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T E L 928-1191
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賤跛鼈翔宦鸞

福山市防火協会連合会

会長篠原 憲二

会員の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上

げます。

このたびの役員改選により、会長に選任 されました。

もとより微力ではございますが、関係各位皆様方のご協

力を賜る中、福山市防火協会連合会が益 々発展できま

すよう精一杯務めさせていただきますので、役員共々ご

理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

最後になりますが、前会長 藤井勝之様には永年にわたり

防火協会発展のためご尽力いただきましたことを′きより

感謝申し上げ、就任のご挨拶 とさせていただきます。

忙鰤鰺径忙鸞鰺鼈

6月 28日 、福山市防火協会連合会の役員会

において役員改選が行われ、次のとお り決定

しました。

会 長 篠 原 憲 二

副会長 藤 井 準 二

副会長 松 本 康 宏

副会長 松 本  滋

副会長 榊 原 睦 也

副会長 下 江 博 雄

(南防火協会長)

(東防火協会長)

(西防火協会長)

(北防火協会長)

(深安防火協会長)

(芦品防火協会長)

退任されました役員の皆様には、永年お世話

になり、感謝申し上げます。

本防火協会連合会は、会員皆様のご協力をい

ただく中で、事業を推進 してまいります。

今後とも、一層のご支援、ご協力をお願いいた

します。

幕

饒

舅
令
・
福山地区消防組合と福山市立動物園がコラボレーションし、

動画を作成しました !

動画は11月 1日から公開

こちらからご覧ください |

住宅防火 いのちを守る 10のポイント
4つ の習慣

1寝たばこは絶対にしない、させない

2ス ト三ブの周りに燃えやすいものを置かない

3こんろを使うときは人のそばを離れない

4コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

1火災の発生を防ぐために、ストニブやこんろ等は安全装置

の付いた機器を使用する

2火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に

点検し、10年を目安に交換する

3火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類

及びカーテンは、防炎品を使用する

4火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方

を確認しておく

5お年寄りや身体の不自由な人は、避ttE経 路と避難方法を

常に確保し、備えておく

6防火防災訓練への参力日、戸別訪間などにより、地域ぐるみ

の防火対策を行う
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詳しくはQRコードを読み込み訓練動画をチェック! 難
〕肖火

消火器の使い方を覚えましよう。

①ピンを抜<。

通 報
119番の際、気が動転して正しく答え

られない場合があります。電話の近くに

通報時に必要な応答内容を事前に記入し

たものを置いておきましょう。

・住所

(市町名から 例 :福山市沖野上町●●)

。日標となるもの (例 :●●小学校の南側 )

。家の階数

(はしご車が必要かどうか確認するため)

。名前
・電話番号

(通報内容の確認で連絡することがあクリま

す。)

避 難
安全な避難の方法を確認しておきましよう。

・避難するときは、慌てず落ち着いて行動

しましよう。

・避難時は姿勢を低くし、ハンカチやタオル

で鼻と□を塞ぎ、煙を吸わないようにし

ましょう。

・エレベーターは使わないようにしましよ

つ 0

・一度逃げたら絶対に戻らないようにしま

しょう。

2021年 (令和 3年)8月 末現在、福山地区消防組合管内の火災件数は62件で、前年と比較して4件の増加と

なっています。主な原因としては、たき火、放火 (疑いを含む)、 こんろ、配線器具の順番となっています。

建物火災については42件で、前年と比較して8件の増加となっており、火災全体の68%を 占めています。建物

火災のうち、住宅での火災は26件で、主な原因としては、放火 (疑いを含む)が 4件、配線器具、電灯・電話等の配

線、ストーブ、たばこが各 3件、こんろが2件 となっています。また、住宅での火災により死者が6人発生しています。

火災が発生した場合、早期発見に役立つのが「住宅用火災警報器」です。身の安全を守るため、設置と定期的な点

検をお願いします。

目 福山地区消防組合管内 火災発生状況

放火 (疑いを含む)

J L

1圏 [

運動競技
2021年 (令和 3年)8月 末現在、福山地区消防組合管内の

救急の出場件数は右図のとお りです。

緊急性がない救急要請が増えると遠 くの消防署から救急車

が出場することになり、現場への到着が遅れることがありま

す。救急車には限 りがありますので、大切な家族や友人の命

を守るため、救急車の適性利用を′亡、がけましょう。

救急車の適性利用を

お願いします !
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靱 吻懇鯰眈隧攘靡鶉褥鰈 祗鼈瞼赳斃 曇曇曇『噸炒

「LIVE映像システム」とは、119番 通報のときに現場の状況を映像で、リアルタイムに消防局指令課に伝送す

る全 く新 しい通報システムです。

通報者の映像で、音声 と視覚的な情報を収集 し、効果的な災害活動に役立てます。

通報者に対 して、心臓マッサージの応急手当を映像で指導するなど現場の救護活動に役立てることもできます。

暑鮭簿鍾魏像システム機

貪 辣 淮

○スマートフォン等で音声 :こ よる摯 9は逼饉を

行しヽ議す。

②現場状況の間き取りを行う中で、映像伝送が

必要と判断した場合には、通報者に対して、映像

伝送に係る通信料は通報者の負担になると

説明の上、映像伝送の協力を依頼します。

⑤受信したSttS(シ扇―トメール )薔こ濾載されて

もヽるり繊ヒ:通 アクセスし、歌爆鐘選 :こ懸要な、
『マイグ』警『カメラ』、「位置購艤Jの設定を譲

司してしヽただくと、な畿彊艤を誦鰺もます。

⑤通報者が撮影した映像を確認します。

消防局指令課

0映像伝送磯簸力を了承していただきます。 ④通報者のスマートフォン等に対して、映像伝送

用のURLが記載されたSMS(ショートメール)

を送信します。

注意 1 通話可能なスマー トフォン等が対象 となります。

ガラケーや通話ができない端末、古い端末ではご利用いただけない場合があります。

注意 2 通報者は、安全な場所から現場の映像を撮影 して伝送 してください。
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2021年 (令和 3年)5月 18日 にエフピコアリーナふくやま(福 山市

総合体育館)公園内において開催された東京オリンピック聖火リレーの

ランナーとして参カロされました。

福山市消防団の延近敬弘団長 (現公益財団法人広島県消防協会長)が 20
21年 (令和 3年)6月 に、公益財団法人日本消防協会副会長に就任され

ました。

福山市消防団では、随時消防団員を募集しています。

消防団は自分の住む (働 く)地域を、災害 (火災・風水害・地震等)か ら

守るため、地域住民により組織されています。

多 くの団員が、本業を持ちながら、消防団員として活動を行っています。

女性や学生も多 く活躍 しています。

あなたも是非、消防団員として活躍してみませんか。

福山市消防団では、市内 5か所のデジタルサイネージ (電子看板 )を

活用 し、PR動画を放映し団員募集を行っています。

福山市消防団に興味のある 18歳から60歳 までの方で、福山市内

に在住または勤務 している方は消防局警防課(928-1193)ま で

ご連絡お待ちしています。

詳しくはこちら皓祓

今年も新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、各種行事が中止されていますが、いまできる

ことに取り組み、新たな情報等をお伝えしています。防火防災対策は「事前の準備」と「いざと

いうときの行動Jが大事です。幸守りんの夢である「すべての人に福が訪れること」の実現の

ため、火災予防思想の普及を図り、火災のないまちづくりに取り組みますので、皆さんのご理解

とご協力をお願いします。

東防火協会と東消防署からの「お知 らせJと して、歩行

者や信号停車中の ドライバーに分かりやす く、風雨の

影響を受けないように、東消防署の警備室の窓にスク

リーンを設置 し、住宅用火災警報器の設置及び維持

管理、救急車の適正利用等をデジタルサイネージ(電子

看板 )で広報しています。

実施時期 :火災予防運動、救急医療週間の期間など

実施時間 :夕 方に3時間程度
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