市／泉佐野市）

12月号 134

防協会／全日本消防人共済会）

／最大予測震度７に備えろ！（中和広域消防組合消防本部橿原消

３月号

・第21回全国救急隊員シンポジウム NEXT STAGE～救命の未来を岡山

防署）／豪雨災害発生地区で総合防災訓練（南さつま市消防本部）
／親子消防体験学習（流山市消防本部東消防署）

３月号

・防火ポスター、防火・防災に関する作文最優秀賞表彰式（㈶ 日本消

・救助技術を磨く！水難救助と山岳救助訓練（泉州南広域消防本部）

から～（岡山市消防局／㈶ 救急振興財団）

12月号 135

・阪神・淡路大震災から18年。絆・支え合う心を次世代に語り継ぐ

・４機関合同で、高齢者事故防止ポスターを作成（横浜市消防局西
消防署）／「火の用心」の贈り物住宅防火・防災キャンペーン（羽

・ 警戒 区域 等に おけ る大規 模火災 発生に 備えた 防災訓 練（原 子力

咋郡市広域圏事務組合消防本部宝達志水消防署）／親子で学ぶ楽

災害現地対策本部/福島県災害対策本部／福島県内の12消防本部／
福島県消防防災航空センター）

しい消防教室（江南市消防本部（署）東分署）／火災現場での電

３月号
３月号

３月号

気に関する講習会（八千代市消防本部）／東大生に火気使用等に

・大竹市消防本部（広島県）化学機動隊 発隊

３月号

係る安全講習会（東京消防庁目黒消防署）

・上島町消防本部（愛媛県）自転車隊 結成

３月号

12月号 136

・死者４人、負傷者８人 長崎市グループホーム火災 認知症高齢者グ

・防火・防災体制の強化に向けて消防法改正説明会（藤沢市消防局）
／新社会人としての接遇を身に付ける（静岡県消防学校）／二次

ループホーム等に係る査察、検査

４月号

被害を避けるために流水救助活動講習会（衣浦東部広域連合消防

・第65回日本消防協会定例表彰式（㈶ 日本消防協会）

局）／消防署長感謝状贈呈式（久留米広域消防本部久留米消防署）

・第５回島根県女性消防団員活性化推進大会（（公財）島根県消防協会）４月号

12月号 137

・第59回文化財防火デー・全国各地で消防訓練 私たちの貴重な財産

・九都県市合同訓練 に参加（千葉市消 防団）／震災対策と水難救

・文化財を火災から守れ！（泉佐野市消防本部／豊中市消防本部／

助訓練（横浜市西 消防団）／女性防火ク ラブ防災講習会（堺市

尾三消防本部東郷消防署／小田原市消防本部／東京消防庁日本堤消

美原女性防火クラブ）／市民のバイススタンダー消防団員が普通

防署／東京消防庁芝消防署／奈良市消防局南消防署／河内長野市消

救命講習 （ 泉佐野市消防団 ） ／ 地 域 の 安 全 と 安 心 を 守 る た め に

防本部／山辺広域行政事務組合天理消防署／茨木市消防本部／松山

（西和消防組合消防本部）

市消防局/恵那市消防本部／彦根市消防本部／久留米広域消防本部

12月号 138

／中和広域消防組合高市消防署／中和広域消防組合御所消防署）

・豊川市自衛消防隊ポンプ操法大会（豊川市防火安全協会）／守れ！我

方面本部）

市門真市消防組合消防本部）／西東京消防少年団が高齢者施設を
慰問（東京消防庁西東京消防署・西東京消防少年団）

４月号

・消防団員・災害時支援ボランティア合同訓練（東京消防庁第六消防

が事業所（堺市消防局南消防署）／合言葉は「管内 無火災！」
（守口
12月号 139

・都電荒川線にホース横断溝を設置（東京消防庁）

４月号
４月号

・平成24年度全国婦人防火連合会総会（婦人（女性）防火クラブ50周
年記念総会）（㈶ 日本防火協会）

■カラーグラビア
・きらら浜 等）

１月号

・東日本大震災二周年追悼式（国立劇場）
合消防本部）

１月号

・津波防災の日講演会2012（内閣府（防災担当））

１月号

・第２回日本人の原点「祈りの日」式典（明治記念館）

・津波避難ビルを開発（清水建設㈱）

１月号

・「東日本大震災復興支援企画」消防自動車寄贈式（㈱パトライト／

・国際消防救助隊神奈川県内合同訓練（横浜市訓練センター）

１月号

・第18回全国女性消防団員活性化秋田大会（総務省消防庁／㈶ 日本

５月号

・３・11東日本大震災殉職者慰霊碑建立式（石巻地区広域行政事務組

・平成24年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練（八代市・球磨川
河川敷公園 他）

４月号

・モデル少年消防クラブ活動報告会（少年消防クラブ活性化推進会議）４月号

・平成24年度中国・四国ブロック 緊急消防援助隊合同訓練（山口市

亘理地区行政組合消防本部／陸前高田市消防団）
・東日本大震災アーカイブ公開記念シンポジウム「東日本大震災の記
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５月号
５月号
５月号

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
録をのこす意志、つたえる努力」（国立国会図書館／総務省）

５月号

・全国消防団員意見発表会、消防団等地域活動表彰式及び総務省消防
庁消防団協力事業所表示証交付式（総務省消防庁）

・平成25年度集団災害対応訓練（さいたま市消防局）

５月号

・モンゴルへ消防ポンプ車を寄贈（鯖江・丹生消防組合消防本部）

９月号

・座間市・相模原市消防と合同の基地全体訓練（在日米陸軍統合消防

・キルギス共和国非常事態省との消防防災分野に係る協力覚書を署名
（総務省消防庁）

総目次

本部）

９月号

・救急ワークステーション運用開始（藤沢市消防局）

９月号

５月号

・ラグーナ蒲郡で水難事故防止安全講習会（蒲郡市消防本部）

９月号

５月号

・島根県・山口県の大雨被害（７月28日（日））８月９日 ㈮ からの東
北地方を中心とする大雨被害

・春の全国火災予防運動で、ファイヤーフェスティバル、一日消防署長、
消防演習等多彩な取組（東京消防庁／名古屋市消防局／大阪市消防局）５月号

10月号

・ 911家族会が再来日し、東日本大震災被災地を訪問

10月号
10月号

・集団災害対応訓練（さいたま市消防局）

５月号

・消火訓練中の火傷事故（滋賀県東近江市）

・多数傷病者発生災害対応訓練（三重県）

５月号

・消防庁ヘリコプター（４号機）宮城県で運航開始（総務省消防庁

・淡路島付近を震源とする地震

６月号

・三宅島近海を震源とする地震

６月号

・東戸塚消防出張所開庁30周年記念スペシャルイベント開催（横浜

６月号

・少年消防クラブ交流会を徳島県で開催（総務省消防庁・（一財）日本防火・防

／宮城県）

・福島支援全国消防派遣隊発足（総務省消防庁／全国消防長会／双葉

市戸塚消防署）

地方広域市町村圏組合消防本部）
・福島県の双葉消防本部へ消防職員を派遣（東京消防庁）

６月号

・科 学 技 術 週 間 消 防 防 災 の 最 先 端 技 術 ・ 研 究 開 発 ・ 業 務 内 容

10月号

災協会・㈶ 日本消防協会）

10月号

・平成25年度子ども霞が関見学デー（総務省消防庁）

を一般公開（消防大学校 消防研究センター、日本消防検定協会 、
（一財）消防科学総合センター）

６月号

助機動部隊 発隊
・東京消防庁消防技術安全所一般公開

10月号

・第42回全国消防救助技術大会開催／平成25年度全国優良消防職員表

・東京消防庁、５隊目のハイパーレスキュー隊 第九消防方面本部救

彰式

10月号

・京都嵐山・福知山等を襲った台風第18号による被害（９月16日）

11月号

６月号

・埼玉県で発生した突風・竜巻による被害（埼玉県越谷市ほか）

11月号

６月号

・第34回九都県市合同防災訓練

11月号

・平成25年防災功労者内閣総理大臣表彰式（総理大臣官邸）

11月号

・土砂災害を想定した防災訓練（日高市）

11月号

・消防救急艇「あさぎり」進水式 気仙沼市の大島の傷病者を搬送する救
急艇が２年ぶりに復活（気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部）６月号
・自家用給油取扱所運用開始 大災害時における燃料給油体制を確保
（藤沢市消防局）

10月号

・大地震の発生を想定した緊急対応防災訓練を実施（首都高速道路㈱）
６月号

11月号

・加古川市消防本部 高度救助隊発隊

６月号

・救急医療週間 救急の日2013開催（総務省消防庁／厚生労働省等）11月号

・出雲市消防本部 特別救助隊発足

６月号

・平成25年度救急フェア及び救急セミナー（東京消防庁）

11月号

・浜松市天竜区で地すべりが発生（４月23㈫ ～５月１日㈬ ）

７月号

・第32回全国消防殉職者慰霊祭（㈶ 日本消防協会）

11月号

・平成25年度東京消防庁・多摩市合同総合水防訓練

７月号

・新藤総務大臣東京消防庁を視察（東京消防庁第八消防方面本部救

・新型消防艇第４代「みやこどり」就航式（東京消防庁）

７月号

・平成25年水の消防ページェント（東京消防庁）

７月号

・世界警察消防競技大会

・消防団員確保対策に関するシンポジウム（㈶ 日本消防協会）

７月号

・台風第26号による被害 伊豆大島・元町等で大規模な土砂崩れ（10

・日本消防協会代議員会開催

７月号

・クロスロードのつどい＠呉（呉市社会福祉協議会／神戸学院大学）
・INABA JUMP PROJECT 贈呈式

・第62次消防審議会答申を手交（総務省消防庁）

東京都大島町）

12月号

・東北三県防災航空隊合同訓練（福島県消防防災航空隊）

12月号

７月号

・第21回全国女性消防操法大会（総務省消防庁／㈶ 日本消防協会）

12月号

・消防団員健康セミナー（埼玉県消防協会第４ブロック連絡協議会）12月号

７月号

・緊急消防援助隊山形県隊「救助・救急登録部隊」研修会（山形市

・伊予消防等事務組合消防本部・伊予消防署 新庁舎完成／守口消防
署東部・出張所運用開始（守口市門真市消防組合消防本部）

11月号

７月号

2012年度も北海道内の消防機関等へ

小児用医療資機材を寄贈

月16日

11月号

・死者10人、負傷者５人、福岡市博多区整形外科医院火災（10月11日）12月号

・消防団120年・自治体消防65周年記念大会 in 東京ドーム／消防団
120年・自治体消防65周年記念オリジナルグッズ

助機動部隊等）

消防本部等）

12月号

７月号

・第41回日本救急医学会総会・学術集会

12月号

８月号

・ＥＭＳ Dispatcher Workshop（アジア救急医学会）

12月号

・消防ヘリコプター更新（横浜市消防局）

・第19回全九州消防親善綱引大会（防府市）

12月号

・平成25年度危険物安全週間６月2日 ㈰ ～６月8日㈯ ～全国各地で危険

・第11回関東地区消防職団員綱引大会（川崎市）

12月号

物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進～
・第65回全国消防長会総会、北九州市で開催

８月号
８月号

・第36回全国消防職員意見発表 平成24年度「消防機器の改良及び開

■カラーグラビア説明
・１月号

46

・２月号

48

・３月号

54

・４月号

60

８月号

・５月号

58

・６月号

62

・７月号

62

・８月号

54

・平成25年飯舘村多数傷病者対応訓練を実施（福島県／飯舘村）

８月号

・９月号

56

・10月号

62

・11月号

62

・12月号

58

・陸前高田市消防防災センター再建計画を発表

８月号

・幡多西部消防組合消防本部・宿毛消防署 新庁舎完成

８月号

発並びに消防に関する論文」表彰・発表

・救急ワークステーション運用開始（うるま市消防本部／沖縄県立中
部病院）
・宝塚市役所庁舎放火火災

・大震災後初の総合防災訓練 福島市総合防災訓練を実施（福島市消

９月号
９月号

・平成25年安全功労者内閣総理大臣表彰

９月号

・平成25年度消防関係総務大臣表彰式（総務省消防庁）

９月号

・第16回市町村婦人（女性）防火クラブ幹部研修会（（一財）日本防火・

消防本部・茨城県）

１月号

・ヘリポートや太陽光発電設備を備える 小川消防署新庁舎完成（比
企広域消防本部・埼玉県）

９月号

１月号

庁芝消防署）

１月号

・楽しく消防防災を体験 消防ふれあいフェスタを開催（湖南広域消

９月号

・平成25年度第１回救急隊員研修（稲敷地方広域市町村圏事務組合消
防本部）

１月号

・ＤＭＡＴとの連携を重点において 多数傷病者区連を実施（土浦市

・消防士姿で「還暦」祝う 小便小僧開設60周年記念行事（東京消防

・ 2013（第17回）ＪＦＦＷ交流会－震災を学ぶ 東日本大震災を振り
返って－

防本部）

８月号

・にっぽんどまんなか安心安全防災フェア2013

防災協会）

■ファイヤートピックス（カラー）

防局・滋賀県）

１月号

・兵庫県下消防本部の救助隊員が参加 救助行政と災害事例の公開講義

９月号
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（兵庫県消防学校）

１月号

近代消防 2013年(平成25年） １月号（624号）～12月臨時増刊号（636号）
・大型バス３台の多重衝突事故を想定 多重衝突事故対応合同訓練（松

消防本部・香川県）

山市消防局）

１月号

・東日本大震災の被災体験を聴く 防災講演会を開催（大分市消防局）

・大分県）

防組合消防署蘭越支署・北海道）

１月号

広域市町村圏事務組合・茨城県）

尾市消防本部・埼玉県）

２月号

消防訓練（埼玉県）

（小松市消防本部・石川県）

２月号

・市制施行40周年特別記念事業 消防フェアを開催（三郷市消防本部

・狭隘空間からの生存者救出を想定ＣＳＲ訓練を実施（東近江行政組

２月号

・３市３町管内人口約29万人の広域消防（泉州南広域消防本部・大阪府）６月号

合消防本部・滋賀県）

組合消防本部・千葉県）
・東京都）

消防本部・兵庫県）

２月号

・暴走車両による事故を想定して 多数傷病者対応訓練を実施（大磯
町消防本部・神奈川県）

（八代広域消防本部・熊本県）

２月号
２月号

・千葉市花見川消防署に特別救助隊を発隊（千葉市消防局）

部・和歌山県）

２月号

・アクション仮面が消防署に登場 消防少年団員募集を大いにＰＲ
（東京消防庁牛込消防署）

３月号

・子ども園の５歳児に対しアメリカ式防火教室を実施（豊田市消防本部）７月号
・大規模災害への救助体制を強化 ２隊の高度救助隊が発足（堺市消
防局）

３月号

７月号

・行方不明者捜索事案に備えて 春季捜索路現地調査訓練（岩内・寿

・職責の理解や知識。技術の向上を図る 昇任予定者研修を実施（大

都地方消防組合消防本部・北海道）

３月号

８月号

・「安全で住みやすい街 おおい」をめざして自衛消防技術発表会を開

・東大阪市消防局マスコットキャラクター 消防トライくんが初仕事（東

催（東京消防庁大井消防署）

３月号

８月号

・防火性能が向上した建物火災への対応 濃煙熱気実体験訓練を実施

・危険物施設に対する違反処理をテーマに 石田良文署長による公開

（島田市消防本部・静岡県）

３月号

８月号

・名古屋市中川区消防団連合会の団長24名が和歌山県の印南消防団を

・地域住民と初期消火訓練を実施 平成24年度葛城市地域防災訓練（葛

訪問（名古屋市中区消防団連合会）

３月号

８月号

・優しく頼れるマスコットキャラクター「こころくん」が３Ｄで登場

・林野火災予防対策の一環として 鐘撞堂山に上り旗とパネルを設置（深
４月号

・大規模・広域災害時における 長時間救助活動想定訓練（千葉市消

（乙訓消防組合消防本部・京都府）

８月号

・車両10台、総人員約70名が参加 危険物流出・火災消防訓練（徳島

４月号

・津波避難誘導訓練を実施 みなとみらい21地区合同防災訓練（横浜

市消防局）

８月号

・３日間で延べ43名の隊員が参加 解体現場で災害現場活動訓練（大

４月号

・関係機関との綿密な連携を確認 ＪＲ総合事故対抗訓練と検討会（敦

洲地区広域消防事務組合消防本部・愛媛県）

８月号

・土のうや傷病者の搬送など風水害に備えて水防訓練（八女消防本部

４月号

・岩場での安全管理と連携を検証 高度救助隊山岳救助訓練（豊橋市
消防本部・愛知県）

７月号

・大規模地震発生を想定した消防総合訓練を実施（大野市消防本部）７月号

・円滑で効果的な相互協力体制を確認 東名高速道路合同消防訓練（豊

賀美方消防組合消防本部・福井県）

市消防局）

３月号

・二次災害の防止を主眼に 北総鉄道矢切駅災害対応訓練（松戸市消

市消防局）

７月号

・第５回アフリカ開発会議を控えて大規模テロ対策訓練を実施（横浜

消防局）／消防フェアで子ども達に大人気 ミニはしご車を披露

防局）

７月号

・特別救助隊６市合同 救助訓練及び消防総合訓練（松戸市消防局） ７月号

・高機能・先進的な資機材を集中配備 特 別 消 防 隊 を 発 隊（札幌市

谷市消防本部・埼玉県）

６月号

・県解体工事業協会との重機運用連携訓練を実施（山形市消防本部）７月号

・海抜24ｍの高台に移転 串本町消防防災センター完成（串本消防本

城市消防本部・奈良県）

６月号

・解体予定の病院棟を活用し特別救助隊登録者訓練

・生活道路が崩落・寸断したとの想定で 山林踏破訓練を実施（湖南

講義（兵庫県消防学校）

６月号

・救急隊１隊 を 増 隊 し ６ 隊 体 制 に 救 急 隊 増 隊 運 用 開 始 式 （宝 塚 市

・江戸川消防少年団 社会貢献青少年表彰を受賞（江戸川消防少年団

大阪市消防局・大阪府）

６月号

２月号

・災害机上訓練を実施し 組織体制の強化に取り組む（印西地区消防

津市消防局・滋賀県）

６月号

・市長定例記者会見の場で消防団員募集をＰＲ（名古屋市消防局） ６月号

・埼玉県）

川市消防本部・愛知県）

６月号

・中川真衣さんが一日指令センター長に 新指令システム運用開始式

・地震発生時の冷静な行動や初期消火等を確認 地震火災を想定した

防局・千葉県）

５月号

・上尾市・伊奈町の初動体制を強化 共同消防指令センター発足式（上

・リフティングとクリビングを検証 震災救助訓練を実施（稲敷地方

（伊勢崎市消防本部・群馬県）

５月号

・雪山での山間地救助訓練と交通事故救助訓練を実施（羊蹄山ろく消

・解体前の旧市民病院を利用して消防総合訓練を実施（中津消防本部

広域消防局・滋賀県）

総目次

・福岡県）

８月号

・事業所を大地震後の火災から守る自衛消防訓練審査会を実施（東京

４月号

消防庁芝消防署）

９月号

・大阪市立阿倍野防災センター 来館者数100万人達成（大阪市消防局） ４月号

・消防艇、消防隊、消防団が連携遠距離送水訓練を実施（横浜市消防局）９月号

・幼稚園児、とんど大会にて「火遊びしません」と誓う（姫路市消防局

・３市１町の消防本部が参加水難救助合同訓練（座間市消防本部・神

・兵庫県）

４月号

・ＬＰガスの漏えいを想定 高圧ガス防災訓練に参加（松山市消防局
・愛媛県）

４月号

・東日本大震災から２年 旧市役所で大規模救助演習（東京消防庁町田消
防署・第八消防方面本部）

消防本部・大阪府）

５月号

山県）

５月号

９月号

・広島県）

９月号

・松山城ロープウェイ・リフトにて合同救助訓練を実施（松山市消防局）９月号

５月号

・降下やロープ渡過などを体験 ３日間の消防体験学習（三郷市少年
消防クラブ・埼玉県）

５月号

10月号

・応急手当奨励制度に基づき商店街が救命講習を実施（東京消防庁京
橋消防署・芝消防署）

・徳島県消防防災航空隊も参加 林野火災消防訓練を実施（徳島市消防局） ５月号
・救命処置のスキルアップを図る 救急救命士救急技術効果確認（丸亀市

９月号

・防災について考える時間「先生は消防士」の授業（三原市消防本部

・ブリーチングと狭隘空間での救出活動 実践的震災対応合同訓練（松江
市消防本部・島根県）

９月号

・解体予定の中学校で震災対応訓練を実施（有田川町消防本部・和歌

・消防職団員、センター職員が参加 火災を想定した合同訓練（河内長野
市消防本部・大阪府）

岐阜県）

５月号

・春の火災予防運動の一環として 火の用心駅伝と防火教室（豊明市消防
本部・愛知県）

９月号

・高度救助隊「ＨＥＡＲＴ」による高度救助隊技術訓練披露（豊中市

・雪祭り発祥の地で雪像を作成 十日町雪まつりで防火ＰＲ（十日町地域
消防本部・新潟県）

奈川県）

・鉄道会社の協力を得て鉄道研修会を実施（西濃ブロック消防長会・

10月号

・救助資器材の取扱いを体験一日消防士体験を実施（富山県東部消防
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組合消防本部）

10月号

・山岳救助事案に備えて航空隊との合同救助訓練（袋井市森町広域
行政組合消防本部・静岡県）

10月号

・マスコットキャラクターも集結 救急フェア山武2013を開催（山武
郡市広域行政組合消防本部・千葉県）

11月号

・テレビ東京で自衛消防訓練、消防演習 鷲見玲奈さんが一日消防署
長（東京消防庁芝消防署）

11月号

・2001年の米国同時多発テロの惨事を伝えるＮＹ市消防職員の遺品を
展示（横浜市消防局）

11月号

・東海地震を想定した大規模災害対応訓練を実施（新潟市消防局）

11月号

・相模トラフ巨大地震の津波災害に備え 津波対策用救命胴衣いを配
備（伊東市消防本部・静岡県）

11月号

・アイドルグループ「ＳＫＥ48」消防団サポーター任命（名古屋市）11月号
・ヘリとの連携を確認防災航空隊と連携訓練（葛城市消防本部・奈良県）11月号
・海上保安部、消防防災航空隊と連携（松山市消防局）

11月号

・防災航空隊との連携を確認 山岳合同救助訓練を実施（日高西部消
防組合消防本部・北海道）

12月号

・ＷＢＣスーパーフェザー級（ボクシング）チャンピオン三浦隆司
が一日消防署長（能代山本広域市町村圏組合消防本部・秋田県）

12月号

・消防・警察・ＪＲの合同訓練 人身事故想定訓練を実施（千葉市消
防局）

12月号

・潜水救助隊と防災航空隊が連携防災航空隊との連携訓練（砺波地
域消防組合消防本部・富山県）

12月号

・サッカーチーム「ヴァンフォーレ甲府」安心・安全なスタジアム
で表彰（甲府地区広域行政事務組合消防本部・山梨県）

12月号

・20年ぶりに救急隊を増隊 救急隊５隊運用開始式（彦根市消防本部
・滋賀県）

12月号

・隣接する２消防本部と連携 平成25年度水難救助合同訓練（加古川
市消防本部・兵庫県）

12月号

・４消防本部と海上保安庁が参加 水難救助隊・潜水班合同訓練（八
代広域行政事務組合消防本部・熊本県）

■社告

12月号

等

・謹賀新年

１月号 207

・暑中お見舞い申しあげます

８月号 159

■特別付録
〈特別付録〉消防ダイアリー2013年版

■近代消防

１月号

12臨時増刊号（消防団120年・自治体消防65周年記念）

・消防団120年・自治体消防65周年記念大会（11月25日

東京ドーム）

（天皇皇后両陛下ご臨席のもと盛大に開催）
消防65年激動の奇跡を再現 年表1948～2013
１．災害編

……

２．消防組織・制度・法令改正編

…… 147

９

３．消防装備・研究開発編

…… 195

消防応援課 消防団 三百六十五歩のマーチ

…… 146

「消防団120年」の根拠となった「消防組規則」 …… 123
飛翔１１９

■広告

…… 240

・１⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３／㈱モリタホ
ールディングス（表４）／（一社）日本ガス石油機器工業会（カラー１）／ヤマハモーター
エンジニアリング㈱（カラー10）／㈱初田製作所（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラ
ー12）／㈱重松製作所（カラー13）／ワイ・エンジニアリング㈱（本文カラー81）／「震
災対策技術展」実行委員会（本文カラー82）／ＹＯＮＥ㈱（本文カラー84）／コーンズ
テクノロジー㈱（本文カラー85）／不二映画㈱（本文カラー85）／新コスモス電機㈱（本
文カラー86）／三井化学㈱（本文30）／日本無線㈱（本文45）／帝国繊維㈱（本文54）
／アルインコ㈱（本文70）／ＳＥＡＬＥＧＳ ＪＡＰＡＮ ＧＲＯＵＰ（本文101）／ニッタン㈱
（本文120）／防災士研修センター（本文186）／日本消防コンサルティング㈱（本文189）
／㈱報商製作所（本文199）
・２⽉号掲載広告
ＹＯＮＥ㈱（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタホール
ディングス（表４）／アキレス㈱（カラー１）／「震災対策技術展」実行委員会（カラ
ー10）／湘南工作販売㈱（カラー12）／㈱重松製作所（カラー13）／アコードインター
ナショナル㈱（本文39）／帝国繊維㈱（本文60）／浜口ウレタン㈱（本文85）／SEALE

総目次

GS JAPAN GROUP（本文85）／㈱トレハクラブ（本文100）／国士舘大学大学院㈱（本
文109）／サンマックス㈱（本文115）／芦森工業㈱（本文121）／防災士研修センター
（本文125）／日本消防コンサルティング㈱（本文142）
・３⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／ＹＯＮＥ㈱（カラー１）／ヤマハモーターエンジニアリン
グ㈱（カラー10）／新コスモス電機㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー12）／㈱
重松製作所（カラー13）／浜口ウレタン㈱（本文37）／SEALEGS JAPAN GROUP（本
文37）／防災士研修センター（本文44）／帝国繊維㈱（本文59）／芦森工業㈱（本文64）
／アルインコ㈱（本文96）／㈱報商製作所（本文113）／日本消防コンサルティング㈱
（本文141）
・４⽉号掲載広告
（一社）日本ガス協会（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／フリアーシステムズジャパン（カラー１）／ヤマハモータ
ーエンジニアリング㈱（カラー10）／ＹＯＮＥ㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラ
ー12）／㈱重松製作所（カラー13）／㈱ソリトンシステムズ（本文35）／帝国繊維㈱（本
文42）／芦森工業㈱（本文54）／㈱トレハクラブ（本文85）／防災士研修センター（本
文123）／日本消防コンサルティング㈱（本文142）
・５⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／フリアーシステムズジャパン（カラー１）／ヤマハモータ
ーエンジニアリング㈱（カラー10）／新コスモス電機㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱
（カラー12）／㈱重松製作所（カラー13）／防災士研修センター（本文36）／浜口ウレ
タン㈱（本文57）／ワイ・エンジニアリング㈱（本文カラー79）／アルインコ㈱（本文
87）／帝国繊維㈱（本文100）／芦森工業㈱（本文111）／㈱報商製作所（本文128）／
／日本消防コンサルティング㈱（本文142）
・６⽉号掲載広告
㈱日本緊急通報サービス（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱
モリタホールディングス（表４）／スチール（カラー１）／アキレス㈱（カラー10）／
東京国際消防防災展2013（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー12）／㈱重松製作所（カ
ラー13）／㈱トレハクラブ（本文61）／帝国繊維㈱（本文82）／アコードインターナシ
ョナル㈱（カラー102）／芦森工業㈱（本文103）／防災士研修センター（本文123）／
日本消防コンサルティング㈱（本文142）
・７⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／スチール（カラー１）／ヤマハモーターエンジニアリング
㈱（カラー10）／東京国際消防防災展2013（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー12）
／㈱重松製作所（カラー13）／ワイ・エンジニアリング㈱（カラー65）／新コスモス電
機㈱（本文37）／帝国繊維㈱（本文53）／アルインコ㈱（本文61）／浜口ウレタン㈱（本
文71）／芦森工業㈱（本文91）／㈱報商製作所（本文105）／防災士研修センター（本
文115）／日本消防コンサルティング㈱（本文142）
・８⽉号掲載広告
㈱日本緊急通報サービス（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱
モリタホールディングス（表４）／アキレス（カラー１）／東京国際消防防災展2013（カ
ラー10）／東京技術開発㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー12）／㈱重松製作所
（カラー13）／防災士研修センター（本文48）／帝国繊維㈱（本文57）／芦森工業㈱（本
文123）／㈱トレハクラブ（本文131）
・９⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／ヤマハモーターエンジニアリング㈱（カラー１）／東京国
際消防防災展2013（カラー10）／新コスモス電機㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱（カ
ラー12）／㈱重松製作所（カラー13）／日本無線㈱（本文33）／防災士研修センター（本
文55）／帝国繊維㈱（本文106）／芦森工業㈱（本文113）／アルインコ㈱（本文119）
／㈱報商製作所（本文130）／浜口ウレタン㈱（本文133）
・10⽉号掲載広告
㈱日本緊急通報サービス（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱
モリタホールディングス（表４）／スチール（カラー１）／東京国際消防防災展2013（カ
ラー10、11）／アンリツ（カラー12）／湘南工作販売㈱（カラー13）／㈱重松製作所（カ
ラー14）／（一財）防災安全協会（本文38）／エジソンハードウエア㈱（本文38）／帝国繊
維㈱（本文53）／国士舘大学大学院（本文113）／芦森工業㈱（本文121）／防災士研修
センター（本文137）／㈱トレハクラブ（本文131）
・11⽉号掲載広告
㈱富士通ゼネラル（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱モリタ
ホールディングス（表４）／（一財）日本ガス石油機器工業会（カラー１）／ヤマハモータ
ーエンジニアリング㈱（カラー10）／アンリツ（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー
12）／㈱重松製作所（カラー13）／㈱エイエイピー（本文カラー65）／新コスモス電機
㈱（本文カラー80）／アルインコ㈱（本文39）／帝国繊維㈱（本文70）／㈱報商製作所
（本文89）／芦森工業㈱（本文95）／浜口ウレタン㈱（本文118）／防災士研修センタ
ー（本文139）
・12⽉号掲載広告
㈱日本緊急通報サービス（表２）／ドレーゲル・セイフティージャパン㈱（表３）／㈱
モリタホールディングス（表４）／（一財）日本ガス石油機器工業会（カラー１）／アキレ
ス㈱（カラー10）／国際技術開発㈱（カラー11）／湘南工作販売㈱（カラー12）／ＹＯ
ＮＥ㈱（カラー13）／アイコム㈱（本文57）／帝国繊維㈱（本文75）／トレハクラブ㈱
（本文85）／芦森工業㈱（本文110）／緑蔭書房（本文115）／防災士研修センター（本
文140）
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