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平成29年度千葉県消防広域応援隊合同訓練
印西地区消防組合

平成３０年１月２６日
（金）
・２７日
（土）千葉市消防総合センター及び千葉県消防学校において、
千葉県消防広域応援隊合同訓練が行われ、県内消防機関７８隊２９４名及び千葉県ＤＭＡＴ
（災害派遣医療チーム）
が集結し、
当組合からは、救助部隊として白井消防署特別救助隊と後方
支援部隊として資機材搬送車隊が参加しました。
今後も関係機関と相互の連携を深め、協力体制のあり方を
再確認するとともに、大規模災害が発生した際、速やかに人命
の安全確保及び甚大な被害の軽減を図れるよう訓練を重ねて
いきます。

出発式

宿営訓練

訓練風景

訓練風景
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火災調査室からのお知らせ
（ゲンさんのひと言）

No.2

こんにちは、火災調査指導員のゲンです。
みなさん、
タコ足配線って知っていますか？
「危険なの
はなんとなく知っているけど、
なんで危険かはわからない。
」
と言う人がほとんどだと思います。
そこ
で、今日は、
タコ足配線の危険性についてのお話しをしたいと思います。
よく家庭で使われている延長コードには、
それぞれ使用できる最大の電力量が決まっています。
使用する電力の合計が、
その最大使用電力量を超えてしまうと、延長コードが電力に耐えきれず
熱を持ち、場合によっては、
ショートして火災になってしまうことがあるとても危険な事なのです。
延長コードには、
必ず最大使用電力量が書いてありますので、合計がその電力を超えないよう
に注意してください。
タコ足配線はとても危険です。延長コードにさらに

POI

NT!

延長コードをつなげたり、延長コードに３つ口コンセン
トを付けて使用したりするのはやめましょう。
まだまだ空気の乾燥した季節が続きますので、
みなさん、
火の取り扱いには十分ご注意ください。

電気火災を防ぐ７つのポイント
❶タコ足配線をしない。
（最大使用電力量を超えて電気を使用しない。
）
❷コンセントにほこりをためない。
水をかけない。
❸電源プラグはしっかりと差し込む。
コードを束ねて使用しない。
コードをひっぱったり、
強く折り曲げたり、
踏みつけたりしない。
❹傷んだ電気コードは新しいものに交換する。
❺コンセントにゆるみ、
ぐらつきを感じたら早めに修理する。
❻電気機器の使用方法を理解し、
間違った使い方をしない。
❼安全基準に適合した電気機器、
コードを使用する。
（ＰＳＥマーク、
ＪＥＴマークが目印）
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〜住宅用火災警報器〜
つけましたか？？10年たったらとりカエル
この制度は、近年における住宅火災による死者数が急増していること
や、今後、高齢化の進展を受けて死者数がさらに増加するおそれがある
ことから、住宅防火対策の見直しを行い消防法が改正されたことにより、
全国一律に全ての住宅へ（アパート等を含む）
設置及び維持が義務付
けられました。
また、
日頃より作動確認・清掃の実施や、設置から１０年を
経過するものは交換するなど維持管理もお願いします。
印西地区消防組合では、住宅用火災警報器を設置しているお宅に
ステッカーを配布しています。住宅用火災警報器を設置しているお宅や
ご質問等ありましたら、
お近くの印西地区消防組合の各消防署までご連
絡ください！

※不審な電話や訪問販売にご注意を！
近年、千葉県内で消防職員もしくは販売業者を装い、住宅用火災警
報器を売りつける業者が増えています。
消防署では一切の販売・設置
等は行なっておりません。

印西地区消防組合議会からのお知らせ
〈平成２９年第２回

定例会

議決状況〉 平成２９年１０月２３日（月）

議案第１号 千葉県市町村総合事務組合の共同処理す
る事務の変更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】
要旨 軽自動車税の賦課徴収に関する申告書の
受付に係る事務を、千葉県市町村総合事
務組合において共同処理できるよう整備
するもの

報告第１号 平成２８年度印西地区消防組合継続費精算

認定第１号 平成２８年度印西地区消防組合一般会計

（物損事故に係る
報告第２号 専決処分の報告について

歳入歳出決算認定について 【認 定】
地方自治法
（昭和２２年法律第６７号）
第２９
要旨 ２条の規定により準用する同法第２３３条第
３項の規定により、
平成２８年度印西地区消
防組合一般会計歳入歳出決算を監査委員
の意見をつけて議会の認定に付する

〈平成３０年第１回

定例会

報告書に関する報告について 【報 告】

要旨 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１４５条第２項の規定により、平成２８
年度継続費精算報告書を調製したもの

和解）【報 告】

要旨 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１
８０条第１項の規定により、職員の運転する
緊急走行中の救急車と、相手方車両が接
触した事故について専決処分したので、
同
条第２項の規定によりこれを報告するもの

議決状況〉 平成３０年２月１４日（水）

議案第１号 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の一部を
改正する条例の制定について 【原案可決】
要旨 準用元である印西市職員の給与に関する
条例の一部が改正され、
職制の見直しが
行われる事に伴い、
組合の級別標準職務
表も同様の改正を図るもの

議案第２号 印西地区消防組合消防職員の地域手当

の特例に関する条例の一部を改正する条
例の制定について 【原案可決】
要旨 千葉県人事委員会の勧告に基づき職員に
対する地域手当の支給率の改定を図るも
の

議案第３号 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】
要旨 地方公共団体の手数料の標準に関する
政令の一部改正に伴い、印西地区消防組
合消防関係手数料条例の一部を改正す
るもの

議案第４号 平成２９年度印西地区消防組合一般会計補
正予算
（第２号）【原案可決】

補正理由 ①事業費等の精算 ②消防救急無線共
同整備事業等に係る負担金等の返還

議案第5号 平成３０年度印西地区消防組合一般会計
予算 【原案可決】

主な事業 印西西消防署大規模改修及び増築事業、
西白井消防署修繕事業並びに車両３台
（化学消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ
付水槽車及び支援車）
の更新整備事業等
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災害発生時の

心得

印西地区消防組合からのお知らせ

〜むやみに移動を開始せず、落ち着いた行動を〜
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。
災害発生時には
「むやみに移動を開始しない」
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。
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。
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。
伝言の登録方法
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。
伝言の再生方法
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。
伝言の登録方法

安否情報まとめて検索「J-anpi」
「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/

日ごろから準備しておきたいこと
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。
＊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

災害時帰宅支援ステーションステッカー

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。
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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

体調悪いけど、
救急車を呼んだ
方がいいかな？

熱が下がらない
けど、病院に行っ
た方がいい？
家での
対処法は？

