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　平成 31 年の年頭にあたり、謹んで新年の
お慶びを申し上げます。
　市民の皆様並びに会員各位におかれまして
は、平素から当協会の事業推進にご支援とご
協力をいただいておりますことに、厚く御礼
を申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、西日本を中
心にした豪雨や、関西、北海道と地震が続い
たように、残念ながら多くの災害が発生しま
した。
　近年、日本での自然災害は激甚化をしてお
り、予想をはるかに超えて襲ってまいります。
私たちは、その警鐘を真摯に受け止めて教訓
を学び、反省を生かさなければなりません。
　また、本年は元号が変わり、オリンピック
を翌年に控える年でもあります。当協会とし
ましても、引き続き防火管理や自衛消防業務
など各種講習の実施による消防関係技術者の
育成や応急手当の普及に力を注いでまいりま
す。さらに小規模社会福祉施設を対象にした
防火安全講習等、防火・防災・減災に係る各
種事業を推進し、公益社団法人としての社会
的使命を果してまいりますので、一層のご支
援とご協力を賜りますようお願い申し上げま
す。
　結びに、本年が災害や事故の少ない穏やか
な 1 年でありますよう、市民の皆様、会員各
位の益々のご健勝とご発展を祈念申し上げ、
年頭のご挨拶とさせていただきます。

平成31年 年頭のご挨拶

公益社団法人
横浜市防火防災協会

会　長

石 井　忠
　新年あけましておめでとうございます。
　輝かしい平成 31 年の新春を迎え、公益社
団法人横浜市防火防災協会の会員の皆さまに
謹んで新年のお慶びを申し上げますととも
に、日頃から本市消防行政に対しまして、深
い御理解と御協力をいただいておりますこと
に、厚くお礼申し上げます。
　昨年は、「大阪府北部を震源とする地震」
（6月）、「平成30年7月豪雨」（7月）、「北海道
胆振東部地震」（9月）などの大きな被害をも
たらした自然災害が発生し、あらためて消防
の責務の重要性を強く実感したところです。
　昨年、本市では新たな中期 4 か年計画を作
成し、「災害に強い都市づくり」、「災害に強い
人づくり・地域づくり」を政策として掲げて
おります。当局といたしましても、ヨコハマ
に住む方、訪れる方が、安全・安心を実感で
きる防災都市ヨコハマの実現を目指し取り組
んでまいります。
　貴協会の皆さまにおかれましても、引き続
き防火・防災体制の充実強化に努められると
ともに、横浜市の安全と安心の実現に寄与さ
れることをお願い申し上げます。
　結びに、公益社団法人横浜市防火防災協会
のますますの御発展と、会員の皆さまの御健
勝、御活躍を心から祈念申し上げ、新年の御
挨拶とさせていただきます。

横浜市消防局

局　長

髙坂 哲也
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新春防災座談会
～南区防災関係の皆さん～

  災害の振り返り、感じたこと
早川　台風 24 号の風はとても強く家が震えていた。今後は

温暖化などでさらに強くなるのかなと思った。今回、
風に強い家を作らなければと思い家族でも話をした。
これからますます激しくなるのかなとつくづく思った。

涌井　大阪北部の地震ではブロック塀の被害が印象的
だった。私のところにも相談があった。南区に同様
の地震が来れば大きな被害が出るのは目に見えて
いる。横浜市でもブロック塀の整備に補助制度が
できたが、皆さん自分の判断で大丈夫だと思って
手つかずのことも多いと思う。過去に仙台の地震で
たくさんの被害が出ていたのに時間がたつと忘れて
しまっている。

早川　近くの小学校でもブロック塀の工事をしているようだ。
涌井　公共のところは始まっているようだが、まだまだ危な

いところが多い。私も建築の仕事をしている関係で
2件、ブロック塀の改修の仕事をした。

吉田　私の家も壁に被害がでていた。
早川　うちの病院も煙突の傾きがあり修繕の必要が出て

来て工事の発注をした。
涌井　関西空港の強風の映像を見たが、最近の風はすごい。

大きいトラックだけでなく普通の乗用車も転倒してい
た。「想定外」ということばが普通になってしまった。

早川　防災体験で風速 30メートルの風の前に立つ体験を
したが呼吸すらできなくて怖さを感じた。

古澤　当社の工場は風で屋根がめくれた。保険会社に相談

　　　したところ、当社の加入している保険会社一社で横
浜市内の被害の相談が 25,000 件あったとのこと。
その保険会社曰く、市全体では 10 万件を超える
可能性もあり、審査には相当な時間がかかると言っ
ていた。

吉田　弘明寺商店街ではアーケードの屋根の電動の開閉
部分が風により破損した。

早川　最近は雨量や風速の数字に対して、地震の震度と
同じように感覚的にイメージできるようになってし
まった。私は地震や活断層の勉強をするのが好き
で、この地域は太平洋、フィリピン、ユーラシア等
プレートの三段重ねがあるのでかなりの危機感を感
じている。「レストランマコト」のサンドイッチの三段
重ねなら歓迎するが…（笑）

涌井　先日の台風でも避難所が開設されたがお年寄りの
人が自分から行くことがあまりなかった。誰かが誘
わないと動いてくれない。声をかけることなどきっか
けが必要だと思った。

　　　また、北海道の地震では山の斜面に沿って立って
いた家が土砂崩れに巻き込まれた。住んでいる住
民には危機感がどうだったのだろうか。残念に思う。

早川　過去にすごい風水害にあっていなければ、むしろ風よ
けにしていたのではなかったのかと感じた。地震につい
ては意識を持つのが難しかったのかもしれない。

涌井　知人の話だが、広島の土砂災害の時は泥が川のよう
に流れてきて避難も何もできなかったと言っていた。人
を助けることはとてもできない状態だったようだ。

◆南消防団長、建設業
南消防団員は昨年11月に初の
充足率100％達成！
「引き続き区民の皆さんに消
防団への理解と支援をしてい
ただきたい」

涌 井
◆弘明寺商店街自衛消防隊隊
長、弘明寺商店街レストラン
マコトシェフ（三代目）、消防
団員でもあり三つの顔を持つ
「商店街と地域を守りたい」

吉 田
◆南区自衛消防隊等
　連絡協議会会長
　日本濾水機工業株式会社
　総務課長
「自衛消防隊の操法訓練などを
通じて初期消火の技術の向上、
相互のつながりを深めたい」

古 澤
◆南火災予防協会会長
　横浜市防火防災協会理事
　野村病院総務課長兼
　リハビリ職員
「地域の防火防災に貢献するた
め、火災の減少に向けた広報活
動や、消防団への協力などを行っ
ていく。防災の勉強は楽しい」

早 川
◆南消防署長　
「南区の地域特性として、木造
住宅密集地域や道路狭隘地
域が多いため南消防団と連
携して170名の署員とともに大
震災発生時の火災対策など
をすすめていく」

小 出

（敬称略）
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古澤　この夏の西日本の豪雨で、岡山県の総社市塩原の
話をネットで見たが、岡山の三大河川の一つ高梁川
と支流の3本の川があり、今回も危険にあいながら
水害での犠牲者がゼロだった。なぜできたか、自
主防災組織があり、住民の居住情報がシートにま
とめられていたこと、決められていた避難行動が機
能したこと、最短距離で登れる道もみんなで整備
していた。地区の組織が自主的に考えて、どこの高
齢者をだれが連れて行くかまで考えていたことが機
能したのではないか、ネットを見て感動した。

早川　田舎ならではのコミュニティーがいい方に機能したの
ではないか。都会では氏名はあまり教えてもらえな
いようだ。

涌井　自ら要救助者の名簿に載せないでくれという人もい
ると聞いた。

古澤　岡山の例は風水害の危険な地域なればこそ、とい
う危機感が住民みんなにあるという背景があったと
思う。危機意識が地域の行動に結びつけたのでは
ないか。

涌井　その危機意識を持つことは大切だが、地元町内会
の訓練は、みていると真剣にやる部分がどうしても
足りていない。毎年同じ人の出席で、内容も同じこ
との繰り返しになりやすい。

早川　私の地元も、訓練に来るメンバーはいつも一緒だっ
たが、最近は中学生の参加が入り新鮮になってきた。

涌井　子供といえば、中学校の救命などの訓練は進んで
いる。消防団も手伝っている。学校で指導すること
はとてもいいことだ。AEDなど小さいときに身につけ
ることの意味は大きい。

古澤　藤沢市の話だがボーイスカウトのような団体で防災
を学んでいると聞いた。防災もしつけも身について
親は喜んでいると聞いた。

小出　以前は横浜でも少年消防クラブがあったが、小学
校での「おでかけ防災教室」に形を変えてきた経
緯がある。

涌井　消防団員はサラリーマン化していて昼間の防災力を
考えると人的に手薄になることがある。子供さんが
防災力を向上してもらうことは大切。また、企業で
も消防団への救命講習の依頼があり消防署と協力
して行っている。しかし、地域防災拠点の訓練など
にいくと、いざという時には消防団は災害対応で拠
点には来られないということの理解は薄く、非常時
もあてにされている。自主性が望まれる。

吉田　商店街の消防隊は 10 人程度だが訓練を続けてい
る。弘明寺の観音様の文化財防火デーの訓練も弘
明寺商店街自衛消防隊と消防団、消防署と合同で
行っている。

涌井　市内で神社の方などが入団している状況も聞いてい
る。団員として消火の技術も学んでいる。町内会
ではスタンドパイプ式初期消火器具の訓練を行っ
ているところが増えてきた。自分たちの地域は自分
で守るという意識で一生懸命訓練している。ホース
は40ミリだが放水はしっかりできている。

早川　県の消防学校で消火体験をしたが 65 ミリホースは
重くて操作が大変だった。

涌井　先日、100ミリのホースでの遠距離送水訓練を消防
署との合同で行った。川から水をくみ上げて急傾斜
を延長し送水したが貴重な訓練だった。南区は高
低差が多い街なので訓練してこそわかることがたく
さんあり、貴重な体験だった。

早川　30 年以内に震度 6 以上の地震が起こる確率も横
浜は 80％を超え、南海トラフの地震では東海地区
を中心に32万人の死傷者の予想がある。いつ起こ
るかわからないではなく、自分たちの時代に起こる
ことを前提に対策を進めるべき。それと、先日
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　　　の南火災予防協会の研修会では BCP（事業継続）
の勉強をした。一番感じたのは事業所のトップの防
災意識が大切だと感じた。また、部品の調達につ
いて、日ごろから調達の手段を検討しておくことの
大切さも学んだ。

小出　私も研修に参加した。災害時に依頼された仕事が
止まってしまうとお客様の信頼を失ってしまう。自分
の事業所が被災しても事業をいかに継続できるか
が大変重要であると感じた。

涌井　部品の調達ができない時、ことが起きてからでなく
先回りして地震の同一区域でないところに段取りし
ておくことが必要であり、企業の危機管理の意識
が問われる。

古澤　他の BCP 研修の話では、事業の継続を考えた場
合、社員のために動くメンバーと、一方でドライに発
注に素早く対応する二つの活動が必要とのこと。優
先するのは誰もが思っていた「社員の安否確認」と
同時に事業継続のためには生産不能に陥った自社
の代わりに生産をしてくれる提携先に「発注をかけ
る」ことが一番との話で大きなテーマである。

  今年の抱負　防災の取り組み
涌井　消防団の充足率 100％を持続しながら災害に対す

る備えを強化していく。また、団員募集に関しては
女性団員に活躍してもらい、地域の人と一体になっ
ていきたい。南消防団の声楽隊が一生懸命広報活
動をしていることが地域の理解を得やすくしている。
消防団の側にも地域との一体感を求める意識が出
てきました。地域の理解が進むためにも広報活動は
大切で、地域とはさらに密接に連携して活動してい
きたい。

早川　予防協会の会員を増やしたい。消防団の人にも入っ
てほしい（笑）。火災予防協会を発展させて広報
活動を広げていきたい。様 な々活動にはやはり協会
の予算は必要です。一生懸命にやって盛り上げて
いきたい。

小出　救急件数が増えている中、けがの予防など予防救
急についても、火災予防協会で広報していただいて
いる。今後は放火火災対策、異常気象による熱中
症対策などの広報も強化していく必要性があると感
じている。

吉田　地震はいつあるかわからないので商店街としての消
火活動を自衛消防隊としても消防団としても取り組
みたい。アーケードの上部に放水できる送水管が
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坂野　満
事務局長です、
こんにちは

　 救急車で緊急に医療機関へ搬
送する必要がない傷病者等を、
ベッド等を備えた専用車を用い、
医療機関や社会福祉施設等へ搬
送する事業に従事。

　 緊急を要しない傷病者等を専用車を用い、医療機関や社会福
祉施設等へ搬送する事業に従事する方が対象です。

●適認証の有効期間：交付日から起算して２年間
　有効期間内に再講習を受講すると更に２年間有効 →以降同様

●救命講習（普通救命Ⅰ・Ⅲ、上級救命講習、応急手当普及員)
●防火管理者・防災管理者取得講習 ●自衛消防業務講習 
●防火対象物点検資格者講習 ●防災管理点検資格者講習 
●危険物取扱者受験準備講習 ●患者等搬送乗務員講習 

資格講習紹介コーナー  患者等搬送乗務員講習
何 ができるの？ 誰 が受けられるの？

▶▶▶  http://www.ydp.or.jp/ 

講習日程等は、公益社団法人横浜市防火防災協会
ホームページをご覧ください。

当協会では防火防災の
各種資格取得講習を
実施しています

　事務局を紹介します

　“新たな年を無事に迎える” 今まで当たり前のよう
に思っていたことが、なんとも贅沢でありがたいこ
とか。年を重ねるごとにそのような思いが強くなり
ました。新年の挨拶「あけましておめでとう」も納
得です。
　年が明けると「今年はこれをやるぞ」と意気込み、
自分なりに目標を掲げていますが、その前に去年の
目標はなんだったか？なんとも情けない話です。今
年はどこかにメモしておかなければいけませんね。

　さて、今回は当協会の事務局を紹介します。
　公益社団法人横浜市防火防災協会は、現在 232 会
員で構成されています。会長、副会長を含め 19 人の
理事と 2 人の監事で業務を執行していますが、その
事務を処理するために事務局があります。
　職員は現在、常勤職員 12 人（事務局長、次長、課
長 2、課長代理 2、係長 3、主任、係員 2）、臨時職
員 7 人合わせて 19 人です。このほか、各種講習の
講義を担当する非常勤講師が 16 人おり、総勢 35 人
で事務局を運営しています。

　消防職員の OB が多く、長年培った知識と技術を
活かして、生き生きと仕事をしています。平均年齢
が高いので、介護や年金、孫の話などで盛り上がっ
ている明るい職場です。

事務局 組織図
事務局長

 次　 長 

防災コンサル
ティング課 講 習 課  総 務 課 

横浜消防トピック119

平成30年度 横浜市消防操法技術訓練会
■ 横浜市消防局 予防課

栄えある賞を受賞された自衛消防隊

屋内消火栓操法Ⅰ ［女性の部］ 屋内消火栓操法Ⅱ ［男女混成の部］ 小型ポンプ操法

最優秀 最優秀 最優秀

医療法人社団 鴨居病院（緑） 東芝エネルギーシステムズ株式会社
京浜事業所（鶴見）

ＪＸＴＧエネルギー株式会社
根岸製油所（磯子）

優 秀 優 秀

医療法人 横浜柏堤会
戸塚共立第１病院（戸塚）

優 秀

東芝エネルギーシステムズ株式会社
京浜事業所　タービン分隊（鶴見）

株式会社ＤＮＰ
ファインケミカル(緑)

工藤建設株式会社（青葉）

ホテル横浜
キャメロットジャパン（西）

優 良

横浜市浦舟園・清明の郷 合同（南）

優 良

日産自動車株式会社
日産教育センター（旭）

優 良

芝浦メカトロニクス株式会社(栄)

優良／他11隊
優良／他14隊 優良／他8隊

　平成30年10月25日（木）に、戸塚区深谷町の横浜
市消防訓練センターで、平成30年度横浜市消防操法
技術訓練会が、45隊223名の自衛消防隊の皆さまの
参加のもと開催されました。
　この訓練会は、昭和61年度から開催されており、
今年度は33回目の開催となりました。回を重ねるご
とにレベルアップし、消火技術の向上には目を見張
るものがあります。
　ひとたび災害が発生すると、企業活動は甚大な影

響を受ける可能性が高いことから、被害を最小限に
食い止める上で重要な役割を担っているのが、自衛
消防隊であり、安定した企業活動の支えとなってお
ります。
　訓練会では、屋内消火栓操法Ⅰ（女性の部）・屋内
消火栓操法Ⅱ（男性又は男性女性混成の部）・小型ポ
ンプ操法の３種目が実施され、各区から選抜された
自衛消防隊が、事業所はもとより地域の安全・安心
を守るため、日頃の訓練成果を披露しました。

訓練の模様（屋内消火栓操法Ⅱ） 表彰式の模様（表彰楯：後援の横浜市防火防災協会より提供）

横浜ベイシェラトン
ホテル＆タワーズ（西）
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Aさんは○○株式会社の○○支店の総務課長で、○○共同ビル内にある○○支店の防火管理者に選任されています。
○○支店は○○共同ビルの6階にあり、職員数は60名、床面積は400㎡で6階の半分を占めています。
春の異動で、B係長と、C子さんがそれぞれ防火責任者、火元責任者に選任、指名されました。
この二人からの防火管理について、色々な質問に答える事になりました。皆さんも参考にして下さい。

　　B係長 課長は先ほど、ビル全体での防火管理が必要

と言われましたが、制度としてはどのようなも

のがあるのですか。

　　A課長 私達の支店が入っているビルは、雑居ビルと

いう呼び方があり、過去にはこのようなビルで

死傷者を伴う火災が多く発生しました。そのた

め、それぞれの管理権原者が協議し、このビ

ル全体の防火管理業務を行う統括防火管理

者を選任し、統括防火管理を行わなければな

らないこととなっています。

 このビルでは、ビルのオーナーであるD建物株

式会社のE課長が統括防火管理者に選任さ

れています。

　　B係長 前回のビル全体の訓練では、D建物のE課長

が指揮を執っていましたが、そういう事でした

か。それ以外に統括防火管理者の役割はある

のですか。

　　A課長 このビルでは、それぞれの会社や店舗の防火

管理者が自分の所の消防計画を作っていま

すが、統括防火管理者はこのビル全体の消防

計画を作っています。さらに、各防火管理者に

呼びかけて全体での消防訓練の実施、また、

廊下、階段、避難口などの避難施設の管理も

行います。支店の消防計画は、ビル全体の消

防計画に合わせてあります。ビル全体の消防

計画もイントラネットにありますので、確認して

おいてください。

　　C子さん 私は訓練の経験がありませんが、訓練は年に

何回行うのですか。

　　A課長 消防法では、特定防火対象物は年2回以上、

消火、避難の訓練を行わなければならないこ

とになっています。このビルでは3月の春の火

災予防運動期間中、11月の秋の火災予防運

動中に全体の消防訓練を行っています。また、

支店では消防計画に定めた年2回、朝礼時に

訓練を行っています。来月は消火器の位置、

使い方の確認を行います。C子さん、必ず参加

してくださいね。

　　C子さん 課長、先日、防火管理の点検ということで、作

業服を着た人と一緒に支店内を回っていまし

たね。

　　A課長 あれは、防火対象物定期点検と言って、管理

権原者は1年に1回、国の定めた点検資格者

に防火管理上の点検をさせ、その結果を消防

署に報告しなければなりません。それの立会

者として点検に同行していたのです。

　　C子さん このビルに入っている会社、店舗すべて防火

対象物定期点検が必要なのですか。

　　A課長 先ほど言ったように、私たちの入っている

このビルは、特定用途で収容人員は300人

を超えているので、このビルに入っている

会社、店舗それから共用部分すべての防火

対象物定期点検が必要なのです。

　　C子さん 毎年、大変ですね。

　　A課長 点検報告の特例という制度があります。消防

署への申請を行い、消防署が検査を行い、特

例要件に適合すると３年間点検及び報告が

免除されます。このビルに私たちの支店を開

設してから、３年間、防火対象物定期点検を

行ってきましたが、問題がないので特例申請

ができます。社長に特例申請の話をしておきま

した。特例認定された以降も、しっかり防火管

理を行わないと3年後の再度の特例認定され

ない場合があります。皆さんで防火管理をしっ

かりと行っていきましょう！

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

防火管理指南 その疑問に答えます！
防災コンサルティング課

入
門！

̶  第4回  ̶

A課長
C子さん

B係長

統括防火管理と防火対象物点検 ＆Q A

建物名称
建物用途　　　
建物構造・階層

建物規模

○○共同ビル
(16)イ（飲食店、事務所）
耐火　7/1
建築面積　900㎡
延べ面積　7,800㎡

消防用設備等

・地下１階から４階 … 飲食店、物品販売店舗
・５階から７階  ………… 事務所

▼ ○○共同ビルの概要

各階の状況

消火器、 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災
報知設備、 放送設備、誘導灯、 避難器具、 連結送水管

統括防火管理者の責務
●避難施設などの管理●全体での訓練の実施●全体についての消防計画作成
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おいてください。

　　C子さん 私は訓練の経験がありませんが、訓練は年に

何回行うのですか。

　　A課長 消防法では、特定防火対象物は年2回以上、

消火、避難の訓練を行わなければならないこ

とになっています。このビルでは3月の春の火

災予防運動期間中、11月の秋の火災予防運

動中に全体の消防訓練を行っています。また、

支店では消防計画に定めた年2回、朝礼時に

訓練を行っています。来月は消火器の位置、

使い方の確認を行います。C子さん、必ず参加

してくださいね。

　　C子さん 課長、先日、防火管理の点検ということで、作

業服を着た人と一緒に支店内を回っていまし

たね。

　　A課長 あれは、防火対象物定期点検と言って、管理

権原者は1年に1回、国の定めた点検資格者

に防火管理上の点検をさせ、その結果を消防

署に報告しなければなりません。それの立会

者として点検に同行していたのです。

　　C子さん このビルに入っている会社、店舗すべて防火

対象物定期点検が必要なのですか。

　　A課長 先ほど言ったように、私たちの入っている

このビルは、特定用途で収容人員は300人

を超えているので、このビルに入っている

会社、店舗それから共用部分すべての防火

対象物定期点検が必要なのです。

　　C子さん 毎年、大変ですね。

　　A課長 点検報告の特例という制度があります。消防

署への申請を行い、消防署が検査を行い、特

例要件に適合すると３年間点検及び報告が

免除されます。このビルに私たちの支店を開

設してから、３年間、防火対象物定期点検を

行ってきましたが、問題がないので特例申請

ができます。社長に特例申請の話をしておきま

した。特例認定された以降も、しっかり防火管

理を行わないと3年後の再度の特例認定され

ない場合があります。皆さんで防火管理をしっ

かりと行っていきましょう！

A

Q

A
Q

B係長、C子さん、防火管理を頑張ってやっていきましょう！

防災コンサルティング課は下記の業務を行っています。
お気軽にご相談ください。

☎ 714-0929 加藤・滝尻
●防火対象物の防火・防災管理点検
●防火防災消防計画の作成・支援

●消防訓練の企画・実施アドバイス
●防火防災に関わる講演・各種相談

※ 本文中のイラスト・写真は「図説防火管理」「図説防火管理［再講習］」（ともに東京法令出版）から引用

平成30年度防災講演会を開催しました。

日時 平成30年10月31日（水） 場所 横浜市南公会堂

特例認定の取り消し

会場の様子講演の様子会長あいさつ

●講 師／名古屋大学  教授 工学博士　福和 伸夫 氏

●演 題／次の震災について本当のことを話してみよう。
 ～見たくないことも直視し震災を克服～

内容 ・過去の震災を学ぶ ・現代社会を点検する
・見たくないことをみる ・不都合な点を改める
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Aさんは○○株式会社の○○支店の総務課長で、○○共同ビル内にある○○支店の防火管理者に選任されています。
○○支店は○○共同ビルの6階にあり、職員数は60名、床面積は400㎡で6階の半分を占めています。
春の異動で、B係長と、C子さんがそれぞれ防火責任者、火元責任者に選任、指名されました。
この二人からの防火管理について、色々な質問に答える事になりました。皆さんも参考にして下さい。

　　B係長 課長は先ほど、ビル全体での防火管理が必要

と言われましたが、制度としてはどのようなも

のがあるのですか。

　　A課長 私達の支店が入っているビルは、雑居ビルと

いう呼び方があり、過去にはこのようなビルで

死傷者を伴う火災が多く発生しました。そのた

め、それぞれの管理権原者が協議し、このビ

ル全体の防火管理業務を行う統括防火管理

者を選任し、統括防火管理を行わなければな

らないこととなっています。

 このビルでは、ビルのオーナーであるD建物株

式会社のE課長が統括防火管理者に選任さ

れています。

　　B係長 前回のビル全体の訓練では、D建物のE課長

が指揮を執っていましたが、そういう事でした

か。それ以外に統括防火管理者の役割はある

のですか。

　　A課長 このビルでは、それぞれの会社や店舗の防火

管理者が自分の所の消防計画を作っていま

すが、統括防火管理者はこのビル全体の消防

計画を作っています。さらに、各防火管理者に

呼びかけて全体での消防訓練の実施、また、

廊下、階段、避難口などの避難施設の管理も

行います。支店の消防計画は、ビル全体の消

防計画に合わせてあります。ビル全体の消防

計画もイントラネットにありますので、確認して

おいてください。

　　C子さん 私は訓練の経験がありませんが、訓練は年に

何回行うのですか。

　　A課長 消防法では、特定防火対象物は年2回以上、

消火、避難の訓練を行わなければならないこ

とになっています。このビルでは3月の春の火

災予防運動期間中、11月の秋の火災予防運

動中に全体の消防訓練を行っています。また、

支店では消防計画に定めた年2回、朝礼時に

訓練を行っています。来月は消火器の位置、

使い方の確認を行います。C子さん、必ず参加

してくださいね。

　　C子さん 課長、先日、防火管理の点検ということで、作

業服を着た人と一緒に支店内を回っていまし

たね。

　　A課長 あれは、防火対象物定期点検と言って、管理

権原者は1年に1回、国の定めた点検資格者

に防火管理上の点検をさせ、その結果を消防

署に報告しなければなりません。それの立会

者として点検に同行していたのです。

　　C子さん このビルに入っている会社、店舗すべて防火

対象物定期点検が必要なのですか。

　　A課長 先ほど言ったように、私たちの入っている

このビルは、特定用途で収容人員は300人

を超えているので、このビルに入っている

会社、店舗それから共用部分すべての防火

対象物定期点検が必要なのです。

　　C子さん 毎年、大変ですね。

　　A課長 点検報告の特例という制度があります。消防

署への申請を行い、消防署が検査を行い、特

例要件に適合すると３年間点検及び報告が

免除されます。このビルに私たちの支店を開

設してから、３年間、防火対象物定期点検を

行ってきましたが、問題がないので特例申請

ができます。社長に特例申請の話をしておきま

した。特例認定された以降も、しっかり防火管

理を行わないと3年後の再度の特例認定され

ない場合があります。皆さんで防火管理をしっ

かりと行っていきましょう！

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

防火管理指南 その疑問に答えます！
防災コンサルティング課

入
門！

̶  第4回  ̶

A課長
C子さん

B係長

統括防火管理と防火対象物点検 ＆Q A

建物名称
建物用途　　　
建物構造・階層

建物規模

○○共同ビル
(16)イ（飲食店、事務所）
耐火　7/1
建築面積　900㎡
延べ面積　7,800㎡

消防用設備等

・地下１階から４階 … 飲食店、物品販売店舗
・５階から７階  ………… 事務所

▼ ○○共同ビルの概要

各階の状況

消火器、 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災
報知設備、 放送設備、誘導灯、 避難器具、 連結送水管

統括防火管理者の責務
●避難施設などの管理●全体での訓練の実施●全体についての消防計画作成

　　B係長 課長は先ほど、ビル全体での防火管理が必要

と言われましたが、制度としてはどのようなも

のがあるのですか。

　　A課長 私達の支店が入っているビルは、雑居ビルと

いう呼び方があり、過去にはこのようなビルで

死傷者を伴う火災が多く発生しました。そのた

め、それぞれの管理権原者が協議し、このビ

ル全体の防火管理業務を行う統括防火管理

者を選任し、統括防火管理を行わなければな

らないこととなっています。

 このビルでは、ビルのオーナーであるD建物株

式会社のE課長が統括防火管理者に選任さ

れています。

　　B係長 前回のビル全体の訓練では、D建物のE課長

が指揮を執っていましたが、そういう事でした

か。それ以外に統括防火管理者の役割はある

のですか。

　　A課長 このビルでは、それぞれの会社や店舗の防火

管理者が自分の所の消防計画を作っていま

すが、統括防火管理者はこのビル全体の消防

計画を作っています。さらに、各防火管理者に

呼びかけて全体での消防訓練の実施、また、

廊下、階段、避難口などの避難施設の管理も

行います。支店の消防計画は、ビル全体の消

防計画に合わせてあります。ビル全体の消防

計画もイントラネットにありますので、確認して

おいてください。

　　C子さん 私は訓練の経験がありませんが、訓練は年に

何回行うのですか。

　　A課長 消防法では、特定防火対象物は年2回以上、

消火、避難の訓練を行わなければならないこ

とになっています。このビルでは3月の春の火

災予防運動期間中、11月の秋の火災予防運

動中に全体の消防訓練を行っています。また、

支店では消防計画に定めた年2回、朝礼時に

訓練を行っています。来月は消火器の位置、

使い方の確認を行います。C子さん、必ず参加

してくださいね。

　　C子さん 課長、先日、防火管理の点検ということで、作

業服を着た人と一緒に支店内を回っていまし

たね。

　　A課長 あれは、防火対象物定期点検と言って、管理

権原者は1年に1回、国の定めた点検資格者

に防火管理上の点検をさせ、その結果を消防

署に報告しなければなりません。それの立会

者として点検に同行していたのです。

　　C子さん このビルに入っている会社、店舗すべて防火

対象物定期点検が必要なのですか。

　　A課長 先ほど言ったように、私たちの入っている

このビルは、特定用途で収容人員は300人

を超えているので、このビルに入っている

会社、店舗それから共用部分すべての防火

対象物定期点検が必要なのです。

　　C子さん 毎年、大変ですね。

　　A課長 点検報告の特例という制度があります。消防

署への申請を行い、消防署が検査を行い、特

例要件に適合すると３年間点検及び報告が

免除されます。このビルに私たちの支店を開

設してから、３年間、防火対象物定期点検を

行ってきましたが、問題がないので特例申請

ができます。社長に特例申請の話をしておきま

した。特例認定された以降も、しっかり防火管

理を行わないと3年後の再度の特例認定され

ない場合があります。皆さんで防火管理をしっ

かりと行っていきましょう！

A

Q

A
Q

B係長、C子さん、防火管理を頑張ってやっていきましょう！

防災コンサルティング課は下記の業務を行っています。
お気軽にご相談ください。

☎ 714-0929 加藤・滝尻
●防火対象物の防火・防災管理点検
●防火防災消防計画の作成・支援

●消防訓練の企画・実施アドバイス
●防火防災に関わる講演・各種相談

※ 本文中のイラスト・写真は「図説防火管理」「図説防火管理［再講習］」（ともに東京法令出版）から引用

平成30年度防災講演会を開催しました。

日時 平成30年10月31日（水） 場所 横浜市南公会堂

特例認定の取り消し

会場の様子講演の様子会長あいさつ

●講 師／名古屋大学  教授 工学博士　福和 伸夫 氏

●演 題／次の震災について本当のことを話してみよう。
 ～見たくないことも直視し震災を克服～

内容 ・過去の震災を学ぶ ・現代社会を点検する
・見たくないことをみる ・不都合な点を改める
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「火災予防協会」だより

こ
ん
に
ち
は

公益社団法人 横浜市防火防災協会（鶴見区）の仲間です

　鶴見区は、昭和２年、横浜市の区制施
行によって誕生し、一昨年、区政90周年
を迎えました。横浜市の北東部に位置
し、北西部の丘陵地、鶴見川流域の低
地、臨海部の埋立地から形成され、その
ほとんどは市街地となっています。臨海部
は工業地帯、中心部は商業・住宅地域

が主体となっていますが、住工混在地区も見られます。丘陵部
は、区内では、数少ない自然が残された住宅地となっています。
　鶴見の歴史は鶴見川との戦いでもありました。
　しかし近年では、堤防も整い、暴れ川の面影も消えつつあります。
　臨海部は埋め立てられ、日本を代表する大企業の工場が進出
し、京浜工業地帯の中核として大きく発展しました。戦後は高度

経済成長とともに商工業の集積と人口増加が進み現在に至って
います。
　鶴見火災予防協会は、昭和25年の設立以来、約70年にわた
り区内事業所の皆様とともに、防火防災思想の高揚と事業所に
おける自主防災体制の強化に取り組んできました。
　平成19年12月には、鶴見区役所との「大規模災害時における
応急措置活動に関する協定」を締結し、区内に甚大な被害が発
生した際には各事業所が有する人と資材を活用し、応急措置活
動を行うこととしました。
　今後も鶴見区の安全安心な街づくりを推進するため、協会員
一同力を合わせて活動してまいりたいと思います。

鶴見火災予防協会　会長　筒井　康之

広報用グッズ 啓発用懸垂幕

鶴見区

会　長 新栄運輸株式会社
副会長 キリンビール株式会社横浜工場
副会長 AGＣ株式会社京浜工場
副会長 株式会社J-オイルミルズ横浜工場
副会長 内外輸送株式会社横浜支店

会長・副会長の

紹 介

242事業所鶴見火災予防協会会員数

「鶴見区のマスコット ワッくん」

■ 東京ガス（株）根岸LNG基地

■ 横浜ランドマークタワー
 防災基地

■ 東京消防庁本所都民防災
 教育センター

● 主な防災施設等視察研修会の場所

東京ガス（株）根岸LNG基地

レストラン ビアポート ＆ SPRING VALLEY
BREWERY YOKOHAMA
キリンビール株式会社
横浜工場
鶴見区生麦1-17-1 
☎045-503-8250

　「横浜生まれ」のビールと言えばキリンビール！
　鶴見区の工場内には美味しいビールと料理が堪能でき
るレストランが２店舗あります。港に停泊する船をイメージし
た『ビアポート』と、明治の横浜をイメージしたビアタバーン

（ 酒 場 ）『 S P R I N G  VA L L E Y  B R E W E R Y  
YOKOHAMA』です。小規模醸造設備で製造された6種
類のクラフトビールや限定ビールに合うこだわり料理が味わ

～ 会員事業所の紹介 ～あの街 その店 この味

（ビール！大好き!!）
山田鶴見消防署長

鶴見区

えます。是非、鶴見にお越しの際は、好みの「横浜生ま
れ」の限定ビールを探してみてください。

新栄運輸（株）／ＡＧＣ（株） 京浜工場／（株）Ｊ-オイルミルズ 横浜工場／キリンビール（株） 横浜工場／内外輸送（株） 横浜支店
東芝エネルギーシステムズ（株） 京浜事業所／ＪＦＥエンジニアリング（株）／内外液輸（株）／シェルルブリカンツジャパン（株） 横浜事業所
セントラル・タンクターミナル（株）横浜事業所／日本グリース（株） 横浜工場／三菱ケミカル（株） 鶴見事業所／上野マリン・サービス（株）

EMGルブリカンツ(同) 鶴見潤滑油工場／鶴見倉庫（株）／（株）築港／（株）オカムラ物流 横浜物流センター
大東タンクターミナル（株） 横浜油槽所／ＪＸTGエネルギー（株） 京浜油槽所／保土谷化学工業（株） 横浜工場

〜トピックス〜Topics
　平成30年度横浜市消防
操法技術訓練会で鶴見区
代表として出場した各自衛
消防隊が優秀な成績を収め
ました。

屋内消火栓の部Ⅱ 東芝エネルギーシステムズ（株）京浜事業所隊 最優秀（１位）

小型ポンプ操法の部 東芝エネルギーシステムズ（株）京浜事業所タービン分隊 優　秀（２位）

屋内消火栓の部Ⅰ キリンビール（株）横浜工場女子隊 優　良
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「火災予防協会」だより

こ
ん
に
ち
は

公益社団法人 横浜市防火防災協会（西区）の仲間です

　あけましておめでとうございます。
　西火災予防協会は本年も防災、減災
に努め「自助・共助の精神」を大切に一
年間活動いたします。
　さて、我が西区は面積、人口とも18区
中最も小規模ですが、横浜市の玄関口
としての「横浜駅」を中心に繁華街やオ

フィス街、また、「みなとみらい21地区」には大規模商業施設や
観光施設などがある一方で、戦前からの街並みを残す商店街
や住宅街など多種多様な行政区となっています。
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紹 介
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横浜市防火防災協会

わたしのベ
ストショッ

ト!! 　秋から新年にかけてスポーツの世界も見応えのあ
る試合が続いた。攻めと守りの凌ぎ合い、ぶつかり合

い、駆け引き・・どのスポーツも攻守が切り替わることで勝利への道が拓け、
競技としての魅力と怖さを潜ませている。野球のようにチェンジがルールで
決まっているものもあるが、試合中に相手のボールを奪い取り、攻守が瞬時
に入れ替わるサッカー、ラグビーは目が離せない。
　さて、災害の話だが、最近はいきなりドーンと激しく攻撃される場合が多
い。攻守の切り替えは難しい。守りの時間に耐えてもチェンジはなかなか来
ないだろう。やはり日ごろの訓練、備えが大切である。
　今年の小誌は防災座談会で始まった。多くのつながりと知恵を集めて
ゲームをコントロールしたい。防災は守りでなく間違いなく攻めであり、そこに
勝ちが見えてくる。（アルガ）

編集後記

Y O K O H A M A   R O Z I U R A   N I K K I

文と写真 ● ジャム

　なにものにもなれなかった自分のこの中途半端さは

どうだ。馬齢を重ねるとは馬に対して失礼この上ない。

伊勢佐木町ブルースでも聞きに行こう。というわけで、

伊勢佐木モール。へびやの前の歌碑のボタンを押し

てみる。ざわざわした感情が湧いてきてひょっとしたら、

という気分。どうするんだオレ。

　よく言えばエキゾチック。老舗もあるが激しい新陳代

謝もある。何のお店だか分からないアジア的な雰囲気

も醸し出している。原

色が目に痛い洋品

店。老舗の帽子屋さ

ん。文房具屋さん。今

も使っている包丁を購

入した雑貨屋さん。

撮影：近藤 美樹さん

本誌は ①横浜市防火防災協会の会員様と ②市内各区の火災予防協会
会員様にお送りさせていただいております。
宛名などに変更があり、訂正のご連絡をいただく際は
① → 横浜市防火防災協会総務課  ［電話］ 045-714-0921 または
② → 各区消防署予防課・火災予防協会担当 までご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

■ 宛先住所、宛名（代表者様）変更の際のご連絡について

太陽の光が水にあたりキラキラと輝く空間の中、

それを見ている隊員の後ろ姿が印象的でした。

ホームページ
ホームページから講習の
案内、日程をご覧いただけます ▶▶▶

スマホ版

「よこはま都市消防」のバックナンバーについて
本誌は横浜市防火防災協会のホームページで過去に発行したものをご覧いただくことができます。

　どういうわけか筋のいい古本屋さんが三軒。時間に

余裕のない散歩では、気持ちが急いてあやうい。本が

呼んでいる。その声が聞こえない。気持ちと時間、この

エレメントをどうバランスするかが大切。持っている五

感をフル回転させる。頭の体操なんて気楽なものでは

なく、真剣勝負。いったい何とあるいはだれとの勝負な

のだろう。不思議なことに額には汗。あるときにふっと力

が抜け、勝負あった。手元には辻まこと。最近よく目にす

るのはなぜだろう。なにものにもなりたくなかった人なの

かもしれないと思ったりもするが、いろいろなことにもて

もての人生であったことは間違いないところだろう。

　老舗の陶器屋さんの角を曲がれば黄金町。けれど

も今日は来た道をもどりたい気分。そんな日もある。イセ

ザーキアターリニ　アカリガトーモルー。

せ

回6第謝多言妄
　映画やテレビドラマなどで銃撃された男が麻酔なし

に弾を取り出される場面がある。男を数人で押さえつけ

て、ひとりがナイフを火に炙り、傷口に差し込んで弾を探

る。男の顔は苦痛に歪む。ほどなくカランと金属の音、皿

に落ちた血まみれの歪んだ弾が映る。見ている私の顔

も歪む。ああ痛い。子どもの頃から痛みには弱かった。

擦りむいた程度の傷でも治療にはびくついた。母親「こ

の子は意気地がないね」私「だって痛いものは痛いんだ

もん」ここ数年、あまり痛くない歯医者に通っている。その

日、治療台で横になって待っていると、となりの治療台で

歯医者の声がする。「ほらほらもうすぐですからね」

キューンキューン、ガーガー、私の背筋をゾワゾワと何か

が走る。患者の声は聞こえない。暫くして女の子の声で

「ありがとうございました」えっ、強い子もいるものだ。

ちょっと驚いた。この子はきっと痛み以外にも強いにちが

いない。ということは私は痛み以外にも弱いのだ。そう

か、この弱さを見せないように人

生を過ごしてきたのだ。いまさら

強くはなれない、痛みにも、逆

境、非難、失望、裏切りにも。だ

から撃たれないように、虫歯に

ならないように、がっかりされな

いようにするしかない。（し）

「フォト収集」＃6 苦しい登山でしたが、こんな景色がご褒美として待っていてくれました。

「雲海」

撮影地：南アルプス　北岳山頂
カメラ：NIKON　Ｄ5100

レンズ：AF－SDX　NIKORR 18 ‒ 55mm
撮影データ：f8　1/250　ISO 100

住　所：川崎市
イニシャル：MM
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