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最優秀防火ポスター
印西地区消防組合管理者賞

【お問合せ】消防本部予防課　指導調査係　TEL： 0476-46-9971

令和元年度「最優秀防火ポスター」の決定！

　防火意識の育成と火災予防について深く理解してもらう
ため、当消防組合管内の小学校から防火ポスターを応募
し、285点の応募があり３０点が入選しました。
　今後とも、消防行政にご支援、ご協力をお願い致します。
　なお、防火ポスター入選作品は、当消防組合のホームペ
ージに掲載しておりますので、よろしくお願い致します。

印西市立牧の原小学校６年 福原 美央莉さん
ふくはら みおり



印西地区消防組合議会からのお知らせ
〈平成３１年第１回　定例会　議決状況〉　平成３１年２月４日（月）

〈令和元年第１回　臨時会　議決状況〉　令和元年７月５日（金）

印西地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【原案可決】
違反対象物に係る公表制度の実施について（平成２５年１２月１９日付消防予第４８４号）を
受け、印西地区消防組合火災予防条例を一部改正し、併せて目次中の符号及び条文中
の文言の整理を図る
平成３０年度印西地区消防組合一般会計補正予算（第１号）【原案可決】
歳入歳出の補正額は、歳入歳出それぞれ９，０９６万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ、３３億９，８５１万６千円とするもの
平成３１年度印西地区消防組合一般会計予算【原案可決】
主な取り組みとして、印旛消防署修繕事業や消防ポンプ自動車などの消防車両の新規及
び更新整備事業等を計上したもの

議案第１号：
要　旨

議案第２号：
要　旨

議案第３号：
要　旨

千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総
合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について【原案可決】
令和元年８月３１日をもって香取市東庄町病院組合が解散されることに伴い、千葉県市町村
総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約
の一部を改正する規約の制定に関する協議について、地方自治法第２８６条第１項の規定に
よる関係地方公共団体の協議に当たり、同法第２９０条の規定により議会の議決を求める
印西地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【原案可決】
不正競争防止法等の一部を改正する法律並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関
する条例の制定に関する基準を定める省令の改正等により、国が示す火災予防条例の例
の一部が改正されたことから、印西地区消防組合火災予防条例の一部を改正する
印西地区消防組合消防関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について【原案可決】
国が示す地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたため、印西地
区消防組合消防関係手数料条例の一部を改正する
工事請負契約の締結について【原案可決】
印旛消防署修繕工事請負契約の締結をするため、地方自治法第９６条第１項第５号及び
印西地区消防組合において制定すべき条例のうち、印西市条例を準用する条例第２条の
規定により準用する議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
第２条の規定により、議会の議決を求める
財産の取得について【原案可決】
老朽化した西白井消防署の高規格救急自動車を、印西地区消防組合消防車両等整備計
画に基づき更新整備するため、地方自治法第９６条第１項第８号及び印西地区消防組合に
おいて制定すべき条例のうち、印西市条例を準用する条例第２条の規定により準用する議
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議
会の議決を求める
財産の取得について【原案可決】
印西地区消防組合消防車両等整備計画に基づき、印西消防署に消防ポンプ自動車を新規
で整備するため、地方自治法第９６条第１項第８号及び印西地区消防組合において制定すべ
き条例のうち、印西市条例を準用する条例第２条の規定により準用する議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求める
継続費繰越計算書の報告について【報告】
平成３０年度から２カ年の継続事業である、ちば消防共同指令センター部分更新事業負担
金について、８４６円を本年度に逓次繰り越したので、地方自治法施行令第１４５条第１項の
規定により報告する
印西地区消防組合監査委員の選任につき同意を求めることについて【同意】
本年、４月２９日をもって、議会選出監査委員板橋睦氏の任期が満了となり、新たに印西市
議会から当組合議会に選出された、山田喜代子議員にお願いしたく提案し、地方自治法第
１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める

議案第１号：

要　旨

議案第２号：
要　旨

議案第３号：
要　旨

議案第４号：
要　旨

議案第５号：
要　旨

議案第６号：
要　旨

報告第１号：
要　旨

同意第１号：
要　旨
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第４４回消防救助技術千葉県大会  入賞
令和元年６月４日（火）市原市に移転した千葉県消

防学校で第４４回消防救助技術千葉県大会が行わ
れました。

本大会は、千葉県内３０消防本部（局）の救助隊
員５５０名が一同に会し、各種災害から地域住民の
安全を確保するため、消防救助活動に不可欠な強
靭な体力、技術力、精神力を向上させることを目的
に、７種目の訓練で競技を行い、平素から鍛えた救助
技術の成果を発揮する大会です。

当組合からは、「はしご登はん」「ロープ応用登は
ん」「ほふく救出」「ロープブリッジ救出」「ロープブリッ
ジ渡過」の５種目に２０名の隊員が出場し、「ロープ応
用登はん」の部において印旛消防署井上消防士長、
濱川消防副士長が第２位に入賞致しました。

　９月に発生した台風１５号により甚大な被害が発生し、中でも長時間停電が取り沙汰されました。災害に
より停電が発生すると、思わぬ火災等が発生する可能性があります。消防では停電により発生しやすい火
災等について注意を呼びかけています。
 発電機誤使用による事故
　普段使用しない機器ですが、いざという時のため整備、使用方法を確認しておきましょう。
　●事故を防ぐために必要なこと
　燃料は入っていますか？　給油は必ず発電機を停止させ、火気のない場所で行ってください。
　発電機の周りは安全ですか？　周囲に燃えやすいものを置かないで下さい。
　換気は？　屋内や車内などでは絶対に使用しないで下さい。また、屋外でも換気の悪いところでは使用
　　　　　  しないで下さい。
　　　　　 使用に際しては、発電機に備えている取扱い説明書をよく読んでから使用して下さい。
 通電火災（復旧火災）
　通電火災とは、電力の復旧に伴って破損した配線や壊れた電気器具、停電前まで使っていてスイッチが
オンになったままの電熱製品が出火して引き起こされる火災の事です。そのため、通電火災は復旧火災と
呼ばれることがあります。
　●通電火災を防ぐために必要なこと

　停電中の自宅を離れる際にはブレーカーを落とし、急な電力復旧に注意する。
　建物が損壊している場合や配線の切断が見込まれる場合などは安全を確認後に電力を復旧させる。
　破損した電化製品等にコンセントが接続されていないか確認し、接続されている場合は、コンセントを抜くこと。
　給電が開始される前に白熱灯、電気スタンドやオーブントースターなどの電熱製品の付近にカーテンや
可燃物がないか確認する。
　タイマー機能などを設定している電熱製品がある場合は、給電直後ではなく時間が経過してから作
動する場合や設定しているいつもの時刻とは異なる時刻に作動する場合などがあるため注意する。

長時間停電を踏まえた防火対策
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動する場合や設定しているいつもの時刻とは異なる時刻に作動する場合などがあるため注意する。

長時間停電を踏まえた防火対策
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安否情報まとめて検索「J-anpi」

印西地区消防組合よりお知らせ

～むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を～

災害発生時の
心得

　大規模な災害が発生すると、公共交通機関が運行を停止し、自宅へ帰ることが困難になることが予想されます。
しかし、災害発生時に多くの人が一斉に徒歩で帰宅を始めると、火災や沿道の建物からの　落下物などにより負傷
する危険があるばかりでなく、災害時に優先されるべき救助・救急活動の妨げとなります。

●まずは自分の身の安全を確保しましょう。
●職場や集客施設等の安全な場所にとどまりましょう。
●災害用伝言サービスにより家族の安否や自宅の無事を確
かめましょう。
●交通情報や被害情報などを入手しましょう。

●災害用伝言ダイヤル（１７１）
　固定電話の番号あてに音声による安否情報を録音・確認
できます。１７１をダイヤルし、ガイダンスに従ってメッセー
ジの登録・確認をしてください。一般電話、公衆電話、携帯
電話、PHS、スマートフォンから利用ができます。

①「171」にダイヤルします（ガイダンス（案内）が流れます)。
②録音するには「1」をダイヤル。
③自宅の市外局番からの電話番号をダイヤルし、ガイダンスに

従ってメッセージを録音します。

①「171」にダイヤルします（ガイダンス（案内）が流れます)。
②再生するには「2」をダイヤル。
③安否を確認したい相手の市外局番からの電話番号をダイヤ

ルし、ガイダンスに従って再生します。

災害発生時には「むやみに移動を開始しない」

日ごろから準備しておきたいこと

　発災直後の安否確認の手段として、災
害用伝言サービスが活用できます。災害
用伝言サービスは、毎月１日や１５日など
が体験日となっていますので、あらかじ
め使用方法を体験しておきましょう。

伝言の登録方法

①メニューのトップページから災害用伝言板を選択。
② 「災害用伝言板｣の中の登録を選択。
③次の4つの選択肢のうち該当するものにレ点チェック。
　□無事です。　　　 □被害があります。
　□自宅にいます。　 □避難所にいます。
④任意のコメントを入力(100文字以内） し登録を押す。
　（コメントの例）：今、家族全員で○○小学校にいます。

伝言の登録方法

伝言の再生方法

①メニューのトップぺｰジから災害用伝言板を選択。
② 「災害用伝言板｣の中の確認を選択。
③安否情報を確認したい人の携帯電話・PHSの番号を入れ､検
索を押す。

④伝言が登録されていると、一覧が表示されるので、確認した
い安否情報を選択。

伝言の再生方法

●災害用伝言板は、文字情報による伝言の登録と確認がで
きます。各携帯会社のトップページから「災害用伝言版」を
選択してメッセージを登録・確認してください。インター
ネットに接続できる携帯電話、PHS、スマートフォンから利
用できます。

●携帯ラジオや地図を持ち歩きましょう。
●職場などに歩きやすいスニーカーや懐中電灯、手袋、飲料
水や食料などを用意しておきましょう。
●事前に家族などと発災時の安否確認の方法や集合場所を
話し合っておきましょう。
●徒歩やバスにより帰宅経路の状況を確認しておきま
しょう。

徒歩帰宅者支援の取り組み

　千葉県を含む九都県市では、コンビニエンスストア、ファ
ミリーレストラン、ガソリンスタンド等と徒歩帰宅支援に関す
る協定を締結しています。
　これらの店舗では、災害発生時に水道水やトイレの提供の
ほか、道路交通情報などを可能な範囲で提供して頂けます。
こうした店舗には、「災害時帰宅支援ステーションステッ
カー」が掲示されていますので、日頃から帰宅経路の店舗の
場所を確認しておくと安心です。

　「電話番号」または「氏名」を入力することで、各通信
会社が提供する災害用伝言版、各企業・団体が提供す
る安否情報（テキスト情報）を一括で検索し、結果をま
とめて確認することができます。なお、安否情報の検索
は、パソコン、インターネット接続に対応した携帯電話、
スマートフオンで可能です。
[J-anpiの検索ページ］　http://anpi.jp/

コンビニエンスストア等 千葉県石油商業組合に
加盟する県内の
ガソリンスタンド

災害時帰宅支援ステーションステッカー

 

No.5火災調査室からのお知らせ

　こんにちは、ゲンです。皆さんいかがお過ごしでしょう
か？ 今回のお話は、ガストーチバーナについてです。ガス
トーチバーナは、カセットボンベに接続して用いる簡易的
なガスバーナで、主にアウトドアで炭の火起こしや家庭で
の調理における炙り料理などで近年幅広く使用されて
います。火災の原因としては、説明書を読まなかったこと
による使用方法の誤りと思われるもの、取り付け不良、ね
じの緩みなどがあります。
【当消防組合の火災事例１】
●僅かに炎が出ていることに気付かず、可燃物の近くにガス
トーチバーナを収納したため延焼した火災
■焼損状況：車両火災　■人的被害：なし
　屋外でガストーチバーナを使用し、消したつもりで車内
に収納したところ微かに火口から炎が出ており近くに
あった可燃物に着火した。男性が火災に気付くが車両
及び収容物が焼損したもの。
火災原因は、炎を消したつもりでいたが炎がしっかりと消
えていなかった。
　ガストーチバーナの炎は、青色であることから炎に気
付きにくく、また、残炎があることに気付かない場合もあり
ます。使用後にしっかりとバルブを閉め、炎が出ていない
ことを確認する必要があります。
【当消防組合火災事例２】
●ガストーチバーナが異常燃焼をしたことによる火災
■焼損状況：建物火災（ぼや）　■人的被害：なし
　キッチンにて調理のため魚を炙ろうとガスバーナを点
火、その後バーナを消そうとしたところ、異常燃焼がおき、
ガスを止めようとしたが止まらず、ガスボンベをシンク内に
投げたもの。

水平に点火 斜め４５度方向へ

水平に点火 斜め４５度方向へ

真下方向へ 逆さま方向へ

【実験結果】
A社製、B社製の製品にて燃焼実験を実施したとこ
ろ、両社製とも正常な燃焼が認められた。
※今回実施したA社製、B社製のガストーチバーナは予備加
熱の必要が無いものとなります。

【実験結果】
今回実験で使用したガストーチバーナは、インターネット
で購入した廉価品であり、購入時のパッケージは英語表
記の説明書きとなっていた。説明書に予備加熱について
の注意書きは認められなかった。実験の結果、どの角度
においても異常燃焼が認められた。

（※通常の燃焼は、実験１の写真のとおり青白い炎です。）

火災や事故を防ぐために以下のことを注意しましょう。
１ 購入する前に自分がやりたいことができるか店頭又
は、説明書等を確認しましょう。

　ガストーチバーナは、形に大きな差はありませんが、点火後
に水平に使用する場合、傾けて使用する場合、下に向ける場
合、逆さに使用する場合など使用方法は人により様々です。
　ガストーチバーナを点火直後、直ぐに傾けたり、逆さにで
きるものもあれば、予備加熱が必要な商品もあります。予備
加熱が必要な商品に予備加熱が十分にできていない状態で
使用すると異常燃焼することがあり大変危険です。

２ 使用前点検をしましょう。
　ガスボンベ取り付け時に、「シュー」と音がする、玉ねぎの
腐った様な匂いがする時は、ガスが漏れている可能性があ
りますので、使用しないで下さい。

３ メーカーが不明の製品は使用しない。
　インターネット等で購入した廉価品の中には、製造業者

（輸入業者）や連絡先が記載されていないものがあります。
事故が起きた際の連絡や調査が困難なものもあります。

４ ガストーチバーナやガスボンベに変形や亀裂がある
場合、また、ガスボンベが錆びている場合や接続口が変
形しているものは使用しないで下さい。火災を引き起こ
す可能性があります。万が一火災が発生した場合は、
粉末消火器で消火するか水バケツの中に全体を沈め
て消火をして下さい。

真下方向へ 逆さま方向へ

【火災事例２が起きたことから、３社のガストーチを
用意し燃焼状況を確認しました】

  
【】 【】　　　【】
【実験１は、B社製の燃焼実験写真】
 　 

【水平に点火】　　　　　　　　　【斜め４５度方向へ】
 　 

【真下方向へ】　　　　　　　　　　【逆さま方向へ】

火災時に
使用した物と

同等品 A社の製品 B社の製品

【実験２は、インターネットにて購入した同等品
（廉価品）の燃焼実験】

【実験１は、B社製の燃焼実験写真】

ゲンさんのひと言

＊九都県市：千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉市、
　さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市
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A社製、B社製の製品にて燃焼実験を実施したとこ
ろ、両社製とも正常な燃焼が認められた。
※今回実施したA社製、B社製のガストーチバーナは予備加
熱の必要が無いものとなります。

【実験結果】
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合、逆さに使用する場合など使用方法は人により様々です。
　ガストーチバーナを点火直後、直ぐに傾けたり、逆さにで
きるものもあれば、予備加熱が必要な商品もあります。予備
加熱が必要な商品に予備加熱が十分にできていない状態で
使用すると異常燃焼することがあり大変危険です。
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　ガスボンベ取り付け時に、「シュー」と音がする、玉ねぎの
腐った様な匂いがする時は、ガスが漏れている可能性があ
りますので、使用しないで下さい。

３ メーカーが不明の製品は使用しない。
　インターネット等で購入した廉価品の中には、製造業者

（輸入業者）や連絡先が記載されていないものがあります。
事故が起きた際の連絡や調査が困難なものもあります。

４ ガストーチバーナやガスボンベに変形や亀裂がある
場合、また、ガスボンベが錆びている場合や接続口が変
形しているものは使用しないで下さい。火災を引き起こ
す可能性があります。万が一火災が発生した場合は、
粉末消火器で消火するか水バケツの中に全体を沈め
て消火をして下さい。

真下方向へ 逆さま方向へ

【火災事例２が起きたことから、３社のガストーチを
用意し燃焼状況を確認しました】

  
【】 【】　　　【】
【実験１は、B社製の燃焼実験写真】
 　 

【水平に点火】　　　　　　　　　【斜め４５度方向へ】
 　 

【真下方向へ】　　　　　　　　　　【逆さま方向へ】

火災時に
使用した物と

同等品 A社の製品 B社の製品

【実験２は、インターネットにて購入した同等品
（廉価品）の燃焼実験】

【実験１は、B社製の燃焼実験写真】

ゲンさんのひと言

＊九都県市：千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉市、
　さいたま市、横浜市、川崎市、相模原市
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主な内容

住民の安全と安心をめざして
第44回消防救助技術千葉県大会風景

◆
◆
◆
◆
◆
◆

第44回消防救助技術千葉県大会　入賞
長時間停電を踏まえた防火対策
印西地区消防組合議会からのお知らせ
印西地区消防組合よりお知らせ
火災調査室からのお知らせ
令和元年度「最優秀防火ポスター」の決定

NO.223

最優秀防火ポスター
印西地区消防組合管理者賞

【お問合せ】消防本部予防課　指導調査係　TEL： 0476-46-9971

令和元年度「最優秀防火ポスター」の決定！

　防火意識の育成と火災予防について深く理解してもらう
ため、当消防組合管内の小学校から防火ポスターを応募
し、285点の応募があり３０点が入選しました。
　今後とも、消防行政にご支援、ご協力をお願い致します。
　なお、防火ポスター入選作品は、当消防組合のホームペ
ージに掲載しておりますので、よろしくお願い致します。

印西市立牧の原小学校６年 福原 美央莉さん
ふくはら みおり


