
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火災・救急・救助は１１９ 

編集・発行 

笠岡地区消防組合 

本消防組合管内における，平成 30 年中の火災

救急の発生状況を表 1 及び表 2 へまとめました。 

火災発生件数は，45 件で前年より 13 件の増，救

急出動件数は 4，210 件で前年より 90 件の増となり

ました。 

出火原因は，たき火（7件）が最も多く，“もしかした

ら火事になるかも”を常に意識して，「火のそばを離

れない」，「最後は確実に消火」などの基本的なこと

を守って，火災を減らしていきましょう。 

また，救急車で搬送された人を救急の事故種別

で見てみると，急病が 2，306 人で約 58％を占め，

傷病程度別搬送人員では，軽症者が 1，693 人で

約４３％を占めています。１分１秒を争わなければ救

うことのできない命のために，引き続き救急車の適正

利用にご協力ください。 

表２

種　　　別 傷病程度

急　　　病 2,470 (2,420) 2,306 (2,245) 軽　症 1,693 (1,636)

交通事故 372 (354) 382 (346) 中等症 1,732 (1,637)

一般負傷 701 (683) 681 (646) 重　症 446 (470)

そ　の　他 667 (663) 612 (597) 死　亡 109 (90)

計 4,210 (4,120) 3,981 (3,834) その他 1 (1)

件　　数 搬送人員 人　　員

平成３０年　救急件数　※(　)内は平成２９年

令和２年４月１日から，建物を利用する方が，自ら火災の危険性に関する情報を入手し，安心して建物を利用する
ことができるよう，重大な消防法令違反が認められる建物の名称等を，本組合のホームページで公表します。 
【公表の対象となる建物】 

重大な消防法令違反のある，飲食店，物品販売店，旅館，ホテル，病院や社会福祉施設などの不特定多数の 
方が利用する建物が対象です。 
【重大な消防法令違反とは】 

法令により設置義務があるにもかかわらず， 
★屋内消火栓設備★スプリンクラー設備★自動火災報知設備 
が設置されていないこと。 

表１

種　　　別 出火原因 件　　数

建物火災 27 (17) 77,629 （34,501） た　き　火 7

林野火災 6 (2) 0 (0) た  ば  こ 5

車両火災 4 (2) 2,217 （1,023） 火 入 れ 4

船舶火災 0 (1) 0 （396,732） 電気器具 1

そ　の　他 8 (10) 1,154 （10,111） 電気機器 1

電気装置 1

そ　の　他 8

件　　数 損害額　単位：千円

平成３０年　火災件数　※(　)内は平成２９年

計 45 (32) 81,000 （442,367）

この制度は，全国の消防本
部で実施されます。 

しっかり活用して，安全に建
物を利用しましょう！ 

笠岡地区消防組合 http://www.119kasaoka.jp/ 



 

優勝 「倉敷紡績株式会社 鴨方工場」チーム 

（指揮者 貝原啓斗さん / １番員 川上みずえさん） 

１０月１１日，第５回初期消火訓練大会を開催したとこ

ろ，１２事業所１３チームに御参加をいただきました。 

入賞チームは以下のとおりです。おめでとうございます。 

第５回 初期消火訓練大会 

準優勝 「ローム・ワコー株式会社 Ａ」 

（指揮者 杉山俊行さん / １番員 本山幹悟さん） 

優 勝  倉敷紡績株式会社 鴨方工場 

準優勝  ローム・ワコー株式会社 Ａ 

第３位  ＪＦＥケミカル株式会社 西日本製造所 笠岡工場 

第４位  株式会社ＤＮＰファインケミカル 

第５位  ローム・ワコー株式会社 Ｂ 

この研修は配属から７年目までの基礎育成期間

の職員へ，確実にスキルが習得されているか，個

人技能の迅速・的確な判断を養成，若手職員の

意欲と能力を高め，人材育成の一層の充実・強化

を図ることにより，住民が安心して暮らせるまちづくり

に寄与するため実施しました。 

消防活動基礎研修（７年目研修） 

集団救急訓練 ボートレスキュー技術研修会 

大多数による災害・事故等に対応する訓

練を実施。 

近年多発する豪雨災害に対応するため，ボート

を使用した救助訓練を実施。 



  

～主な艤装～ 
災害対応特殊化学ポンプ自動車は，消火薬剤を５００Ｌ，消火水を１，５００Ｌ積載しています。ボデー上部には，毎分

２，０００Ｌ，放水距離６０m の取り外し可能な放水砲（クロスファイヤー放水砲）を取付け，接近困難な火災（油火災）に
は遠距離から大量放水を可能とし，さらにボデー上部に，風向・風速計を取付け，キャブ内に乗車した状態で風向を確
認することができる仕様としています。 

～主な艤装～ 
高規格救急自動車は，今後更に増加すると見込まれる救急需要に対応するため，自動式人工呼吸器，医療用酸

素，自動体外式除細動器，患者監視装置，人工蘇生システム，静脈路確保・気道確保セットといった高度救命処置用
資機材を搭載し，救急救命士による救命処置を行うことにより，危機的状態に陥っている患者の生命を守ることの出来
る仕様としています。 

豊田 譲司 金光 和治 

譲司 

舘上 衛 

多くの知識や技術を身につ

け，管内の皆様に安心を与え

られるように頑張ります。 

向上心持って日々成長して

いき，市民の皆様の役に立て

るよう頑張ります。 

若々しくフレッシュに市民

の方と触れ合い，様々な災害

から市民の方を守れるよう頑

張ります。 

Jyoji Toyota Kazuharu Kanemitsu Mamoru Tachigami 

災害対応特殊化学ポンプ自動車 

 

高規格救急自動車 

メーカー：日産（キャラバン） 
シャーシ型式：ＣＢＦ-ＣＳ８Ｅ２６改 
全長：５，３３０ｍｍ 
全幅：１，８８０ｍｍ 
全高：２，４９０ｍｍ 
ホイルベース：２，９４０ｍｍ 
最小回転半径：６．０ｍ 
車両総重量：３，２２５ｋｇ 
乗車定員：７名 
総排気量：２，４８８ｃｃ 
艤装：日産 

メーカー：日野（レンジャー） 
シャーシ型式：２ＫＧ-ＧＸ２ＡＢＳ 
全長：７，３００ｍｍ 
全幅：２，３３０ｍｍ 
全高：３，０８０ｍｍ 
ホイルベース：３，７９０ｍｍ 
最小回転半径：６．５ｍ 
車両総重量：１０，８９０ｋｇ 
乗車定員：６名 
総排気量：５，１２０ｃｃ 
艤装：モリタ 

更新車両紹介（平成３０年１２月配備） 

新人職員紹介（平成３１年４月１日採用） 



岡山県消防設備協会長賞 眞鍋 瑛太 里庄西小学校 ６年 / 磯田 菜帆 里庄西小学校 １年 

 まなべ ひさた かすみ保育園 ４歳 

山陽新聞社賞      西山 心和 金光小学校 ２年 / 秀平 早優 里庄東幼稚園 ５歳 

笠岡放送賞       坂本 有紀奈 中央小学校 ２年 / 藤井 智大 富岡保育園 ５歳 

山陽新聞西部会長賞   原田 賢人 里庄西小学校 ２年 / 大室 那奈 金浦幼稚園 ４歳 

シーサイドモール賞   まなべ あお太 里庄西小学校 ２年 / 山本 照 聖華こども園 ５歳 

岡山県知事賞 

岡山県消防協会長賞 

平野 玄太郎 

里庄西小学校 ３年 
山下 富久 

里庄西幼稚園 ５歳 

山下 綸太 

里庄西小学校 ４年 
宮 京子 

里庄東小学校 ３年 

笠岡地区消防組合消防長賞 

秀平 和優 

里庄東小学校 ４年 
安田 ひかり 

里庄西小学校 ３年 
藤原 新汰 

六条院こども園 ５歳 

令和元年９月７日（土）開催 

藤井 来光 

金浦小学校 ６年 

清水 海翔 

里庄西幼稚園 ６歳 

第１８回山陽新聞こども消防写生大会

 
カブトガニ博物館恐竜公園におきまして，第１８回山陽新聞こども消防写生大会を開催しました。 

今年度は台風の接近により，少し風が強い時間帯もありましたが，たくさんのこども達に御参加いただき，１３０作品の

提出がありました。ありがとうございました。その中で，特別賞に選ばれた作品を，紹介させていただきます。 



 


