ではロープ結索やホース
延長︑資器材取扱訓練に
始まり︑終盤には想定訓
練など実際の災害現場に
即した訓練を行い︑技術
○津市消防本部からは
を磨きます︒さらに寮生
二十二人が入校
活を共にすることによ
平成二十一年四月七日︑三重
り︑規律やチームワーク
県消防学校︵鈴鹿市石薬師町
を大切にする精神を養い
)
で第四十六期初任科入校式が行
ます︒
われました︒今年度は県内十三
そ の後 ︑約 二か 月間 の
消防本部から一〇五人の初任科
救急課程教育を受け︑救
生が入校し︑津市消防本部から
急隊員としての知識や技
は二十二人の新規採用者が消防
術を身につけ︑十二月に
職員としての第一歩を踏み出し
は各所属に配属されま
ました︒
す︒
入校式は︑各消防本部の消防
若 き二 十二 人の 消防 士
長︑学校教官など関係者が見守
の今後の活躍に期待して
る中︑厳粛に挙行され︑初任科
います︒ 高(橋直通 )
生を代表して︑津市消防本部の
前田悠輔消防士が少し緊張しな
がらも力強く宣誓文を読み上げ
ると︑松岡康夫校長︑江畑賢治
三重県副知事︑谷口繁喜三重県
消防協会会長らが祝辞を述べら
れました︒
初任科生はこれから約六か月
間の厳しい学校生活が始まりま
す︒座学では法令や服務︑消防
の基本戦術や特殊災害の対応ま
で幅広く勉強します︒また訓練
発行 津市消防本部
〒514-1101
津市久居明神町 2276
↑入校式で宣誓文を読み上げる前田消防士
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編集 消防総務課
企画広報担当
TEL 059-254-0353
FAX 059-256-7755

協力 津市防火協会

火災などの

お問い合わせ

☎224-1881

救急医療情報案内

☎256-1199

↑平成２１年度新規採用者２２人
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火事場 で馬鹿 力が 発揮 できる
か︑あ るいは 右往 左往 するか
という点でまさに鼎︵かなえ︶
の軽重 が問わ れて いる のだと
いうふ うに思 いま す︒ 何もな
い平時 のとき に︑ 事務 を円滑
に流し ていく とい うこ とが私
達に求 められ てい ると いうこ
とでは 必ずし もな い︑ という
ふうに 考えて いる わけ でござ
います ︒そこ が他 の行 政機関
の仕事 と大い に違 うと ころで
はない かと思 いま す︒ 言い古
された 言い方 をし ます と︑あ
らゆる 事態に 対応 する 消防と
いうこ とであ りま すが ︑率直
な感じ では︑ あら ゆる 事態と
いうよ りも最 悪の 事態 に対応
できる か否か ︑と いう ことで
はない かと思 いま す︒ したが
って私 達は︑ とん でも ないこ
とが発 生した とき にど うする
のか︑ どうい うこ とが 最悪の
事態と して考 えら れる のか︑
そして そのと きに どの ように
対処す ればよ いの かと いうこ
とをい つも考 え︑ その 対処方
針を明 確に頭 の中 に叩 き込ん
でおく という こと が必 要であ
ろうというふうに考える次第
です︒そうすることによって︑

日々の 業務に つい ても 自信を
持って 遂行で きる ので はない
かと思います︒
御 案 内 の と お り︑ 消 防 行 政
を取り 巻く環 境は 一段 と厳し
さを増 してい ます ︒そ れだけ
に私達 に寄せ る市 民の 皆様の
期待に は大な るも のが あろう
かと思 います ︒私 たち 消防本
部とし まして は︑ こう したこ
とをしっかりと踏まえなが
ら︑三 四八人 の職 員が 一丸と
なって その任 務に 当た ってま
いりま すので ︑今 後と もより
一層の 御支援 ︑御 協力 を賜り
ますようお願い申し上げま
す︒
終わ りに︑ 皆様 の御 健勝︑
御多幸を心から祈念申し上
げ︑消 防長就 任に 当た っての
御挨拶とさせていただきま
す︒

○津市長特別点検を実施
去る四月十七日︑メッセウイ
ングみえ屋外展示場︵津市北河
路町︶で消防職員一七四人が松
田直久 津市 長の 特別 点検を受
けました︒この点検は︑平成二
十一年 四月 一日 付け の人事異
動による中西消防長以下津市

消防本部の新体制発足に
伴い︑厳正な規律をもっ
て︑諸活動に斉一を期し︑
住民のニーズに的確︑迅
速に対応していくことを
目的に点検者である津市
長をはじめ︑小河俊昭副
市長︑中西消防長等が随
行して行われたもので︑
津市消防音楽隊の儀礼曲
に合わせ︑厳正な雰囲気
の中︑一糸乱れぬ規律あ
る行動が展開されまし
た︒
この点検の後︑津市長
から﹁市民の安心と安全
の実現のため︑個人のみ
ならず︑組織的に進化を
遂げるように﹂との訓示
を受け︑消防長を頂点に
した職員の能力と組織力
の向上に向けた︑たゆま
ぬ努力を新緑の中で誓い
合いました︒ 平(子泰史 )
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○消防長就任ごあいさつ
津市消防長
中西 秀輝

この度︑津市消防長を拝命し
ました中西でございます︒皆様
には︑日頃から消防行政に御支
援︑御協力をいただき︑厚くお
礼申し上げます︒
私︑生来からの不器用者です
が︑皆様に支えていただきなが
ら︑その務めを果たしてまいる
決意でございますので︑何とぞ
お引き回しの程お願い申し上げ
ます︒
折角の機会でございますので
消防長就任に当たって思ってい
ることの一端を申し上げさせて
いただきます︒とは申せ︑私は
まだ消防長一年生で︑大それた
ことを言うのはおこがましいこ
とは重々承知していますが︑皆
様に御協力をいただきながら︑
﹃非常時に機能し得る組織づく
り﹄ということを目指して日々
努力してまいりたいと考えてい
ます︒
私達の仕事というのは︑何か
事が起こったときに︑いわゆる

↑点検を行う松田直久市長
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○榊原桜まつりを開催
四月 四日︑ 榊原 町ふ れあい
の里﹁ 湯の瀬 ﹂で 榊原 桜まつ
りが開 催され まし た︒ 当日は
少し肌 寒いに もか かわ らず︑
花曇り のなか 大勢 の人 が集ま
り︑和 太鼓︑ よさ こい ソーラ
ン︑丸 太切り 体験 など を楽し
んでいました︒
ま つ り 中 盤 で は津 市 消 防 本
部の消 防音楽 隊が ﹁演 歌メド
レー﹂ や﹁崖 の上 のポ ニョ﹂
など五 曲を演 奏し ︑祭 りを盛
り上げ ︑会場 の観 客か らは大
きな拍手が送られました︒
ま た ︑ 演 奏 後 ︑音 楽 隊 員 が
住宅用 火災警 報器 の設 置方法
や重要性について説明を行
い︑火 災を未 然に 防ぎ ︑より
多くの 御家庭 に設 置し ていた
だける よう呼 びか けを 行いま
した︒︵高橋直通︶

↑演奏する消防本部音楽隊

危険物 取扱者 試験 の予 備講習
会が行 われま した ︒津 市消防
本部で は︑毎 年試 験の 一か月
程前に 直前対 策と して ︑危険
物取扱 者試験 を受 験さ れる方
を対象 に講習 会を 実施 してい
ます︒
当日 ︑会場 には 一〇 一人の
方が朝 九時か ら夕 方四 時四十
五分ま で︑六 月に 行わ れる試
験に向けて受講しました︒
︵田
村公一︶

○ 北 消防 署 合 同 硫 化 水 素中
毒対応訓練
硫化水素中毒による自殺者や
異臭騒ぎが相次ぐ中︑北消防署
北署︑河芸分署︑芸濃分署は合
同で硫化水素発生を想定した救
助訓練を実施しました︒
訓練は︑警戒区域の設定方法
や毒ガスから身を守る化学防護
服を装着しての救出要領︑硫化

水素の濃度測定︑汚染され
た 防護服 の洗浄 要領な ど
化学物質に対する知識︑技
術など隊員の安全管理︑現
場 指揮に ついて 再確認 し
ました︒
参 加 し た 署 員 たち は緊
迫 感に満 ちた表 情で訓 練
に汗を流し︑﹁実災害に向
け てより 一層体 制の強 化
に努めたい﹂と述べていま
した︒︵横山博︶

○津市久居消防団春季

訓練
四 月十 二日 ︑津 市立 榊
原小学校で︑津市久居消
防団︑春季訓練が行われ
ました︒同消防団は田中
征宏団長以下二七八人の
団員で構成されており︑
士気は非常に高く︑市民

↑訓練に励む北消防署署員たち
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○北署大里地区防火診断
火災から地域を守れ
北消防署北署では︑五月九 ･
十日に住宅防火推進のため︑
大里西 睦合地 区の 一般 家庭を
対象に ︑防火 診断 を実 施しま
した︒
残 念 な が ら こ の地 区 に お い
て本年 三月末 に住 宅火 災によ
り︑死者一人が発生したため︑
今回各 家庭に おけ る﹁ 火気の
使用状 況﹂﹁ 防火 に関 する日
頃から の心掛 け﹂ の項 目を診
断し︑防火を呼びかけました︒
ま た ︑ 平 成 二 十年 六 月 に 法
令によ り設置 が義 務づ けられ
た住宅 用火災 警報 器の サンプ
ルを紹 介し︑ その 特徴 や必要
性を強 く呼び かけ ︑配 属され
た新人 署員は ﹁こ のよ うな地
道な予 防活動 を展 開し ︑少し
でも多 くの尊 い命 を火 災から
守り︑ 今後も 継続 して 実施し
ていき たい﹂ と述 べて いまし
た︒︵横山博︶
○ 危 険物 取 扱 者 試 験 予 備講
習会を開催
五 月 八 日 に 三 重県 総 合 文 化
センタ ー内生 涯学 習セ ンター
で乙種第四類︵引火性液体︶

↑真剣に講習を受ける受講生たち
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もＡＥＤ︵自動体外式除細動
器︶の使用により︑心肺が蘇
生したという事例が報告され
ており︑ＡＥＤの有効性が認
識されつつあります︒
講習は二班に分かれて約一
時間ずつのＡＥＤを使用した
心肺蘇生 法などを学びま し
た︒
教員たちは中消防署香良洲
分遣所職員の指導のもと︑い
ざという時に活用できるよう
真剣に取り組んでいました︒
︵宮田憲一︶
↑心肺蘇生法を行う中学校教員

の生命 ︑財産 を守 るべ く日々
訓練に励んでいます︒
当 日 の 訓 練 は ︑新 任 団 員 二
十七人 に田中 団長 から 辞令が
交付さ れまし た︒ その 後︑十
一分団 から集 まっ た約 一〇〇
人の消 防団員 が約 二時 間訓練
礼式に励み︑諸制式に習熟し︑
規律あ る訓練 を行 いま した︒
新任団 員も先 輩団 員の 指導の
下︑少 し緊張 しな がら も消防
団員に なった 喜び と地 域を守
るとい う使命 感に あふ れてい
ました︒︵松本淳︶

四月十五日︑津市香良洲町の
香海中学校︵松野吉冨校長︶で︑
教員八人を対象に応急手当講習
を実施しました︒
津市消防本部管内の中学校で

講習会を開催

○ 香 良洲 中 学 校 で 応 急 手当

↑辞令を受ける新任消防団員
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↑訓練を行う消防団員

○ な くせ 住 宅 火 災 ！ 目 に見
えないファインプレー
住宅火災での死者のうち約六
割が逃げ遅れによるものです︒
その逃げ遅れを減らす対策とし
て効果があるのが住宅用火災警
報器です︒津市では︑新築住宅
は平成十八年六月から︑既存住
宅は平成二十年六月から住宅用
火災警報器の設置が義務付けら
れました︒津市消防本部管内で
は︑この一年間だけでも︑住宅
用火災警報器が作動し︑大事に
至らなかった事例が二件ありま
した︒
火災が発生し︑燃える建物に
消防隊員が進入し︑逃げ遅れた
人を救出する場合もあれば︑住
宅用火災警報器の警報音に住民
や付近の方が気付き︑自力で避
難する事ができた︑又は︑小さ
な火のうちに消火器等で初期消
火を行い︑何事も無かったかの
ようになる場合もあります︒
消防隊が出動して︑逃げ遅れ
た人を救出してくることが︑目
に見えるファインプレーだとす
れば︑予防啓発を行い︑住宅用
火災警報器のおかげで人命や財

産が助かることは︑目に見
え ないフ ァイン プレー で
はないかと思います︒
津 市 消 防 本 部 予防 課の
アンケート調査では︑住宅
用 火災警 報器の 普及率 は
約 五十七 ％とま だまだ 低
く︑もっと市民の方に火災
の怖さ︑住宅用火災警報器
の 重要性 を理解 してい た
だき︑火災による逃げ遅れ
を減らし︑火災を発生させ
な いよう に努め ていき た
いです︒
小 さ な 住 宅 用 火災 警報
器は︑あなたと︑その家族
を﹁目に見えないファイン
プ レー﹂ で守っ てくれ ま
す︒
︵田村公一︶
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救助技術指導会訓練始まる！
障
障害
害突
突破
破チ
チー
ーム
ム

平成二十一年七月三十日に行 ◆五番員 前野雄二︵三十歳︶
われる消防救助技術東海地区指
障害突破訓練を通じて︑技
導会に出場する障害突破チーム
術︑体力︑精神力の向上に
とロープブリッジ救出チームを
努めます︒
紹介します︒
〜障害突破チーム〜
障害突破とは五人一組で行わ
れ︑五つの障害︵高塀・はしご・
ロープ渡過・緊急脱出・煙道︶
を協力して突破し︑タイムと確
実性を競う競技です︒その隊員
たちの取り組みや熱い気持ちを
紹介します︒
◆一番員 山本直紀︵二三歳︶
全国大会の八月二十日まで
訓練が続けられるように︑
強い気持ちで頑張ります︒
◆二番員 中嶋勇輔︵二七歳︶
障害突破一年目ですが︑が
むしゃらに練習し︑全国大
会出場を目指します︒
◆三番員 岡田昌成︵二八歳︶
今年がラストチャンスと思
い︑悔いがないように完全
燃焼します︒行くぞ全国！
◆四番員 内藤貴人︵二五歳︶
与えていただいた環境に感
謝し︑結果で恩返しをでき
るよう頑張ります︒

頑張れ！若き精鋭たち！

ロ
ロー
ープ
プブ
ブリ
リッ
ッジ
ジ救
救出
出チ
チー
ーム
ム

〜ロープブリッジ
救出チーム〜

ロ ー プ ブ リ ッジ 救 出 は 四
人一組︵ 要救助 者を 含む︶
で対面す る搭上 にロ ープ渡
過進入し ︑要救 助者 を救出
後︑脱出 するま での タイム
と確実性 を競う 競技 です︒
ロープを 渡るス ピー ド感と
要救助者 を引っ 張る 力強さ
の非常に迫力ある競技で
す︒その隊員たちの取り組み
や熱い気持ちを紹介します︒
◆妹尾典宏︵三一歳︶
津市の安全︑安心を守る
ため︑日々訓練に精進し
ます︒
◆野呂佳宏︵二六歳︶
訓練 を通し ︑知 識︑技
術︑体力を向 上させ︑
すぐにでも現 場で活か
したいです︒
◆上田隆広︵二四歳︶
訓練を通し ︑救助技術
のスキルア ップにつな
げたいと思います︒
◆鳥井優作︵二三歳︶
心︑技︑体 を鍛え︑自
分の成長に つなげたい
です︒

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ でご覧いただけます。
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←久居署で四月十六日
に行われた中国人研
修生のための防火訓
練

〜平成２ １年４月 までの 災害〜
火 災
37 件（48 件）
救 急 3,788 件（3,879 件）
救 助
60 件（51 件）

☆ 主な行事予定 ☆
◆五月三十一日︵日︶
津市水防訓練 雲
(出川河川敷 )
◆六月二日︵火︶
津・松阪消防合同水難救助訓練
︵雲出川河口︶
◆六月十四日︵日︶
消防団中勢支会夏期訓練︵メッ
セウイングみえ︶
◆六月二十八日︵日︶
上 級救 命講習 ︵北部 市民セ ン
ター︶
◆六月二十九日︵月︶
津市婦人防火推進委員会︵リー
ジョンプラザ健康教室︶
◆七月七︵火︶〜九日︵木︶
防火管理者講習会︵三重県総合
文化センター・多目的ホール︶
◆七月三十日︵木︶
第 三十 八回 消防 救助 技術 東 海
地区指導会︵三重県消防学校︶
◆八月三十日︵日︶
津市防災訓練︵場所未定︶

消防法の一部改正及び火災予防条
例の改正により、平成 20 年 6 月から
住 宅 用 火 災 警 報 器の 設置 が 義 務 付け
られました。

▽白山消防署消防・指揮担当副参
事︵消防救急課消防団担当主幹︶
竹村義明▽同署美杉分署長︵白山
消防署白山署指揮司令︶倉田大作
▽中消防署美里分遣所長︵中消防
署香良洲分遣所長︶奥山隆一▽同
署安濃分遣所長︵予防課調整・予
防担当主幹︶鈴木幸男▽同署香良
洲分遣所長︵通信指令課通信指令
担当主幹︶世古吉正

→四月十七日に行
われた三重県図上
訓練

ご家庭に 住宅火災 警報器 を設置
しまし ょう ！

○編集後記

メキシコで新型インフルエ
ンザが発生し︑多くの人が感染
し︑世界中に広がっています︒
日本国内においても感染者が
発生しており︑大流行が危ぐさ
れています︒かつてスペイン風
邪と呼ばれるインフルエンザ
が大流行し︑世界中で数千万人
の死者が発生しました︒今回も
そのようなことになるのか？
現代は情報網が発達し︑危機管
理がしっかりと整備されてお
り︑さらにタミフルなどの特効
薬も開発されています︒しか
し︑大切なことは個々に感染を
予防するということです︒外か
ら帰ったら手洗い︑うがいを必
ずする︒食事︑睡眠をしっかり
とり︑体力をつける︒これは今
も昔も変わりなく︑自身や家族
を守るために気をつけたいで
すね︒
︵高橋直通︶

※ 消防タイムズは︑身近な消
防・読みやすいニュースをテー
マに︑紙面を増加しました︒よ
り充実した紙面を制作するた
め︑今年度から季刊誌化となり
ましたので︑御理解いただきま
すとともに︑今後とも御愛読い
ただきますよう︑よろしくお願
い申し上げます︒次回発行は九
月を予定しています︒︵消防タ
イムズ編集チーム一同︶

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ でご覧いただけます。
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○消防本部人事異動

︻四月一日付異動︼
○局 長級
消防長︵防災危機管理室長︶中
西秀 輝
○部次長級
北消防署長︵情報管理担当参事
兼通信指令課長兼調整・情報管理
担当主幹︶坂井久義▽久居消防署
長︵調査担当参事兼消防救急課長︶
橋本宏▽調査担当参事兼消防救急
課長︵中消防署副署長︶蒔田幸弘
▽情報管理担当参事兼通信指令課
長兼調整・情報管理担当主幹︵久
居消防署副署長︶小倉克仁
○課長級等
消防救急課消防担当副参事兼調
整担当主幹︵中消防署消防・指揮
担当副参事︶岩中聡▽中消防署副
署長︵北消防署河芸分署長︶小宮
貞則▽同署消防・指揮担当副参事
︵白山消防署消防・指揮担当副参
事︶澤井忠臣▽同署西分署長︵北
消防署芸濃分署長︶上杉初男▽同
署南分署長︵中消防署庶務予防担
当副参事兼調整・庶務予防担当主
幹︶東海千秋▽消防総務課経理担
当副参事兼経理担当主幹︵予防課
危険物担当主幹︶小津直久▽中消
防署庶務予防担当副参事兼調整・
庶務予防担当主幹︵久居消防署久
居署指揮司令︶高士正次▽北消防
署河芸分署長︵予防課指導担当主
幹︶正岡隆文▽同署芸濃分署長︵久
居消防署久居署指揮司令︶高山明
↑４月６日、交通安全キャンペ
ーンのパレードに津市消防音楽
隊も参加しました。

平成２１年５月２５日
第４０号
津消防タイムズ

（）内は前年同期

