よこはま都 市 消 防
公益社団法人

横浜市防火防災協会
Yokohama Disaster Prevention

撮影：近藤 美樹 さん

目次 ̶ index ̶
P 2 「減災新聞」
の視点
P 4

消防査察の上手な受け方

P 6

横浜消防トピック119
P 7

P 8

New

特別コラム

▶ 水上消防救助部隊発隊式

ご存知ですか？
「救命処置」
と
「救命率」

「女性の活躍」30の質問

こんにちは

P 10

各区火災予防協会紹介
P 12～

▶ 熱中症に注意

新約消防白書

P 9

連載

消防局指導課

●フォト収集

●ベストショット

▶ 旭 ▶ 都筑

●コラム 妄言多謝

● 横浜路地裏日記

〈編集後記〉

summer

43号
1

4 7月 10

「減災新聞」
の視点
神奈川新聞記者

渡辺

渉

西日本豪雨で自宅が2階まで浸水した岡山県倉敷市真備町の女性。知人の呼び掛けを断って自宅にとどまり、
首まで水に浸かりながら救助されるのを待った。

「逃げ遅れゼロ」へ続く模索
「警戒レベル 4 で全員避難」
。このフレーズが今
夏から、豪雨時避難のキーワードとなりそうだ
（https://www.kanaloco.jp/article/entry-159504.html）。

を付すことになった。警戒レベル 5 は災害の発生
を意味し、避難勧告と避難指示（緊急）を位置付

広島県や岡山県、愛媛県などで土砂災害や洪水

けたレベル 4 で全員が避難。レベル 3 の避難準備・

が多発し、風水害としては犠牲者数が「平成最悪」

高齢者等避難開始では、高齢者や障害者ら避難に

となった昨年 7 月の西日本豪雨。その反省や教訓

時間を要する人は行動を開始することが求められ

を生かそうと、政府が防災気象情報（警報・注意

ている。

報や土砂災害警戒情報、河川の氾濫危険情報など）

内閣府は市町村が防災無線で伝達する際の例文

や避難情報（避難勧告など）に 5 段階の警戒レベ

として、
「緊急放送、緊急放送、警戒レベル 4、避

ルを導入することを決めた。
「種類が多く、意味が

難開始。緊急放送、緊急放送、警戒レベル 4、避

分かりにくい」とも批判されてきたこれらの情報

難開始」
「○○地区に土砂災害に関する警戒レベ

の意味を住民らが直感的に理解できるようにして、

ル 4、
避難勧告を発令しました」などを示している。

早期の避難行動につなげる狙いがある。
気象庁や都道府県、市町村などは、情報を発表
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する際、それぞれに該当、相当する「警戒レベル」

果たして、
こうした呼び掛けで、
目指している「逃
げ遅れゼロ」が実現するだろうか。

「屋上屋を架したようで、結果的に分かりにくい

ない、という問題提起でもあった。

ものになった。効果は限定的」と、今回の見直し

有識者会議の委員を務めた兵庫県豊岡市の中貝

を批判的に捉える識者もいる。個人的には、その

宗治市長は、2004 年の台風で河川が決壊した際、

指摘に共感せざるを得ない。伝える内容が増える

避難対応が後手に回った苦い経験を持つ。
「人は

だけに、雨音が大きかったり、雨戸を閉め切って

逃げない動物だ」と実感を込めて語る中貝市長は、

いたりする時に、きちんと届くだろうか。最近は

会議の場でこう述べた。
「平常時から避難勧告や

メールやツイッター、スマホアプリでの情報提供

避難指示の意味、自分の住んでいる地域のリスク

も定着しているが、緊急時に次々と届く多様な情

について、自分たちで理解してもらい、いざとい

報の一つひとつの言葉に注意を払わなくならない

うときにはこうするということを対話していく以

だろうか。

外にない。逃げない理由はそれぞれにある。それ

警戒レベルの導入は、西日本豪雨を受けて内閣
府が設置した有識者会議で検討された。

を崩していくには、地道な対話しかない。そして、
それができるのは市町村長しかいない」
いかに逃げるか、避難させるか。それぞれの立

「情報に対して受け身で指示が出るまで待ち、
ほとんど反応しない状況がある」
。受け手側の住民

場でできること、しなければならないことを実践

に共通する課題をそう指摘したのは、委員の一人、

しなければ、命は守れない。

東大の片田敏孝特任教授だ。
片田教授はかつて岩手県釡石市の小中学校で実
践的な防災教育を展開し、学んだ子どもたちは東
日本大震災の巨大津波から生き延びようと避難行
動を率先。その取り組みや成果に注目が集まった。
そうした経験も踏まえつつ、
「災害過保護」という
言葉も使って有識者会議で問い掛けたのは、受け
手の意識や行動の問題だった。
要は、情報や対策をいくら充実させても、住民
の側に活用する意志がなければ、効果は望めない、
ということだ。情報をあてにするのではなく、一

内閣府などが警戒レベルを周知するために作製したチラシ。
ウェブサイトからダウンロードできる。

人ひとりが防災の主体的な担い手でなければなら

「
“ 減災新聞」
の視点”を連載中の渡辺 渉 氏に講演をお願いし、

「2019年度 防災セミナー」
を開催します
日時

2019年 8 月 20 日（火）15：00～16：30

場所

神奈川中小企業センタービル

演題

「災害・減災取材の現場から」
❶ 直下型地震の恐ろしさ
❷ 津波から生き延びる

14階多目的ホール

中区尾上町5-80

❸ 過去の経験に学ぶ
❹「わがこと」
と受け止める

参加費

無料

◆ お申し込みは、
「2019年度 防災セミナー」
チラシをご確認いただき、電話又はFAXでお願いいたします。
◆ チラシは、
当協会ホームページ
“新着情報”から入手できます。

公益社団法人横浜市防火防災協会 TEL 045-714-0920（平日8：30～17：15） FAX 045-714-0921
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❶ 事前準備編

❷ 立入検査対応編
❸ 事後対応編

〈消防局指導課〉

横浜複合ビルの立入検査当日を迎えました。
統括防火管理者のYさんとA消防署のX消防士はビルの前で待ち合わせをしました。
立入検査にご協力いただきありがとうございます。本日はよろ
しくお願いします。
本日の流れですが、始めに書類の確認をさせていただき、その
後、建物の検査を行います。

Ａ消防署

また、いくつか口頭で確認させていただく事項がありますので、その際はわかる範囲で教えてください。

Ｘ消防士

書類の確認
Y さん ：事前に依頼のあった
書類はこちらです。
消防関係の書 類は
ファイルにまとめて
あります。
X消防士：では、確認させていただきます。防火管理者
や消防計画は、届け出ていただいたものから
変更はありませんか？
Y さん ：変更ありません。

X消防士：消防訓練の記録がありませんが、実施してい
ますか？
Y さん ：訓練は、時間が取れないのと、なかなか人が
集まらないためできていません。
消防計画の中に訓練に関することを
定めていても、従業員がその内容を
把握していなければ、火災時等に適切

X消防士

な行動をとることは困難です。消防訓練は、非常
時の対応を従業員に習熟させる貴重な機会とな

消防用設備等に不備がある場合は、設
置されている設備が、非常時に適正に

X消防士

の遅れや、避難に支障が出ることが考えられます。
したがって早急に改修してください。
X消防士：建物所有者の変更はありましたか？

Ｙさん ：変更はありません。

X消防士：入居している事業所（テナント）の入れ替え、間仕
切り、
レイアウト変更などの改修はありましたか？

Ｙさん ：事業所の変更はなく、
改修もありませんでした。
X消防士：建物の増築や改築等はありましたか？

Ｙさん ：ありません。

X消防士：確認事項は以 上で
す。それで は 建 物
の検査を開始します
ので、案内をお願い
します。

建物の検査

ります。
X消防士：消防用設備等点検結果報告書で不良箇所が
ありますが、改修の状況はいかがですか？
Y さん ：消防用設備等の不良
は、予算を調整中の
ため、まだ改修でき
ていません。

作動しないことがあるので、火災発見

基本的には、屋上から地下まで建物全
体を確認しますので、機械室や倉庫な

X消防士

ど鍵のかかっている部屋も確認できる

ように、準備をお願いします。
検査の結果については、
「立入検査等結果通知書」
をお渡ししますが、検査の途中、巡回しながら、
その都度、説明しますので、メモを用意してくだ
さい。また、カメラ等でその箇所
を撮影すると、後で確認するの
が容易になります。
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ここからは、立入検査でよくある消防法令違反のケースをご紹介します。
ケース １

避難経路となる屋内階段に段ボールが置かれている

X消防士

Yさん

X消防士
ケース ２

階段に段ボールがたくさん置かれていますね。
ここは避難経路になっているので、避難の支障等となるものを置かないよう
に管理しなければなりません。
そうなんですね。
この段ボールはおそらく〇〇株式会社のものだと思います。
過去の火災では、このように階段にものが置かれていたことによって避難
ができず、多くの方が犠牲になってしまった事例があります。
非常に危険なので、
〇〇株式会社に対して一緒にしっかりと指導しましょう。

飲食店のちゅう房の油汚れ
グリスフィルター

X消防士：コンロ上のグリスフィルターに油汚れがかなり溜まっていますね。

Ｙさん ：あまり気にしたことがなくて・・・

X消防士：コンロから出火し、火がこの油汚れに移ってしまうとダクト内に火が入
り消火が困難になる可能性があります。
定期的に清掃をお願いします。

フード

ちゅう房のフード内の油脂による汚れ

ケース ３

屋内消火栓の前に物が置かれ操作の障害となっている
X消防士：屋内消火栓の前に物が置かれていますね。
どこの事業所の物かわかりますか？
Ｙさん ：カフェ〇〇の物だと思います。

X消防士：屋内消火栓は、火災の際に消防隊が到着するまでの間、その場にい
る人が初期消火のために使用するものです。
常に万が一の時にすぐに使用できる状態にしておかなければなりません。

物件
（商品）
による
屋内消火栓設備の
操作障害

物件
（商品）
による
防火シャッター
降下障害

Ｙさん ：よくわかりました。すぐにカフェ○○の店長に連絡して、撤去させます。

本日の検査はこれで終了です。
いくつか改善していただく事項がありましたので、
「立入検査等結果
通知書」
でお知らせします。
統括防火管理者としてビル全体の防火管理をしっかり行っていただき、

X消防士

本日の立入検査を契機として、各テナントにも注意事項をしっかりお伝えください。
ご不明な点などがございましたら、遠慮なく連絡してください。
検査を通じて、日頃から気を付けていかなければならないことがよくわかりました。

Yさん

～立入検査を終えて～
建物利用者の安全・安心を確保するために、建物を所有・管理してい
る事業所（テナント）が自分たちで、適切な自主防火管理体制を確立

X消防士

する必要があります。

今回、立入検査での指摘事項は、正に適切な自主防火管理体制を確立するために
必要な事項であり、日頃から意識をすることが大切です。
また、改善事項がある場合は、
「回答書」をおおむね 14 日以内に提出していただき
ます。回答書の作成や、立入検査後の対応については、次回お話したいと思います。
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横 浜 消 防トピック 119
熱中症予防の対策をしましょう！

■ 消防局救急課

平成30年は例年に比べて厳しい暑さが続き、横浜市

熱中症救急搬送人員

内で5月から9月にかけて熱中症で救急搬送された人は

1,711

1800

1,711人で前年の2.3倍となりました。これからの本格

1600

的な暑さ対策として炎天下での活動を避け、こまめな

1400

水分・塩分補給、適切な室温管理をするほか、「実際

1200

2.3倍の
増加

1000

にあった救急搬送の事例と

734

800

ポイント・対策」を参考に、

276
(37.6%)

600
400

効果的な熱中症対策をして

883
(51.6%)

328
(44.7%)

200

熱中症を防ぎましょう。

683
(39.9%)

(人) 0

平成29年

５月

６月

平成30年

７月

８月

９月

実際にあった救急搬送の事例とポイント・対策
ポイント

高齢者は注意 !
事例

1

90代女性が、
エア
コン未設置の居室
内で 、床に 倒 れ

ているところを、家族が発見
し救急要請

2

高齢者は、暑さや喉の渇き
を感じにくくなっています。
また、体温を下げるための
体の反応が弱くなっており、
自覚 が な い のに 熱 中 症 に

❶喉が渇いていなくても水分補給をしましょう！
❷室温をこまめにチェックし、エアコンや扇
風機の活用を！

❸周囲の方は、普段と様子が違うと感じたら、
ためらわずに医療機関を受診させましょう。

なる危険性があります。

屋外作業中は注意 !
事例

対策

80代女性が、
自宅
の庭で草むしり中
に 倒 れ 、意 識 が

なかったため救急要請

ポイント

対策

屋外の作業では、集中する
あまり、
こまめな休憩を忘れ、
体を動かす時間が長くなる
ことがあるため、熱中症に
注意する必要があります。

❶作業環境を把握し、熱を遮る工夫や風通し
を確保しましょう。

❷なるべく連続作業を減らし、休憩中に体温
を正常化するようにしましょう。

❸体調不良の場合は、暑い場所での作業はや
めましょう。

運動時は注意 !
事例

3

10代男性が、
屋外
でサッカーをして
いたところ、競技

終了後に頭痛と吐き気を訴え
たため救急要請

ポイント

対策

運動時は、体温が上昇する

❶運動の前後だけでなく途中でも、こまめに

ため、それだけで熱中症
の危険性が高くなります。
激しい運動では短時間で
も、
またそれほど気温が高く

とるようにしましょう。
❷具合が悪くなった場合は、早めに運動を中止
して、涼しい場所に移動し服を緩め、体を冷

ない場合でも注意が必要

やし気分が回復するまで、しばらく安静に

です。

しましょう。

問合せ先：横浜市消防局救急課
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水分・塩分補給をし、休憩は30分に1回以上

TEL：045 - 334 - 6748

横 浜 消 防トピック 119
新たな部隊「水上消防救助部隊」の
発隊式を挙行しました

水上消防救助部隊 隊員章

■ 鶴見消防署

における災害発生時の即時対応能力、安全管理体制が

横浜港は寄港するクルーズ船、コンテナ船、タンカー等

特に強化されました。

商用船の超大型化に伴う新たな港湾施設の建設、寄港船
舶数の増加等、今なお発展を続けていますが、同時に災

この新たな部隊の誕生を市民の皆様に知って頂くため

害発生のリスクも増大しており、水上消防隊の災害出場

「発隊式」を、令和元年5月13日
（月）に、鶴見水上消防
出張所で挙行しました。

件数は増加傾向にあります。
横浜市消防局は、横浜港の国際競争力の継続的発展

髙坂消防局長から新部隊のワッペンが部隊員に授与さ

を消防面からもサポートするため、既存の水上消防隊3隊

れ、水難救助隊長による決意の宣誓、水難救助訓練の

と水難救助隊1隊を統合、鶴見水上消防出張所に再配置

展示等、令和の時代の幕開けと、横浜開港160周年に相
応しい、勇壮な発隊式となりました。

し、平成31年4月1日
（月）に新
たな中隊規模の部隊「水上消防
救助部隊」
救助部隊」を誕生させました。
水難救助隊の潜水員（16名）
と消防艇の乗船員
（28名）が一
体で災害対応を行うことで、有
事における潜水員の即時投入が
可能となる等、横浜港湾地域等

ちらも緑ピクトグラムですが違いがあります。

新約消防白書

ざっくり言えば緑色が少ないのは「通路誘導灯」
多いのが「避難口誘導灯」です。
避難口が
「どっち」
にあるのか。
「こっち」
？
「そっち」
？
「あっち」？これを示すのが、誘導灯です。
「通路誘導灯」は、
「こそあど」指示語で「あっち」

指示語・訳・誘導灯
多くの言葉を異にする人々が訪れるオリンピッ
ク。前回の東京オリンピックからピクトグラムが
多岐に亘り採用されました。誘導灯もその一つ。
一般的に、誘導灯とは走る姿の緑のピクトグラム
という認識は、かなり浸透していると思いますが、
誘導灯に種類があることを、防災関係者以外あま
り知られていないように見受けられます。つまり
「通路誘導灯」と「避難口誘導灯」の二つです。ど
避難口誘導灯用

矢印付き避難口誘導灯用

を意味します。ところが、
「あっち」と指示されても、
その建物に初めて訪れた人には、
「あっち」の明確な
イメージを持ち合わせていません。更には、着いた
先に、似たような扉が複数あったりすると迷ってしま
います。文字通り、戸惑ってしまいます。その戸惑う
所に「こっちに避難口があります」と呼びかける誘
導員役が必要です。それが「避難口誘導灯」です。
つまり、
「通路誘導灯」は「あっち」を、
「避難口誘導灯」
は「こっち」を示しています。ついでながら「矢印付

通路誘導灯用

きの『避難口誘導灯』
」が「そっち」
を示します。誘導灯を指示語で訳
するとこうなりましたが、海外か
ら訪れる人にも、その意図が明確

こっち

そっち

あっち

に伝わるといいですね。
（K）
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NEW

特別
コラム

ご存知ですか？

国の救急蘇生統計では1か月後の生存率を一般的
に「救命率」と呼んでおり、横浜市においても心臓

「救命処置」
と
「救命率」

などを原因とする心肺機能停止症例について、その
後の経過を調査しています。以下、同年の統計に基
づいてご説明します。
（写真提供：横浜市消防局）

ついさっきまで元気にしていたのに、突然、心臓

市民が目撃し

や呼吸が止まってしまった…。

た心臓などを原

こんな人の命を救うために、そばに居合わせた人

因とする心肺機

（市民）ができる応急手当のことを「救命処置」と

能停止傷病者の

いいます。

うち、市 民によ

この「救命処置」を一人でも多くの市民の皆さま

る心肺蘇生が行

に覚えていただくため、
横浜市は 1994 年（平成 6 年）
に救命講習を開始しました。その後、1998 年（平

横浜市では 71.1％で、全国の 56.6％と比べ極めて

成 10 年）からは当協会が救命講習事務の一部を受

高くなっています。約 7 割強の症例で市民による心

託し、現在に至っております。

肺蘇生が行われていたことになります。これは凄い

消防局、消防署、消防団、市内事業所等の応急

数字だと思いませんか。

手当普及員、当協会等が一丸となって普及啓発を

また、市民が心肺蘇生を実施した症例の救命率

重ねたことにより、市内における年間の救命講習等

は 16.3％で、心肺蘇生を実施しなかった症例の救

の受講者数は約 3 万人にも及びます。
「救 命 処 置」
には、心肺蘇生、
AED の使用、気
道異物の除去な
ど が あります
が、横浜市では
市民による心肺
蘇生がどのぐらい行われているか。またその「救命
率」はどうなっているかご存知でしょうか。
本コラムでは、このことについて解説したいと思
います。

わ れ たもの は、

命率は 7.6％です。なんと 2 倍以上になることがわ
かります。更に、市民が心肺蘇生を実施した症例の
うち、市民が AED を使って除細動（電気ショック）
を行った場合の救命率は 68.3％となっています。凄
いですよね。AED の有効性は統計的にも明らかと
言えましょう。
救命講習でも習いますが、119 番通報と AED の
手配はとても重要です。AED が近くになかった場
合もまず 119 番通報することで消防隊や救急隊な
どに積載された AED に
よる早期除細動が期待さ
れますし、
119 番通報時
に心肺蘇生の手順を口頭

横浜市消防局の救急隊が2017年
（平成29年）
中に
取扱った心肺機能停止傷病者数は3,673人でした。

指導してもらうことも可
能です。

当協会では年間を通じて定期救命講習を行っています。未受講の方は奮ってご参加ください。

吉田 茂男

（事務局次長 講習担当課長）
主に救急関係を担当させて
いただきます。
よろしくお願い致します。

8

❶電話申し込み
横浜市防火防災協会
救命講習受付ダイアル

045
（714）
9911
平日9時～16時
（12時～13時を除く。
）

❷横浜市のホームページからの申請（「横浜市」でWeb検索）

「トップページ」＞「暮らし・総合」＞
「防災・救急・防犯」＞「救急」＞「救命講習等Web予約」

こんにちは

常任理事

坂野

警防課長が誕生しました。

満

危険が伴う消防の仕事です

から男性職場というイメージ

女 性の活 躍
令和という時代の到来に胸が躍ります。日常生活に

変わりはありませんが、
「新しいことにチャレンジし

が あ る と 思 い ま す。現 に

96% は男性です。そんな中

で、署員 174 人の先頭に立っ

てみたい」
、そんな気持ちになりました。

て消防署の舵取りをしている

性を紹介します。

で消防隊や救助隊の猛者たちに命令して指揮を執る
戸嶋明子瀬谷消防署警防担当課長に 30の質問を

今回は、この新しい時代にふさわしい二人の凄い女

女性の活躍が目覚ましい横浜市消防局ですが、長

い伝統の中で、今年 4 月に初めて女性の消防署長と

金井 署長
明るく元気な消防署を作りたい

金井保子港南消防署長と、災害現場

して、その素顔に迫ってみたいと思います。

30 の
質問

戸嶋 課長

今の仕事の抱負を一言で

事故なく安全迅速な活動を心掛けています

お弁当作り

4月から始めたこと

人のためになる仕事をしたかった

なぜ消防に入ったか

制服に憧れて

一日の始まりは

愛犬のお世話

新聞
整体
ああ無情（アンルイス）
継続は力なり
体力の衰え
石垣島
消防出初式のＭＣ
なし
利休梅
元町
フォルトウナの瞳
顔
旦那
チタンの印鑑をプレゼントされたこと
飲みません
豆大福
もっと勉強しなさい

リフレッシュの方法
カラオケで最初に歌う曲は

非番日の有効活用

ゴルフの打ちっぱなし
雨（森高 千里）

若い職員にアドバイス

初心忘るべからず

最近の自分の変化は

人生初の当直勤務

最高の休暇先は
今までの仕事でのハイライトは
長年愛用しているアクセサリーは
好きな花は
横浜で好きなところ
好きな映画は
人に会った時最初に見るところ
無人島に一つだけ持っていくとしたら
思い出のサプライズは
好きなお酒は
好きなデザートは
15歳の自分へのアドバイス

ゴルフ場でのラウンド
特別査察隊で実施したランドマークタワーの査察
天然石のブレスレット
桜、かすみ草
みなとみらい地区
スターウォーズ
目
どこでもドア！？
面接試験会場での出会いが一生の友になったこと
梅酒
あんみつ
もう少し、勉強しなさい！

ほしい才能は

記憶力

ピンク

好きな色は

ブルー

ネズミ

自分を動物に例えると

記憶力

ドキュメント 72 時間
佐藤浩市

好きなテレビ番組は
好きな俳優さんは

元気でいてね

15年後の自分に言う言葉は

孫のハイハイ

最近感動したことは

スキーに行きたい
継続は力なり
うなぎ

10日休みがあったら何をするか
好きな言葉は
人生最後の日に食べたいものは

犬
大河ドラマ
天海祐希 かっこいいです
まあまあ色々頑張ったね
自分が警防担当課長に着任したこと
海外ゴルフがしたいです
継続は力なり
美味しいお米で炊いたおにぎり

「怖くて近寄り難い」
、そんなイメージがあるかもしれませんが、なかなかどうして、チャーミングなお二人。
様々なプレッシャーがあると思いますが、これからの新しい時代を切り拓いていっていただきたいと思います。
金井署長、戸嶋課長ありがとうございました。
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こ んに ち は

旭区

「火災予防協会」だより

旭区
あさひくん

旭区は、
「花」
と
「緑」
と
「水」
に恵まれた

など、地域・事業所の防火・防災を主眼とした事業を推進してま

自然豊かな地域で、古くは丘陵地を利用

いりました。
また、昨年から、新たに各事業所の新入社員を対象

した農業が盛んであり、
また、河川沿い

とした研修を開始するなど、将来の防災力向上を担う若手社員

には捺染工場などが栄えていました。都

の育成にも力を入れています。

心部の近代化とともに1950年代に京浜

近年、
豪雨や地震により日本各地で甚大な被害が発生していま

工業地帯のベッドタウンとして宅地化が

す。
激甚化する自然災害への備えは重要であり、
我々事業所は勿

進み、丘陵地には大規模団地が造成さ

論のこと、
旭区全体で強固な共助を構築していく必要があります。

れて人口が急増し、現在の人口は24万人を超えています。
さら

今年は
「令和元年」がスタートした節目の年となります。気持

に、本年11月には相鉄・JR直通線が開業されるなど、未来に向

ちを新たに会員相互が連携し、旭区の発展とともに、防火・防災

けて発展し続ける街であり、今年で区制50周年を迎えます。

活動を積極的に推進してまいります。

当協会は、保土ケ谷火災予防協会から旭区の分区に伴い、
昭和44年に旭火災予防協会が設立され、会員相互が顔のみえ

旭火災予防協会

る関係を構築しつつ、火災予防広報、防災訓練や防災研修会

Topics

坂本

■ 横浜ヘリポート

旭区制50周年記念事業に参加します。

■ 防災の集い 12月6日
（金）

■ 里山ガーデンフェスタ・ジャズフェスティバル等へ参加

242 事業所

旭火災予防協会会員数

■ ヨコハマ
ランドマークタワー
防災施設
■ 大成建設（株）
（令和元年予定）

子ども向け
シール

会

長 （株）
サカモト

副会長 社会福祉法人藤嶺会

会長・副会長の

紹 介

特別養護老人ホーム弥生苑
副会長 平山防災設備
（株）
副会長 （株）
横浜レンタル
副会長 （株）
シンサナミ
副会長 ヨコハマ防水㈱

防火ポスター

50周年記念 扇子

あの街 その店 この味

副会長 （有）
ベルセブン

～ 会員事業所の紹介 ～

旭区の白根通り沿いにある横浜白根億万両本舗「和作」の億万両最中は
神奈川県指定銘菓に指定されています。包装紙を開けると、億万両と記され
た小判型の最中が入っており、思わずお金持ちになった気分になります。材
料は北海道産の小豆や氷砂糖などを使用しており、その味は数々のテレビ番
組でも紹介されるほどの逸品です。ちなみに、店主さんは TV チャンピオン
400 回記念「和菓子職人チャンピオン大会」で優勝した経験を持つ職人さんです。他に羊かん、どら焼き
など、おいしい和菓子がそろっています。お祝いごとやお土産に、是非、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

公益社団法人

川村旭消防署長
あんこ大好き！

横浜市防火防災協会（旭区）の仲間です

（株）
サカモト／社会福祉法人藤嶺会 特別養護老人ホーム弥生苑／平山防災設備
（株）
（株）
横浜レンタル／
（株）
シンサナミ／ヨコハマ防水
（株）
／
（有）
ベルセブン
さくら防災
（有）
／横浜市防災機器販売協同組合
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武

● 主な研修視察場所

〜トピックス〜

〈グッズ紹介〉

会長

こ んに ち は

都筑区

「火災予防協会」だより
時代は、昭和から平成、そして新た
な年号、
令和に移り変わりました。

都筑区
つづきあいちゃん

都筑火災予防協会会員とともに、この素晴らしい街並み
田園風景、残された自然を大切に、より近代的に、また、安

昭和45年に横浜市港北ニュータウ

全、安心の街づくりを構築するために消防署、消防団と連携

ンの開発がスタートとなり、半世紀が

し住みよい街づくりを進めていきたいと思っております。

過ぎようとしております。
計画に携わった多くの皆様、住民の
皆様の理解と協力の結果、素晴らしい

本年は、都筑区誕生25年となります。計画された都筑区の
事業に都筑火災予防協会としても関係諸団体の皆様と連携
し積極的に活動してまいりたいと思っております。

街並みが生まれました。我が都筑区は港北ニュータウンの

都筑火災予防協会

ど真ん中に当たります。

Topics

〜トピックス〜

会長

都筑火災予防協会会員数

平成30年度市大会出場隊
■ 屋内栓Ⅱ
ららぽーと横浜自衛消防隊

三科

均

206 事業所

〈グッズ紹介〉

■ 小型ポンプ
日東樹脂工業㈱横浜工場
自衛消防隊

● 主な防災施設等視察研修会の場所
■ H30：ANA機体整備工場 ～羽田クロノゲート
■ H29：鉄道博物館～造幣局大宮支局
■ H28：大型水門びゅうお～沼津御用邸～韮山反射炉

プレスボード
（H29作成）

会長・副会長の

紹 介

あの街 その店 この味

会

ミニ消防車（H29作成）
こども防火服（H28作成）

長 三研防災（有）

副会長 城田地所
（株）
（株）横浜第二工場
副会長 山崎製パン
副会長 （株）亀屋万年堂横浜事業所

～ 都筑区の名店の紹介 ～

都筑区民、
区役所・消防署職員の昼食の空腹を満たしてくれるお店、
「アミアン」
を
御紹介します。
都筑区役所総合庁舎6階にある
「アミアン」
は、
晴れた日には窓から東
京タワーやスカイツリーも望め、
区役所の食堂の中でも
眺望抜群のお店です。
日替わりメニューも3種類あって

アミアン
都筑区茅ケ崎中央32-1
都筑区役所総合庁舎６階

充実しているほか、
中でもお勧めのナポリタン大盛は、 ☎ 045-943-9048

味・量・価格（610円）
ともに大満足で、
私の大のお気に
入りです。
都筑区にお越しの際は、
是非ご賞味ください。

公益社団法人

営業時間
11：00～15：00

佐々木消防署長
眺めが最高！

横浜市防火防災協会（都筑区）の仲間です

三研防災
（有）
／城田地所
（株）
／山崎製パン
（株）
横浜第二工場／
（株）
亀屋万年堂横浜事業所／第一カーボン
（株）
協和石油ルブリカンツ
（株）
／
（株）
清水商工／
（株）
DNPテクノパック横浜工場
日東樹脂工業
（株）
横浜工場／
（株）
ヤナセオートシステムズ／富士通化成
（株）
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「フォト収集」＃8

「キガラシを追いかけて」
美瑛、富良野では夏から秋にかけて、一面黄色の「キガラシ」の花畑が見られます。
菜の花の仲間であるキガラシは「緑肥」
と呼ばれ、花はそのまま畑に埋められ、次の作物
のため、毎年植えられる場所が変わるので田園風景の中を探し回るのが楽しみです。

撮影地：北海道美瑛、富良野

妄言多謝

12

住

8

第 回

所：横浜市

イニシャル：T.A.

だ。
このことを吉本隆明未収録講演集で発見した。
これ
以前の彼の著作とも矛盾はしない。父の年齢に近いが
同時代人として学生時代から読み続けてきたにも拘わ

自分より圧倒的に考えつくされた思想を読み解き、
ま

らず講演集の中でまだ発見することがあった。読書の楽

た、密度の濃い情感と修練によって表現されたものを感

しみである。講演集と平行して吉本隆明全詩集を読み

性の全方向から受け入れるとき、空腹、
目の筋肉疲労、

続けている。彼が私の中から私の腑に落ちる何かを見

鼓膜の微振動を経て、
日常的甲殻を脱ぎ捨て、人間の

つけてくれる。仏像、絵画、音楽それぞれが私の独り言を

なしうることの大きさに感動する。同時にその所業の無

聴いてくれる。
これを仏教で他力本願という。
自分の努

条件の危うさに切なさを覚える。例えば東寺の空海の曼

力でできることではない。

陀羅と仏像、
ダンテ・ガブリエル・ロセッティとその周辺、

自分より遙か高みにいる人

クレール・エルジールやZAZのシャンソン、
これらに感動

に触れるとき、努力の果て

するのはなぜか。
自分の独り言が表現の中の独り言に寄

に照応する相手が私に教

り添え、
さらにその道のまだ見ぬ先へ導いてくれるから

えてくれるのだ。
合掌。
（し）

YOKOHAMA ROZIURA NIKKI
文と写真 ● ジャム
JAMJAM日記という本の著者は、個性派というジャ

れないと、ふと思いついて西横浜駅でおりてしまった。
ぎょう こう

ンルがあるならば、
まさにその代表というような俳優の

思いつきはあくまで思いつきにすぎない。何らかの僥倖

殿山泰司というひと。1970年代のグルーブが活写さ

に恵まれなければ見つかるものも見つからない。
まだ日

れた文章は見事。
けれどもジャムという筆名はここから

の高い時間を右往左往するものの、
なかなか正解に

いただいたわけではない。

行きつかない。
どうするんだ、
オレ。

かく う

角打ちという言葉は、
その響きがばくち打ちの語感

商店街が尽きようとする角の布団屋さんに、願成寺

の縮小版のような感じがするためか、似たような倦怠

日限地蔵尊の看板。導かれるように階段を上り、見事

ゆる

は

ふ

感、解放感、
ぎりぎり赦される背徳感があるような気が

な銀杏と風雪に耐えた破風を見て感心していると、
あ

するのだがどうだろう。

ろうことか微かに昼カラオケの音がした。

藤棚商店街あたりにその答えらしきものがあるかもし

階段を途中まで下り、お地蔵様にご挨拶をして、
く
らやみ坂に向かう道に降りていくと、出迎えてくれたの
はアラン ドロン。
レンガの外壁に20世紀を代表するま
き

ら

ぼし

さに綺羅星のようなスターたちが、夕日に映えていた。
そこは小さな映画館。角打ちも映画もまだまだ勉強が
足りない。

わた

トショ
しのベス

ット ! !

編集後記

さん
藤 美樹
撮 影：近

編集会議と称する集まりは土曜の午後に始まった。
今回は国立博物館での東寺の仏像たちとの出会いの

後の上野の蕎麦屋だ。
メンバーは
「妄言多謝」
の(し)さん、
「横浜路地裏日記」
のジャムさん、
「新約
のん べ え

消防白書」
の
（K）
さん、
「フォト収集」
の
（T）
さんと私の5人。
飲兵衛5人の来店
に蕎麦屋の女将の目が一瞬三角になった。
が、
お品書きから店自慢の品を
選び、
食した際の歓声が上がると狭い店内は盛り上がり、
女将をおかめ顔に
した。
酒を酌み交わしながら原稿の回し読みとぶつかり合いも終え、
店の配
慮で小分けに盛られた蕎麦をすすって締めた。
知らない店の美味との出会
いは最高だ。
女将の見送りの後、
5人はいい店に出会ったねと目で合図して
別れた。
実は私はこの方々が綴る小誌の文面からも
「知らないことを知る喜

要救助者が救助される瞬間、

び」
を美味しくいただいている。
次の編集会議はいつどこで行うかはまだ決

とても緊張感がありました。

まっていない。

（アルガ）

▼

有賀 太重

滝沢

▼

（前事務局次長兼総務課長）

満

事務局次長 講習課長兼防災コンサルティング課長
事務局次長 講習担当課長

吉田 茂男

▼

▼

事務局長

（前常任理事兼事務局長）

坂野

新 任

常任理事

▼

4月から当協会の体制に一部変動がありましたのでお知らせします。

講習課・防災コンサルティング課課長代理

河原 伸吾

（前緑消防署庶務課長）

（前日本体育大学救急救命専門指導教員 元消防局救急課課長）

（前保土ケ谷消防署予防課長）

宏

※2019年版
「消防関係法令集」
の販売のご案内は次ページにあります。
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防火管理者

必携 !

2019年版
「消防関係法令集」

の販売を開始しました。
の販売を開始しました。

2,700 円（税込）（当協会会員

2,500円）

● 防火・防災管理の業務を行う上で必要となる
消防関係の法令を網羅した実務書です。
● 横浜市火災予防条例も編さんされており、
法令、条例、両面の規制が把握できます。
● 監修／横浜市消防局予防部予防課

● サイズ／ A5

購入方法

送料
（ 申込用紙を送付します。
等の御負担をお願いします。）

❶当協会窓口で購入 ❷宅配を希望
問い合わせ先

電話

045-714-0920（総務課）

詳しい案内・申し込み用紙については
ホームページをご覧下さい。
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● 重さ／約 1,200g

横浜市防火防災協会
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公益社団法人
〒232-0064

横浜市防火防災協会

横浜市南区別所一丁目15番1号 BML横浜ビル2階

□ 総
務
課 TEL 045
（714）
0920
□ 防 災コンサルティング 課 TEL 045
（714）
0929

ＵＲＬ http://www.ydp.or.jp/
ＦＡＸ 045
（714）
0921
□ 講
習
課 TEL 045
（714）
9909
□ 救 命 講 習 受 付 TEL 045
（714）
9911

