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福山地区消防組合管内の観光地とコラボ

レーションし、春の火災予防運動の動画を

作成しました !

翻
動画はこちらから

ご覧ください |

2022年 福山消防出初式の中止について
1月 9日 に予定されていました「2022年 福山消防出初式」は、広島県内での

新型コロナウイルス感染症の拡大状況から中止とさせていただきました。

固 消防局警防課 公928-1193
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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 ストニブの周|り に燃えやすいものを置かない

③ こんろを使うときは大のそばを離れない

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、住宅用火災肇報器を定期的に

点検し、10年を目安に交換する

こ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|ま 、「

=チ
ミ曼を使用する

C火災を小さいうちに消すために、i≒ ,(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、避難経路と避難方法を

常に確保し、備えておく

⑥ 防火防災訓練への参力日、戸別訪問などにより、地域ぐるみ

の防火対策を行う

2021年 (令和 3年 )中 に福山地区消防組合管内で発生 した火災

概要は、次のとおりです。

火災件数は95件で、前年と比較して 13件 の増加 となっています。

火災種別では、車両火災及び船舶火災は減少 していますが、建物火災

及びその他の火災は増加 しています。

建物火災は、63件発生 してお り、火災全体の66 3%を 占めてい

ます。

主な火災原因は、たき火が 18件と最も多 く、続いて放火 (疑いを含む)・

たばこ・配線器具・こんろの順番となっています。

死者は増減なしの8人で、負傷者は 1人減少の 19人発生 しています。

火災の死亡原因で最 も多い「逃げ遅れ」を防ぎ、火災から命を守るた

めに、火災の発生を早期に感知 し知 らせる「住宅用火災警報器」の設

置と維持管理をお願いします。

■ 福山地区消防組合管内 火災発生状況

95件 (前年比  13件増 )

8人 ( ″  増減なし)

19人 ( ″   1人 減 )

船舶   その他 (種別 )

放火 (疑 いを含む)
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消防クラブが防大パレードで
「大の用心j

秋の火災予防運動に合わせ、まつば保育所幼年消防クラ

ブは大鼓とのぼりを手に、また、年末特別火災予防運動

に合わせ、光学区少年少女消防クラブの鼓笛隊がそれ

ぞれ防火パレードを実施しました.ク ラブ員の園児・児童

は、地域の人たちの応援を受けながら、元気よく「火の用

心Jを 唱え、火災予防を呼びかけましたこ

ドン.キホーテで火災予防

日午年 8月 にオープンした西消防署管内最大の商業施設

「MEGAド ンキホーテ松永店」のご協力で、店内入口に

秋の火災予防運動と年末特別火災予防運動のポスター

や、「火の用心」・「住宅用火災警幸は器の設置と維持管理J

のぼりを掲出させていただき、火災予防の啓発を行いま

麒

ｍ

ｍ

に

轟ロナに負けず 防大教室を開催

11月 10日 、秋の火災予防運動中に北消防署で防火教室

を開催し、水消火器での消火訓1練・119呑通報劃1練・天

ぷら油火災の消火訓練を実施しましたc

参加者は真01に取り組み「水消火器を実際に使って、使

吻 躊  らんなで取り組む防災・減災 !1
FuKAYASし 1

11月 28日 、福山市総合防災訓練の日に中条支部は、各

町内会単位での防災訓練にそれぞれ参加しました。

子どもから高齢者までの多くの人が参加して避難訓練や

消火訓練等 を行 う中

で、災害時には近所や

地域で助け合うことの

重要さを感じるととも

に、日頃からのつなが

|)の大切さも改めて確

認できた1日 となりまし

たc

鐙
¨

あなたの家|よ大丈夫?

住宅火災をなくすため、東防火協会の会員に「あなたの家

の防火診断」のチェックシートを配付しました。各家庭で

のセルフチェックを通して「街ぐるみ 家族ぐるみで 防火

の輪Jを推進していきます。

技術を習得し、更なる「:

火意識の向上が図れ、大

変有意義な防火教室と

なりました
=

絣辣 鍵醸ウォーキング
～消防署で学ぼう～

12月 5日 、駅家西支部は駅家西学区自主防災組織と連

携し、駅家西交流館から芦品消防署まで往復約6kmの
「健康ウォーキングJを実施しました.

参加者148人は、消防署で水消火器による消火ヨ1練 、

テントに充満した煙からの脱出体験と救助訓練・消防

車の見学を行いました。

高本俊徳支部長は「ウォーキングを通じて地域の仲間づく

りができ、また、消防署

で学んだことを各家庭

で活かし、地域ぐるみで

防災に取り組んでいきた

いJと 話していましたっ
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広島県消防学校で、実火災に近い環境で実践的な火災対応訓練を実施しました。

1階で出火→建具や家具→天丼→内装板の裏側→フラッシユオーバーー L階、隣接建物

(爆発的な燃焼現象)

木造家屋は、出火から約 7分～15分で最盛期に達します。

一 般 的 な 延 焼 経 路  火災の延焼を時間で見ると、非常に短時間で燃え移 ります。

1 出火後 2分前後で、壁などの立ち上がり面に燃え移る。

2 天丼に燃え移るまで2分 30秒前後。出火の場所や状態によって

は、もっと早い。

3 5分後には、出火の部屋は火の海。隣り合わせの部屋へ移り、

2階へと移っていく。

(※ 構造や環境で変化します.)

臨》火災の煙の特徴や対策は?

火災で発生する煙には、強い毒性のある一酸化炭素が含まれているから、煙を吸うと一瞬

で動けなくなつて、火災に巻き込まれてしまうこともあります。

一酸化炭素は、空気より軽くて高い位置に充満するから、ハンカチなどで口と鼻を押さえて

浅い呼吸をし、低い姿勢で、壁をつたつて避難することが大事です。

ギＪ 癸

12月 7日 、旧出原浄水場において、南消防署・北消 坊

署・警防諜・救急救助課が合同で特殊災害事案対応訓

=を
実施しました[今 回の記1練 |よ 、工場内で,11り の

~壇

責_が |〒 えヽ 1し て、1午 業員が員与したとの想定で、南消防

署高度1文 助隊が陽圧式化学防護服で救助活動、南消防

i著 除染隊が化学防護I晨で除染活動を行い、その後に救

急隊が負傷者の負傷レベルに応じて処置や救急搬送を

行いましたc特殊災害は、多くの人員と特殊な資器材が

必要であるため、定期的に訓練を実施していますっ

蟷特殊災害つてなに?

災害のことです。

過去の事例には、地下鉄サリン事件・

福島第一原発事故等があります。

男ワ1,電馴亀妙醸炉製督「。ゆ

A・ 獣師豊躾貢粁蠅颯 霙埜t電 鷺    .習
1 嵐 多数の負傷者が発生した事故現場等で、1人でも

10月 26日 、箕島町におい

て、南消防著・瀬戸出張所 。

書防課 救急救助課が合同

で大規模救急事故対応訓練

を実施しましたっ今回の訓1練

は、自転車競技中に選手が集

団で転倒し、多数の負傷者が発生したときでも、各隊が

確実に連携して災害対応することと、トリアージにより負

傷者を適切に医療機関へ搬送することを目的として実施

しました
=

訓1練実施後には検討会を

行い、各隊の連携や実災

害での初動対応を再確認

でき、有意義な訓練になり

ました。

,
′ ・ヽ

Q t-ttz-):(/dt;?

A 31と疋昌墓″言書基尋
=ぞ

ξ
=熟

よ3だ子
るため、緊急度や重症度に応じた治療の優先順位を

決める方法です。

重症者の対応を優先させるため、軽症者の方の対

応が遅くなることがありますが、ご理解ください。轟
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火災対応訓練から火災性状―を学ぶ !!

「特殊災害」に備えて !



深安消防署 (ネ中辺町)の建替工事が完了し、2022年 (令和 4年)3月 7日 から新庁舎で消防業務を行います。

49年間の役目を果たし、生まれ変わつた新庁合は、災害出動時間の短縮等に配慮 した建物配置となっていま

すcま た、1階に事務所を設けるなど、地域住民が便利で親 しみやすい庁舎となるように工夫されています。

深安消防署は、耐震性能を備えた高機能防災拠点として「地域住民の安心 と安全の確保」のため、益々大きな役害J

を果たしていきますc

名  称

敷地面積

建築面積

延床面積

構  造

福山地区消防組合深安消防署

2.736 35ill

(庁舎)1,13414面  (訓練塔)6238面

(庁舎)1,987 68nl(訓練塔)22690置

(庁 舎)鉄筋 コンクリー ト造 3階建 (一部鉄骨造 )

(訓 練塔)鉄筋コンクリー ト造 5階建

2020年 (令和2年 )9月 着工

2022年 (令和4年 )1月 竣工

期

福山市東防火協会副会長

山本 政男様

12月 11日 、リーデンローズ大ホール

において、福山市防火協会連合会理事で

福山市東防火協会副会長の山本政男様

(春 日学区)が、永年にわたり地域の防火

防災活動を展開され、災害のないまちづ

くりに尽力されたご功績により、善行市

民賞「せんだん賞」を受賞されました。

心からお祝いを申し上げます。

福山市防火協会連合会と東・ilf・ 南・北・深安・芦品防火協会

は、福山地区消防組合のご協力のもと「命の守り方について

考えよう !」 カレンダーを作製しました
=

このカレンダーは、自分や大切な人の命を守るために、日頃

命の守り方について考えよう |

から備えが必要な内容を、

月毎にテーマを変えて掲載

しています。

いざというときに、行動で

きるよう是非活用してくだ

さい「

「命の守り方について考えようl」 カレンダー→

福山市消防団では、随時消防団員を募集しています.福 山市消防団に興味のある 18歳 かい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、ご連絡お待ちしています。

福山市消防団では、市内のデジタルサイネー

ジ(電子看板)を 活用 し、消防団のPR動画を

放映し団員募集を行っています。

このたび福山市消防団PR動画コンテス トを

行い、6方面隊 (千年分団)が作成 した動画が

グランプリに輝 きました。今後、市内の電子看

板で放映を予定 しています.

また、消防団員募集ポスターを新たに作成 しました]デザ

インは、女性分団が担当し、モデルは、在籍する学生消防円1

員です。

消防団に興味のある方は、消防局警防課 (消 防団事務局 :

928-1193)ま でお問い合わせ くださいc
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