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昭和２４年１月２６日、現存する世界最古の木造建築物であった法隆寺（奈良県生駒郡
斑鳩町）の金堂から出火し、世界的な至宝と言われた金堂の壁十二面に描かれた仏画の大
半が焼失しました。これをきっかけに、文化財を火災等の災害から守ろうという世論が高
まり、昭和３０年に文化財保護委員会（現在の文化庁）と国家消防本部（現在の消防庁）
が、法隆寺金堂の焼損した日である１月２６日を『文化財防火デー』と定め、以来、全国
的に文化財防火運動が展開されています。
津市内においても多くの文化財があり、各地域で関係者や地域住民に対し、初期消火訓
練や文化財の搬出訓練等を実施しています。
その中でも、『真宗高田派本山 専修寺』（津市一身田町）には、国の重要文化財に指定
されている全国屈指の木造建築物である『御影堂』や、国宝として指定されている法宝物
など多くの文化財が収められています。
今年もこの貴重な文化財を火災から守るため、平成２９年１月２４日に寺関係者、地域
住民及び消防職団員等の総勢約１４０名、消防車両１２台が参加し、地域ぐるみで消防訓
練が実施されました。訓練内容は、通報及び物品搬出訓練、初期消火及び救出救護訓練、
延焼防止及び火災防ぎょ訓練、救急搬送訓練で、その中でも、梯子車からの放水は訓練中
一番の見どころとなっており、放水が始まると歓声が上がっていました。これを機に、文
化財への関心を高めていただければと思います。
(北消防署 森川悦一)
津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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（消防総務課

草深洋成）

平成２ ９年 １月８ 日、 毎年 恒例の 津市 消防出 初式 が河 芸公民 館で開
催されま した。
式典は 国会 議員等 多数 の御 来賓の 方々 を迎え 、消 防団 員やそ の家族
に対し ての 表彰が 行わ れ、 屋外会 場で も、市 民の 方々 と短い 時間 では
ありまし たが、 消防車 両で の写真撮 影など が行わ れて いました 。
残念な がら 次第に 悪天 候と なり、 第 ２ 部の木 遣り 披露 、消防 音楽隊
演奏及 び分 列行進 、第 ３部 のちび っこ 消防隊 訓練 、消 防操法 訓練 及び
一斉放 水な ど、第 ２グ ラウ ンド周 辺 で のイベ ント は中 止とな りま した
が、消防 関係者 は今年 １年 の防火に 対する 決意を 新た にしてい ました。

一人前の救急隊員を目指して

（救急課

薮内裕司）

平成 ２８ 年度の 消防 学校 初任科 教育 を修了 した １１ 名に対 し、 就業
前基礎研 修の一 環とし て救 急業務に ついて の研修 が行 われまし た。
この 研修 は、消 防学 校で 学んで きた 基本的 な事 項を 踏まえ 、即 戦力
の救急 隊員 に一刻 も早 くな れるよ う実 際の現 場活 動に おける 行動 要領
や活動 後に 処理す べき 事務 などの 実務 要領を 理解 させ ること を目 的と
していま す。
今後、 各所 属での 訓練 や病 院実習 等を 経て、 少し でも 早く 、 市民の
皆様に 信頼 される 一人 前の 救急隊 員と して活 躍し てい ること を期 待し
ます。

猛勉強中！

（中消防署

藤本

卓）

中消防 署で は２名 の職 員が 救急救 命東 京研修 所へ 派遣 され、 救急救
命士の資 格取得 に向け て日 々勉強 を してい ます。
半年間と いう限 られた 期間 内である ため、朝 から晩 ま で『缶詰状 態』
で救急 救命 士とし ての 知識 と技術 を頭 に叩き 込ま れ ま す。こ こで 培っ
た知識 と経 験が救 急救 命士 人生の 基礎 になり ます 。平 成 ２８ 年度 に津
市消防 本部 から救 急救 命東 京研修 所へ 派遣さ れた ３名 の職員 は、 救急
救命士の 資格取 得のた めに 不撓不屈 の精神 で臨ん でい ます。
この３ 名の 背中を 見て 、新 たに救 急救 命士を 目指 す職 員が現 れ てく
ることで しょう 。

ニュー活動服、始動

（西分署

内藤貴人）

２４時 間着 用して いる 活動 服 です が、 大きな 仕様 の 変 更があ りまし
た。
主な変 更点 として は、 上衣 前部が ボタ ンから ファ スナ ーに な り、胸
ポケッ ト及 びズボ ンの 横ポ ケット にフ ァスナ ーが 付き 、背中 のオ レン
ジ部分 に白 のライ ンが 入る など、 どこ か近代 的な 雰囲 気が漂 う 活 動服
になりま した。
この仕様 変更に より 、活 動 服の着脱 に要す る時間 が短 縮される など、
機能性 と機 動性が アッ プし ました ので 、心機 一転 、訓 練にも 災害 出動
にも、よ り一層 身を引 き締 めて取り 組んで いきた いと 思います 。

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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（安濃分署

山口敬正）

（河芸分署

前川

（芸濃分署

宮下久志）

健康維 持の ため、 山歩 きや 登山を 楽し む人が 増加 して います が、 道
迷いや 滑落 による 負傷 など が津市 内で も年々 増加 傾向 にあり ます 。も
し道に迷 った場 合 は、 引き 返すこと が大原 則です 。
また、 道に 迷った 場合 は沢 を下り がち ですが 、こ れは 避けた 方がよ
いとさ れて います 。滑 って 負傷し やす いこと や、 崖や 滝や堰 堤を 無理
やり下ろ うとし て転落 する 事故が後 を絶た ないこ とが その理由 です。
逆に推 奨さ れるの が、 ピー クや尾 根に 上がる こと だそ うです 。視界
が開け て現 在地が 確認 しや すいこ と と 、登山 道は ピー クや尾 根を 通っ
ているこ とが多 いので 、登 山道を発 見しや すいこ とが その理由 です。
しっかり した装 備品も 忘れ ず、 山岳 ライフ を楽し んで ください 。

河芸方面団秋期訓練

暁）

平成２ ８年 １０月 ３０ 日、 河芸第 １グ ラウン ドに おい て河芸 方面団
秋期訓練 が行わ れまし た。
訓練内 容は 、通常 点検 、機 械器具 点検 、小型 ポン プ操 法競技 会が実
施され 、そ のうち 小型 ポン プ操法 競技 会では 、第 １分 団から 第４ 分団
の各分 団ご とに競 技会 形式 で操法 を行 い、タ イム と総 合審査 で順 位を
競いまし た。
河芸方 面団 は、平 成 ２ ６年 度に県 の小 型ポン プ操 法の 部で香 良洲方
面団と とも に津市 の代 表と して操 法大 会に出 場し 、第 ２位の 成績 を収
めてお り、 各団員 はそ の時 の練習 を思 い出し なが ら、 今回の 競技 会に
臨まれた のでは ないか と思 います。
今後も 地域 の安全 ・安 心の ため、 一緒 に士気 を高 めあ ってい きたい
と思いま す。

経ヶ峰山岳救助訓練
平成２ ８年 １０月 ３１ 日、 経ヶ峰 にお いて山 岳救 助訓 練を実 施しま
した。
この訓 練は 、近年 の登 山ブ ームも あり 経ヶ峰 に登 山す る人が 増加し
ている こと 及び昨 年度 遭難 事案が あっ たこと を踏 まえ 、登山 ルー トの
確認、 登山 経路で の通 信状 況の確 認、 及び遭 難者 の捜 索・救 助要 領の
確認を 目的 に実施 しま した 。訓練 想定 は、笹 子ル ート 付近で 成人 男性
２名が遭 難した という もの です。
登山 開始 から約 一時 間後 、遭難 者 ２ 名を発 見し 、山 小屋ま で誘 導し
終了し まし た。そ のあ と頂 上で休 憩し たので すが 、素 晴らし い景 色と
おいしい 空気に 訓練の 疲れ が癒され ました 。
この 訓練 の成果 を今 後の 消防活 動に 役立て ると とも に、定 期的 に体
力錬成し 長時間 活動で きる 体づくり を今後 も行っ てい きます。

のべの幼稚園防火パレード

（久居消防署

津幡

創）

平成２ ８年 １２月 ９日 、の べの幼 稚園 の年長 児で 結成 する、 のべの
幼稚園 幼年 消防ク ラブ 鼓隊 ９４名 が、 防火パ レー ドを 行いま した 。久
居消防署 の消防 車も毎 年パ レードに 参加し ていま す。
園児た ちは 、先導 車か ら流 れる音 楽に 合わせ 、太 鼓を たたい たり、
掛け声 を出 したり しな がら 、幼稚 園の 周囲を 約１ 時間 かけて 「火 の用
心」を元 気よく 呼びか けま した。
パレー ドは 昭和５ ５年 頃か ら始ま った もので 、 子 ども たちに 火災予
防の大 切さ を教え ると とも に、街 の人 にも防 火意 識を 高めて もら うよ
う働きか けるこ とを目 的と して、地 域に根 付いた 行事 になって います。
今後も この ような 催し に出 向し、 火災 予防の 啓発 や消 防行政 への理
解を得た いと思 います 。

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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新人消防職員教育

（久居消防署

小野剛志）

（南分署

小菅英昭）

「前方よ し、ホース 延長！」、
「放水 始め！ 」。毎 日のよ うに大き な声
が響いて います 。
平成２ ８年 度津市 消防 職員 採用の 新人 職員１ １名 が三 重県消 防学校
の消防 職員 第５３ 期初 任科 及び救 急標 準課程 （ 平 成２ ８年４ 月７ 日～
同年１ ２月 ６日ま での 期間 ）を修 了卒 業し、 津市 内の 各消防 署に 配属
されて勤 務をし ていま す。
久居消 防署 にも４ 名の 新人 職員が 配属 されて おり 、毎 日様々 なこと
を学び 、厳 しい訓 練も 行わ れてい ま す 。消防 学校 とは また違 う生 活が
始まり 、戸 惑いな がら も先 輩職員 にも まれな がら 、一 日も早 く一 人前
の消防士 になろ うと毎 日頑 張ってい ます。

スケルトン In 南分署
『スケル トン』。動物や 人間 の全体的 骨格、骨 組みや 内 部が見え るデ
ザイン 様式 、透明 な状 態等 、たく さん の意味 があ り ま すが、 今回 は事
務所のエ アコン につい て紹 介します 。
事務所 には ３台も あり ます ので常 に超 快適！ ・・ とい うわけ にはい
きませ ん。 両端の 二台 は寄 る年波 に勝 てず引 退し て中 央の一 台が 救世
主として 活躍中 です。 見て 下さい、 この配 管を含 めた むき出し 感 を。
本来、 目に 見える のは 一番 下の面 だけ だそう です が、 本体が 大きい
ので撤 去が 難しい のと 天井 裏には 別の 配線が たく さん あるた め 、 この
ように 設置 された みた いで す。見 上げ ると改 めて 大き い（分 厚い ）と
感じます 。おか げさま で今 、私達は 快適に 過ご す こと ができて います。
大切に使 用して いきた いと 思います 。

もしものための消火栓

（美里分署

前川敦史）

３月に 入り まだま だ寒 く空 気が乾 燥し て、火 災が 起こ りやす い 時期
ですが、 消火活 動に欠 かせ ないのが 消火栓 です。
皆さんは 、家の 近くの 消火 栓がどこ にある か分か りま すか？
消火栓 の蓋 （ふた ）は 、四 角いも のも あれば 丸い もの もあり ます。
さらに 、津 城の藩 主・ 藤堂 高虎公 が愛 用して いた 兜を ベース に、 消防
隊員が 火災 現場で 使用 する 空気呼 吸器 の面体 を着 装し た状態 を図 案化
し、正 義感 と勇猛 果敢 な消 防隊員 をイ メージ した もの もあり ます 。一
度、意識 をもっ て消火 栓 蓋 を眺めて みてく ださい 。
なお、 道路 交通法 によ り、 消火栓 から ５メー トル 以内 は駐車 禁止に
なってい ますの で 御協 力く ださい。

女性消防団員による街頭啓発活動

（香良洲分遣所

水平

拓）

平成２ ８年 １２月 １１ 日、 マック スバ リュ ー 香良 洲店 におい て津市
消防団香 良洲方 面団の 女性 団員 ６名 が街頭 啓発活 動を 行いまし た。
この 活動 は、暖 房器 具等 で火を 取り 扱う機 会が 多く 、また 空気 が乾
燥し火 災が 発生し やす くな るこの 時期 に火災 予防 を呼 び掛け るこ とを
目的とし て毎年 行われ てい ます。
啓発活 動に参 加した 女性 消防団員 は、
「 こ うした 啓発 活動で地 域住民
の防火 に対 する意 識が 少し でも高 まれ ば」と 話し 、今 後も継 続し て実
施すると の事で す。
香良 洲方 面団の 女性 消防 団員は 、こ の他に も高 齢者 、独居 老人 宅の
防火診 断や 地域住 民に 対す る救急 指導 などの 活動 を積 極的に 実施 して
おり、地 域住民 の防火 意識 向上に努 めてい ます。

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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（白山消防署

松田高志）

平成２ ８年 １０月 ２６ 日、 津市白 山町 大原地 内に ある 、航空 自衛隊
白山分 屯基 地内に て航 空自 衛隊白 山分 屯基地 消防 隊及 び津市 消防 団白
山方面団 ・美杉 方面団 との 合同訓練 を実施 しまし た。
これ は、 自衛隊 及び 白山 方面団 ・美 杉方面 団と の連 携でデ ジタ ル無
線機を 活用 し基地 内の 調整 池から 火点 までの 約 ６ ００ ｍもの 遠距 離を
中継送 水態 勢によ り迅 速か つ適切 な消 火活動 をす るこ とがで きる よう
にする ため の訓練 でし た。 また女 性消 防団員 は、 今年 度総務 省消 防庁
から無 償貸 与され てい る多 機能訓 練車 を使用 し、 積載 されて いる 救助
資器材等 の取扱 訓練を 実施 しました 。
肌を 刺す ような 冷た い風 が吹く 中、 迅速に 活動 する 様子や 、自 衛隊
員と消 防団 員が一 丸と なっ て協力 し訓 練に取 り組 む姿 を見て 、今 後の
更なる消 防団の 活動に 期待 が高まり ました 。

初心忘れるべからず

（一志分署

大野

学）

一志分署 の玄関 に置か れて いる一台 のポン プ 。
明治 時代 に活躍 し て いた 腕用 （ わん よう） ポン プを 職員が 手入 れを
し、新 庁舎 の玄関 にて 展示 してあ りま す。来 客者 がこ のポン プは いつ
の時代の 物です か？と の質 問があ れ ば、職 員が丁 寧に 説明して います。
消防 の歴 史がわ かる 資料 として 展示 する一 方で 、我 々職員 が偉 大な
諸先輩 方が 使用し 、活 躍し ていた 腕用 ポンプ を展 示す ること によ り、
初心を忘 れずに 職務を 遂行 していく 励みに もなっ てい ます。
諸先 輩方 の技術 を伝 承し 、基本 に忠 実な現 場活 動を 実行す るこ とが
われわ れの 職務で あ り 、こ の腕用 ポン プが私 たち に「 初心忘 れる べか
らず」と 訓示し ている よう に感じて います 。

見つけた物は・・・

（美杉分署

谷内正明）

旧美杉総 合支所 取り壊 しに よる不使 用備品 を譲り 受け に行った 時のこ とです 。
ふと目を 向けた 先に表 彰楯 が飾られ ており、そこに は『内閣総理 大臣賞 防災 の 日表彰記 念 美 杉村消
防団殿 昭和５ ８年９ 月１ 日 』と記載 されて いまし た 。９月１日 の防災 の日に 執 り行われ る内閣 総理大 臣
表彰には 、災害 現場で 顕著 な功績が あった 団体に 贈ら れるとの 項目が ありま す。
気になっ た私は、受賞前 年 に何かあ ったの かと調 べて みたとこ ろ、昭和 ５７年 ８ 月１日に 日本各 地で甚
大な被害 をもた らした 台風 １０号に より、三 重県内 で も当時の 美杉村、隣接す る 嬉野町、松阪市を 中心に
被害を受 け、死者 ２４名 の うち１８ 名、建物 の全半 壊 １７４棟 のうち １３１ 棟が この３市 町村で 発生し た
とのこと でした。 その中 で 美杉村消 防団は 降りし きる 豪雨に立 ち向か い、必死 に 救助、避難 活動を 行い、
物的被害は他の２市町と変わらないものの電力会社の職員１名が土砂災害で犠牲になった他 は、住民に
死者を出 さなか ったと の記 述を見 つ けまし た。
この事案 に対し ての受 賞 で あったの かどう か まで は判 明しませ んでし たが、私 は 思いまし た。美杉 分署
が出来る ずっと 昔 、消防 団 の使命を 全うす るため、災 害 に立ち 向かっ た美杉 村消 防団とい う戦士 達がい た
というこ と、そ してそ の意 志を引き 継いだ 美杉方 面団 と共に美 杉町を 守ろう と。
現在こ の表彰 楯は、 美杉 分署の消 防団幹 部会議 室で 輝いてい ます。
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5

トピックス

津消防タイムズ

第５９号

平成２９年３月１日発行

救急ワークステーション運用開始
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ ああ
救急課
ああああ あああ あああ ああ あ あああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
近年、救急需要の高まりとともに、より迅速かつ高度な救急対応が求められています。このこ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
とから、病院に救急隊を派遣し当該病院を拠点に活動する救急ワークステーション
(WS)事業が全
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ平成２８年６月から当事業を運用開始し
ああああ あああ
国的に採用されつつあります。本市においては、
、救急
ああああ
あああ
あああ
ああ
ああああ
あああ
あああ
ああ
ああああ
あああ
隊員の知識・技術の一層の充実を図っております。
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
▲○○○○○○○○○○○○○
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ ああ あ ああ ああああ あ
○○○○○○○○○○○○○○
【事業内容】
○○○○○

写真

救急隊員の病院実習の一環として、救急車と救急隊員を三重大学医学部附属病院救命救急セン
ターに派遣し 、実習を受けつつ救急要請があれば救急出動に対応します。また、状況に応じて医
師が同乗し救急隊への指示・指導、必要な処置を行います。

【運用体制】
毎週、火曜日と水曜日の午前 ９時から午後 ６時まで、各消防署からローテーションで人員の派
遣を行い、 ３名体制で勤務します。救急車の運用は、指令センターが WS からの出動が効率的と
判断した場合に出動をします。病院内では、救急隊員の処置に関する指導を受けるものとし、カ
ンファレンス等に参加することで医学的知識の習得に努めます。
【事業の効果】
①病院実習中に救急出動態勢が確保されることにより、管内の出動救急隊が１隊増えるため重
複救急時の現場到着時間短縮が期待できます。
②医師が同乗し出動することで、重篤患者への直接対処が可能となり、救命率の向上に繋がり
ます。
③救急隊と医師の救急活動時における連携がよりスムーズに行うことができます。
今後とも、行政・地域・医療機関と連携を深め、救急医療体制の更なる充実強化を図っていき
ますので、皆様の 御理解と御指導をよろしくお願いします。

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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一刻を争う消火や救急・救助活動の始動のために

「119 番通報」のかけ方！
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ ああ
通信指令課
ああああ あああ あああ ああ あ あああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
昨年の津市内における 119 番通報件数は、22,080 件にものぼっており、もしかしたら、あな
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
たも通報する場面に遭遇するかもしれません。
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
ああああ
あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
国民の生命・財産を守る消防活動の迅速、確実性を確保するには、皆様からの的確な
119 番通
ああああ
あああ
あああ
ああ
ああああ
あああ
あああ
ああ
ああああ
あああ
報が不可欠になってきます。そこで、当然知っているという方や過去に 119 番通報を経験した方
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ
▲○○○○○○○○○○○○○
もみえるとは思いますが、あらためて確認する点も含め、
119 番通報の流れを記載します。
ああああ あああ あああ ああ ああああ あああ ああ あ ああ ああああ あ
○○○○○○○○○○○○○○
まず、最初に「火事ですか？ 救急ですか？」の質問から始まり、全ての質問をスムーズにお
○○○○○

写真

答えいただければ数十秒で済みます。その際、出動指令までの操作も並行して行っていますの
で、落ち着いて指令員へ情報提供をお願いします。その後の質問内容は以下のとおり です。
【火災の場合】
・住所・氏名「正式な住所・名前（世帯主等）を教えてください」
・状態「何が燃えているか、逃げ遅れ、ケガ人はいないか」（←この時点で消防車へ出動指令
が出ています。）
・目標「目標となる建物などから見た方角や距離」
・通報者の氏名、電話番号「自分の名前、今かけている電話番号」
【救急の場合】
・住所・氏名「正式な住所・名前（世帯主等）を教えてください」
・状態「どのような状態か、意識はあるか、呼吸はあるか」（←この時点で救急車へ出動指令
が出ています。）
・目標「目標となる建物などから見た方角や距離」
・通報者の氏名、電話番号「自分の名前、今かけている電話番号」
以上のような 情報を順番にお聞きしていきますが、通報内容から心肺停止状態であることがわ
かった場合、傷病者への気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫（心臓マッサージ）をお願いする場合が
あります。これは救急隊到着までの命を守る重要な処置でありますので、指令員の指示に従った
行動をお願いします。また、適切な病院搬送につながる情報として、傷病者の年齢、持病、かか
りつけの病院などについてお尋ねする場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。
以上のことを念頭において、適切な１１９番通報に御協力いただきますようお願いします。

▲指令セ ンター では消 防車 両の現在 地が 把 握でき 、
最寄りの 車両に 出動指 令 を 出します

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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住宅用火災警報器は設置されていますか？
消防安全課
住宅火災で死者が発生した原因で最も多いのが
【逃げ遅れ】によるもので、これを未然に防ぐため
のものが「住宅用火災警 報器」 です。
住宅用火災警報器の設置率は、全国平均８１．
２％で適切な場所に取り付けられているのが全国
平均６６．５％です。
住宅用火災警報器の設置率及び適切な場所への
設置率１００％を目指して、大切な命を火災から
守りましょう。
また、設置の義務化から１０年が経過するため、電池切れになるものも出てきますので、定期
的に作動確認するとともに、異常があれば交換しましょう。
●点検方法・・・
【点検ボタンを押す】又は【点検紐を引く】ことで《警報音》か《音声》が鳴
れば正常です。
●お手入れ・・・ホコリによる誤作動防止のため清掃しましょう。
●電池切れ・・・本体と電池を別にして、適切に処分してください。

住宅用火災警報器の【設置場所】【設置位置】【種類】
１

設置場所と種類
義務設置…【寝室】及び寝室が１階以外にある場合は【階段の上端】に【煙式】の住宅用火
災警報器が義務 付けられています。
設置推奨…【台所】 に【 熱式】 の住宅用火災警報器の設置を 推奨 しています。

２

設置する位置

（１）天井の場合、壁から６０ｃｍ以上離す。
（２）壁の場合、天井から１５ｃｍ～５０ｃｍの間に設置。
（３）エアコンからは１５０ｃｍ以上離す。

（１）
３

（２）

（３）

種類

（１）煙式
煙を感知すると作動します。
（２）熱式
一定の温度以上になると作動 します。

津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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平成 28 年の火災・救急・救助状況
【火災】
平成 28 年中の市内における火災件数は 112
件で、前年に比べ 5 件の減少となりました。
火災の種別でみると、建物火災は 41 件で、
そのうち住宅火災は 33 件でした。
また、火災による死者は 3 人で、全て住宅
火災によるものでした。
住宅火災については、2 件の増加となって
おりますが、中には住宅用火災警報器が火災
を感知し、初期消火に成功したという事例が
ありました。大切な命と財産を守るためにも
住宅用火災警報器を設置しましょう。

区

分

火災件数合計

増減

平 成 28 年

平 成 27 年

112

117

▲5

41

60

▲ 19

建物火災

33

31

2

林野火災

2

5

▲3

車両火災

15

16

▲1

船舶火災

0

0

0

54

36

18

3

3

0

3

3

0

12

15

▲3

うち住宅火災

その他の火災
死者（人）
うち住宅火災

負傷者（人）

▲は減を示す

【救急】
平 成 28 年 中 の 市 内 に お け る 救 急 出 動 件 数 は
14,716 件で 、前 年に比べ 410 件の増加と なり過 去
最高の出 動件数 となり まし た。前 年と比 較し 、急
病の増加 がみら れまし た。
事故種 別でみ ると、例年 同様急病が 9,204 件で
最 も 多 く 、 次 い で 一 般 負 傷 の 2,219 件 、 交 通 の
1,291 件の順 でした 。
また 、傷病 程度で は 、全 体の約半 数が軽 症者で
占めてお り、こ の中に はタ クシー代 わりと みられ
る救急事 案も散 見され まし た。
救急車の 適正利 用に御 協力 をお願い します 。

区

分

平 成 28 年

平 成 27 年

増減

出動件数

14,716

14,306

410

搬送件数

13,405

12,969

436

13,591

13,128

463

9,204

8,969

235

一般負傷

2,219

2,324

▲ 105

交通事故

1,291

1,290

1

搬送人員（人）
急

主な事故
種別
(出動件数)

病

▲は減を示す

【救助】
平成 28 年中の市内における救助出動件数
は 137 件で、前年に比べ 32 件の増加となり
ました。
事故種別でみると、最も多かったのが交通
事故の 81 件で、全体の 59％を占めました。
また、11 件発生した建物等による事故は、
施錠された建物内で、自力で脱出（解錠）で
きない人を救助したなどです。

区

分

平 成 28 年

平 成 27 年

増減

出動件数

137

105

32

活動件数

75

57

18

救助人員（人）

85

61

24

81

66

15

交通事故
主な事故
種別
(出動件数)

火 災

1

1

0

水難事故

10

9

1

建物等に
よる事故

11

13

▲2

▲は減を示す

【119 番通報】
平成 28 年 中にお ける 119 番通報の 受理件 数は、
22,080 件で 、前年 に比べ 1,129 件の減と なり 、一
日当たり約 61 件の 119 番 通報を受 け まし た。
内訳を見 ると、 救急通 報が 14,536 件と 最も多
く、次い で病院 案内等 によ るものが 7,079 件とな
っていま す。
津市管 内の救 急通報 件数 は、 431 件もの 大幅な
増加とな ってい ます が 、救 急搬送の 約半数 が軽症
者の搬送 となっ ており 、本 当に救急 車が必 要な重
篤な傷病者への対応が後手に回ることが少なく
ありませ ん。このこ とから 、救急 搬送の 必要性 を
問う広報 活動等 を継続 して 行ってい ます。

区

分

119 番 受 報

平 成 28 年

平 成 27 年

増減

22,080

23,209

▲ 1,129

火

災

110

102

▲8

救

急

14,536

14,105

431

救

助

131

91

▲ 40

警戒・調査

224

232

▲8

病院案内
問合せ
いたずら等

7,079

8,679

▲ 1,600
▲は減を示す
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４月１日から消防本部の組織が変わります！
津市消防本部では、増加し続ける救急件数と災害対応の更なる充実、法令違反対象物に対する
違反処理業務の確立、及び政策部門の充実を図るため、平成 29 年 4 月 1 日から組織を次のとお
り改正します。
１ 改正内容
⑴ 消防総務課は、企画調整担当から経理部門を切り離し、企画調整担当を『消防政策担当』
とし政策部門を担います。また、総務担当と経理 部門を統合し『消防管理担当』とします。
⑵ 消防安全課は、認知度の高い『予防課』と名称を変更するとともに、違反処理業務を充実
させるための『違反指導担当』を配置 します。
⑶ 救急課、警防室及び消防団統括室 は、災害対応の連携を密接にとることが必要であること
から、『消防救急課』として一本化とし、それぞれの担当を配置します。
２ 組織改正比較表
改正後
課・室
消防総務課

担当
消防管理担当(TEL254-0351)
消防政策担当(TEL254-0353)

予防課

設備担当(TEL254-0354)
危険物担当(TEL254-0355)
違反指導担当(TEL254-0356)
消防救急課
警防担当(TEL254-0357)
消防救助担当(TEL254-1601)
救急担当(TEL254-1600)
消防団統括室
消防団担当(TEL254-1602)
通信指令課
情報管理担当(TEL254-0358)
通信指令担当(TEL254-0119)
中消防署(TEL226-2322)
西分署(TEL225-7431)
安濃分署(TEL268-5119)
北消防署(TEL232-3092)
河芸分署(TEL245-0119)
芸濃分署(TEL265-2500)
久居消防署(TEL254-1111)
南分署(TEL234-3512)
美里分署(TEL279-2136)
香良洲分遣所(TEL292-2157)
白山消防署(TEL262-1044)
一志分署(TEL293-0279)
美杉分署(TEL274-0200)

☆
・3
・3
・4
・4
・4
・4
・5
・6
・6
・6
・7

主な行事予定
月
月
月
月
月

☆

1 日～3 月 7 日 春季全国火災予防運動
12 日 上級救命講習（白山消防署）
1 日 新規採用職員辞令交付式
10 日 三重県消防学校入校式（鈴鹿市）
14 日 三重 県消 防職 員意 見発 表 会 （ 鈴鹿
市）
月 28 日 市長特別視閲
月 17 日 前期危険物予備講習会
月上旬 津市消防団夏期訓練
月 4 日～6 月 10 日 危険物安全週間
月 11 日 上級救命講習 （北消防署 ）
月上旬 前期防火管理者講習会

現行
課・室
消防総務課
消防団統括室
消防安全課

担当
総務担当(TEL254-0351)
企画調整担当(TEL254-0353)
消防団担当(TEL254-1602)
安全指導担当(TEL254-0354)
危険物保安担当(TEL254-0356)

警防室

安全管理担当(TEL254-0357)
消防救助担当(TEL254-1601)
救急課
救急管理担当(TEL254-1600)
救急指導担当(TEL254-1603)
通信指令課
情報管理担当(TEL254-0358)
通信指令担当(TEL254-0119)
中消防署(TEL226-2322)
西分署(TEL225-7431)
安濃分署(TEL268-5119)
北消防署(TEL232-3092)
河芸分署(TEL245-0119)
芸濃分署(TEL265-2500)
久居消防署(TEL254-1111)
南分署(TEL234-3512)
美里分署(TEL279-2136)
香良洲分遣所(TEL292-2157)
白山消防署(TEL262-1044)
一志分署(TEL293-0279)
美杉分署(TEL274-0200)

編集後記
突然のお知らせになりますが、
「津消防タイ
ムズ」は本号をもって発行を終了することに
なりました。これまで長年にわたり御覧いた
だき誠にありがとうございました。
今後は、インターネットを活用して、ＳＮＳ
（Facebook）により各種イベント・講習会・訓
練の様子など、
「消防タイムズ」と同様の情報
をタイムリーに情報発信してまいります。
Facebook への消防に関する情報 は、
「津市シ
ティプロモーション情報」に掲載しますので、
津市の様々な情報とともに、ぜひご覧いただ
きますようよろしくお願いします。 （堀田）

津市消防の情報は Facebook（津市シティプロモーション情報）を御覧ください
URL https://www.facebook.com/tsu.city.promotion
津消防タイムズは津市ホームページ http://www.info.city.tsu.mie.jp/ で御覧いただけます。
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