
▲ 平成21年11月10日 プロゴルファー藤本麻子さん(一日消防長)と城東保育園鼓笛隊のみなさん

火災を防ぐ環境づくり

日頃から近隣住民や地域との連携をとっ

て、不審者や不審物などによる放火への

警戒心を高めましょう。

物置や車庫、あるいは外出時の施錠を徹

底してください。

建物外周の整理整頓に努め、可燃物など

を放置しないようにしましょう。

寝室、階段、子供部屋（寝室）、廊下等に設置

してください。平成23年5月31日までに設置

することが義務づけられていますが、尊い命を

守るために早期に設置をしましょう。

寝具やカーテン、エプロンは防炎品を使用して

ください。

初期消火に有効な消火器を常備しておきましょ

う。

＜編集・発行＞津山圏域消防組合 代表（０８６８）３１－１１１９
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.119tsuyama.jp/

住宅用火災警報器の早期設置

防炎品の使用

住宅用消火器の設置

放火をふせぐ



津山圏域管内における平成２１年中の火災発生件数は「１２２件」と

昨年の１１４件と比較して８件の増加、また、死者は過去２番目に多い

９名（昨年１名）と９倍に増加し、火災・死者ともに多い年となりまし

た。負傷者は２４名（昨年２５名）で１名減少しました。

出火原因については、不審火（放火・放火の疑い）が１７件（昨年３

３件）と、昨年に比べ半数近く減少しました。次に、たき火・火入れが

１３件（昨年１０件）、こんろ・火遊び等が各７件（昨年こんろ９件・

火遊び等４件）となっています。

火の取扱いには、十分注意し、みなさんのご家庭から火災が発生しな

いようにお願いいたします。

また、引き続き既存建物の住宅用火災警報器の普及・促進および防火

広報活動に努めていきたいと考えております。

救助出場件数は８２件、救助人員数は３８名でした。

出場の内訳は、交通事故（５８件）、水難事故（４件）

機械事故（８件）、その他事故（１２件）です。

また、建物火災・その他火災で、５２件の出場があり

ました。

交通事故による救助出動が目立っています。安全運転

を心がけていただくよう、お願いいたします。

消火栓の上には、
道路交通法により
車両駐車禁止にな
っています。

市町別火災件数
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平成２１年の救急出場件数は７，２１０件、搬送人員数は

６，７００名で、平成２０年の７，２５４件・６，６７８名

から、４４件の減少、２２名の増加となっています。

事故種別件数では、急病が４，１２２件とトップで、全体

の救急出場件数のうち半数強（５７.１パーセント）を占めて

います。

また、一般負傷が９６９件、交通事故が７７２件となって

おり、以上の事故種別で全体救急出場件数の約８割を占めて

います。

事故種別搬送人員では、急病が３，６８４名、一般負傷が

９２１名、交通事故が８２７名で、以上においても搬送人員

全体の８０％を占めています。

津山圏域消防白書
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講習時間

受講料

３時間

無料

※個人受講希望の方は、こちらで指定した日の

中から、ご希望の日を選んでいただきます。

救急車の利用はけがや急病などで緊急に病院に

搬送しなければならない傷病者のためのものです。

緊急ではないのに救急車を要請すると、本当に

救急車を必要とする事故が発生した場合、遠くの

救急車が出動することになり、到着が遅れること

で、救える命が救えなくなるおそれがあります。

緊急性がなく自分で病院に行ける場合は、救急

車以外の交通機関等を利用してください。

消火器の廃棄処分を自分でするのは大変危険です。消火器は一般家庭に備え付けの義務はありませんが、

初期消火に大変適しています。しかし、非常に高圧力で薬剤を噴出するため、サビによる腐食や、キズ、

変形のある物は、その部分が圧力に耐えられず破裂する危険があります。廃棄は購入店か消火器販売店へ

相談してください。

事故事例

自宅の庭に保管してあった消火器を廃棄するために消火薬剤を放出しようとした所、消火器本体の底部の錆びて

いる部分から突然ガスが噴出、その反動で消火器本体が顔面を直撃、病院に搬送されたが外傷性頭蓋出血のため

死亡した。

ご家庭において一番身近で、初期消火に有効な消火器。この消火器による事故事例の発生とともに、

当消防本部にも問い合わせが増えています。消火器は、一般住宅では定期点検の義務はありませんが、

６ヶ月に一度を目安に自主点検することをお薦めしています。安全ピンが確実についているか、容器

やキャップに変形やサビがないか、ホースにヒビ割れがないかなどが自主点検の目安となります。

また、新しいものでも「腐食」「変形」があるものは、破裂の危険性があるので、絶対に使用しな

いでください。消火器にも寿命があります。消火器本体に、「一般家庭でも5年を目安に必ず点検を

行ってください。」「製造年から8年以上過ぎたものは使用しないでください。」と注意書きしてい

ます。専門の点検業者や、消火器販売店で点検してください。

お問い合わせ・お申し込み
個人受講 中央消防署（０８６８）３１－１２５３
団体受講 警防課 （０８６８）３１－１２５２

津山圏域消防組合では、個人向けと団体向けに

救命講習を行っております。

一人でも多くの方に受講していただき、救える

命をあなたが救ってください。救急車が到着する

まで待っているだけでは確実に「死」へ近づいて

います。最善の処置が行えるよう救命講習を受講

してください。

それはあなたの役目です。

傷病者の様子や

事故の状況などから、

急いで病院へ連れて行く

ほうがよいと思ったときには

迷わず１１９番通報を

してください。

緊急車両走行中は、進
路をゆずってください!!



平成２１年１月
自主防災講座

平成２１年８月
消防写生大会

（中央会場にて）

平成２１年７月
中国地区救助技術大会

平成２１年８月
少年消防クラブ一日入署体験

春季火災予防運動
防火パレード

（福岡保育園・作陽保育園）

「自分たちのまちは自分たちで守る！」

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災を契機に、この日

を「防災とボランティアの日」と定めています。多くの犠牲者が発生

した未曾有の災害を風化させることなく教訓となるよう、津山圏域管

内の自主防災組織、自治会長等、住民の皆様約３００名を津山圏域消

防組合庁舎にお招きし、「自主防災講座」を津山市・岡山県・当組合

共催により実施しました。

中国地区消防救助技術指導会出場!

平成２１年度中国地区消防救助指導会成績

・ロープブリッジ渡過

坂元 徹 （１０位）

・ほふく救出

水島チーム（１３位）

・ロープ応用登はん

友保チーム（１５位）

・障害突破

芦田チーム （７位）

・水中結索

山本チーム （３位）

〈将来の夢は消防士!〉

夏休み中の８月２２日、少年消防クラブ員による一日消防士

体験入署を実施しました。管内の小学生を対象に親子で約７０

人が地震・煙の体験、はしご車搭乗訓練、放水訓練などを行い、

また、午後からは、腹話術人形による紙芝居、消防士への質問

コーナーもあり、楽しく防火について学びました。



津山市神戸西地区
防火講話にて

平成２１年９月
消防音楽隊ふれあいコンサート

約５００人の皆様がご来場

くださり、計１０曲を披露し、

また、救命士による寸劇でＡ

ＥＤの使用方法を説明しまし

た。

防災腹話術
（勝北風の子こども園）

平成２１年８月２８日～８月３０日の３日間、

アルネ津山４階地域交流センターにて防災展を

行い、約１５００人の来場がありました。

平成２１年１１月
秋季火災予防運動

一日消防長

平成21年8月
消防防災展

<一日消防長 藤本 麻子さん>

（プロゴルファー）

秋季火災予防運動期間中の平成２１年１１月１０日、

津山市出身のプロゴルファーの藤本麻子さん（１９歳）

をお迎えしました。藤本さんは１０歳からゴルフを始め

られ、中学３年生で中国女子アマ戦で優勝を飾り、その

後、岡山県作陽高等学校に進学され数々の優秀な成績を

残されました。現在はプロゴルファーとして活躍し、将

来を期待されています。

この日、藤本さんは隊員による救助訓練の説明を受け

ながら興味深く見学し、ＡＥＤ体験や一般市民に住宅用

火災警報器のパンフレットの配布など、防火意識の高揚

と安心・安全の町づくりの為に地域住民に防火を呼び掛

けました。



本田 萌衣（やよい保育園６歳）濵田 祐佳里（勝間田小学校２年）延原 洸平（鶴山小学校６年）

中村 好寿（津山市立南小学校１年） 能勢 ひかる（加茂幼稚園６歳）秋山 倖慧（林田小学校６年）

航空隊で
活躍して
います!!

丸尾憲司副隊長

西消防署
署長 山本明志

第３２回こども消防写生大会を夏休み期間中に三会場で実施。５２９点の応募の中から、

県知事賞、県消防協会長賞、消防長賞、津山危険物安全協会長賞、津山消防協力会長賞、津山

圏域消防団長連絡協議会長賞、岡山県消防設備協会長賞、金賞、銀賞、銅賞、佳作の４４点を

選出しました。

昨年４月から岡山県消防防災航空隊の発隊に伴い津山圏域消防

から岡山県へ出向しています。ヘリコプターの活動は、林野火災

等の空中消火、山岳地域での傷病者の吊り上げ救助、遠隔地域か

らの救急搬送を得意としています。空飛ぶ消防車・救急車として

有効に活用してもらいたいと思います。

全てが難度の高い活動ですが、安全第一で岡山県民の安全・安

心のために頑張っていきます。今後の消防防災航空隊の活躍に期

待してください。

津山圏域消防組合では、現在の消防力を増強し、地域の

皆様方の安全・安心を向上させるため、ドクターカーステ

ーション建設を含め署所の統合計画を進めています。この

一環として、旧西分署と旧鏡野出張所を統合した、西消防

署を竣工、昨年4月１日より業務を開始いたしました。管

轄区域は、津山市西部地区・鏡野町全域・美咲町西部地区

で、職員２３名が昼夜を問わず防火防災の任に着いていま

す。管内の消防団との連携を図りながら、複雑多様化する

あらゆる災害に対し消防活動が迅速確実に行えるよう、消

防力の強化に努めてまいります。

皆様から親しまれ信頼される西消防署を目指して職員一

丸となり努力してまいりますので、今後とも温かいご理解

ご協力を賜りますようお願いいたします。



ボート救助訓練JR異常時対応訓練

中国四国ブロック
緊急消防援助隊合同訓練

電気自動車火災の研修

平成２１年８月２３日、神戸市で開催された「第４３回西日本都市職員剣道大

会」において中央署桑名千尋主任が女子個人戦で準優勝しました。

この大会は、剣道の振興と都市職員の資質の向上を図るとともに、各都市間の

交流を深めることを目的として、毎年行われています。女子個人戦には西日本各

都市より１３名の参加があり、激しい接戦の結果、準優勝の栄冠を勝ち取りまし

た。また、１２月１２日には第２回全国消防職員剣道大会が東京において行われ、

津山圏域消防組合からは５名が出場しました。全国４８チームが激突し、１６位

入賞を果たしました。

＜津山消防署チーム＞

平成２１年度成績

（団体の部）

・第６３回県北軟式優勝野球大会 優勝

・第６４回市民野球大会

決勝トーナメント大会 ３位

・最多勝利チーム賞

（個人の部）

・最優秀選手賞 （吉原 史章）

・最多勝利投手賞 （山本 克志）

来年度こそは、全国官公庁野球大会岡山県

大会を勝ち抜き、全国大会出場を目指します!



住宅用火災警報器には、「煙感知式」「熱感知式」があり、ホームセン

ターなどでも購入することが可能です。誰でも簡単に取り付けることができ、

特別な資格はいりません。検定合格品には「ＮＳマーク」が付いています。

平成２３年５月３１日までの設置が義務づけられています。これは、住宅

火災による死者数が増加傾向にあり、今後、高齢化の進展に伴い、ますます

増加する恐れがあることなどが大きな理由です。設置場所は、寝室、階段、

子供部屋（寝室）、廊下等です。台所、居間にも設置すれば、より安心です。

火災の発生をすばやく知り、逃げ遅れによる死者の減少に有効な住宅用火

災警報器を、みなさんのご家庭でも、できるだけ早く設置しましょう。

震度３から７まで
の揺れを体験する
ことができます。
阪神淡路大震災等
を教訓に日頃の備
えやその時の行動
を学びましょう。

疑似消火器を使っ
た消火訓練です。
画面に映った炎を、
出来るだけ早く消
火できるように、
まもるくんが教え
てくれます。

団体の場合、事前に日程調整が
必要ですので、消防本部総務課

３１－１２５９ まで
お問い合わせください。

休館日 月曜日・年末年始
（12月28日～1月3日）
開館時間 午前9時～午後5時
（入館は午後4時まで）

試 験 日 平成22年8月22日(日)
申込期間 平成22年7月 1日(木)

～平成22年7月 9日(金)

前期
試 験 日 平成22年6月27日(日)
申込期間 平成22年4月19日(月)

～平成22年4月28日(水)
後期

試 験 日 平成22年11月7日(日)
申込期間 平成22年9月13日(月)

～平成22年9月22日(水)

前期

講 習 日 平成22年5月27日(木)
申込期間 平成22年4月19日(月)

～定員になり次第締切
後期

講 習 日 平成22年10月8日(金)
申込期間 平成22年9月13日(月)

～定員になり次第締切

講 習 日 平成22年7月29日(木)
7月30日(金)

申込期間 平成22年5月10日(月)
～平成22年5月31日(月)

■お問い合わせ先■
（財）消防試験研究センター

（０８６）２７１－６７２７
津山圏域消防組合 予防課
（０８６８）３１－１２５１

防火管理講習会は（財）日本
防火協会による防火管理者講習
会の開催となります。

受講に関する情報は
(財)日本防火協会ホームページ

http://www.n-bouka.or.jp/
(社)岡山県消防設備協会

℡ （０８６）２７２－９９８８
津山圏域消防組合 予防課

℡（０８６８）３１－１２５１
(最寄りの消防署でも申込書はあります。）

（予定）
講 習 日 平成22年9月8日(水)

9月9日(木)
申込期間 平成22年7月中旬頃から

～定員になり次第締切

（予定）
講 習 日 平成22年9月7日(火)
申込期間 平成22年7月中旬頃から

～定員になり次第締切

４つの部屋に充満
させた煙の中で、
どのように避難し
たらいいのか、考
えながら体験学習
してみましょう。

「住宅用火災警報器の設置ですが、新築建物は２００６年６月１日から設置が必要となりま

したが、既存建物については、いつまでに設置が必要でしょうか？次の３つの中から選ん

でください。」

①番・・・２０１０年５月３１日まで

②番・・・２０１１年５月３１日まで

③番・・・２０１５年５月３１日まで

※応募方法 官製ハガキに、クイズの答え、住所、氏名、年齢を記入の上、平成２２年６月末日

（当日消印有効）までに下記宛に応募してください。正解者には抽選で記念品を差

し上げます。 （発表は発送をもってかえさせて頂きます。）

宛先 〒708-0822 津山市林田９５番地 津山圏域消防組合 消防クイズ係

日本消防検定協会認定のＮＳマークが
付いている物を推奨しています。




