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坂井市

すずらん保育園

あわら市・坂井市内の幼保園やこども園・保育園の園児たちに、嶺北防火協会から火災予防教育の普及啓発
として、自由帳の配布と保護者の方に防火チラシの配布を行いました。新型コロナウイルス感染防止の
ため、防火協会員一人ひとりが手渡しすることは出来ませんでしたが、思いがけないプレゼントに園児たちは
「火遊びはしません」と、笑顔で約束してくれました。

火事・救急・救助は 119 番へ
火災などの災害情報（テレフォンサービス）
救急病院やその他の照会

2021年度

５１ − ２０００
５１ − ０１１９

全国統一防火標語

おうち時間

家族で点検

火の始末

福井県防火ポスター受賞

嶺北消防組合が、管内（あわら市、坂井市）の小学６年生から防火ポスター作品を募

集したところ、８５８点の応募がありました。その中から、特に優れていると思われる
３作品を当組合の代表として福井県の審査会に出品したところ、佳作を受賞し
ました。

たくさんのご応募ありがとうございました。

あわら市北潟小学校

坂井市立高椋小学校

坂井市立三国南小学校

坂 井 謙 斗

前川

野 村 愛 子
恵美莉

防火標語優秀作品

最優秀賞
「つけた火の



孝人

伊藤遼太郎

せき任消すまで きみのもの」

本荘小学校４年

優秀賞

「火は消して
防火の心 消さないで」
三国南小学校５年 
齊藤

クラスター」
橋本 麻央

金メダル」
堂前 璃子

火の始末」
富田 悠真

「ちっちゃな火
あっという間に
東十郷小学校３年 

「おでかけは
スマホ持つ前
大石小学校４年 

「防火リレー
火を消す人が
高椋小学校５年 

「つけた火と
いっしょにいます さいごまで」
加戸小学校１年 
佐々木結衣



目と心」
上田

竜路

「わすれるな
マスク手あらい 火のかくにん」
大石小学校３年 
西端 隼風

「育てよう
火種摘み取る
福井山田化学工業㈱
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当協会が防火に関する作文、標語を募集したところ、4,660 作品の応募をいただきありがとうござい
ました。その中で優秀作品に選ばれた方々と内容を紹介いたします。
（敬称略）

防火作文

最優秀賞

「火のありがたみと怖さについて」
金津中学校

２年

菅

谷

知

輝

皆さんは「火」についてどう思いますか。僕は、人間にはなくてはならない大切なものであり、使い方を間違
えると命を奪ってしまうような危険なものであると思います。そう考えた理由は、オリンピックの聖火や火力発
電、料理など人々の生活に希望を与え、より生活しやすくしてくれるものですが、一方で人々の命を奪う火事に
なってしまうこともあります。
では、なぜそのような危険な事が起きてしまうのでしょうか。僕は一人の「火」に対するちょっとした油断が
このような悲劇を引き起こしてしまうのだと思います。でもその油断は自分の「火」に対する気持ちを考えれば
防ぐことができます。火事はどこから発生するか分らないという思いを持って日々の生活を送ればきっと「火」
を甘く見てしまうことはないと思います。
僕のうちでは、料理をした後は火が点いていないか必ず確認し、アイロンを気をつけて使ったり、冬はストー
ブが点けっぱなしになっていないかなど、火事予防をして日々の生活を送っています。また、コンセントとほこ
りが反応して起きている火事も多いため、家をこまめに掃除もしています。各家庭が「火」の扱いを今よりもっ
と気をつければ、火事を大幅に減らすことができると僕は思います。そして、「火」から多くの命を守ることが
できます。
地域の取り組みとして僕の地区では、毎年春に防火訓練を行っています。この防火訓練では、消火器の使い方
を学びます。実際に火事になると冷静にはなれないと思いますが、いざという時に備えて僕もしっかりと消火器
を使えるようにしていきたいです。
僕自身、火事を目のあたりにしたことはないですが、以前、祖母宅の近くで火事が起きました。風が吹いてい
たこともあり、真っ赤な火の粉が祖母宅の玄関まで届き、とても怖い思いをした話を聞きました。一つの小さな
火の粉から大惨事になりかねません。油断してはいけません。でもどうすることもできないこともあるとは思い
ます。そんな時は、最小限に食い止めていくことが大切です。
火事は人の命を奪ってしまう取り返しのつかない悲劇です。命を奪われなかったとしても、思い出の品や家を
失ったり、その人の人生を、百八十度変えてしまうとても恐ろしいものだということを改めて実感することがで
きました。「火」は人間が生きていくうえで、「水」と同様にかけがえのない大切なものです。その大切なもの
は、一瞬で人の一生涯を奪いかねない恐怖に落とし入れます。「火」のありがたみを感じながら、「火」の危な
さと隣り合わせであることを意識しながら、上手に付き合っていきたいと思います。

優秀賞 ・『クッキーから学んだ防火』

金津中学校２年
三国南小学校３年

・『火のよう心』

佳

作 ・丸岡南中学校２年 西田唯香
・金津東小学校６年
・芦原中学校１年

・三国北小学校５年
・東十郷小学校５年

伊澤哲平
富田萌波

・東十郷小学校３年
・加戸小学校５年

水上千寛
福嶋圭介

堂前

下畑

火の用心」
河畑

自分の目」
三谷

維心

由香

裕介

佐季

芳弘

火は見てる」
三澤結芽果

濱内

夏楓

「消えたでしょ
心のゆるみを
磯部小学校５年 

山田

和奏

志朗

廣部

尚紀



岡田

陽子

「火の呼吸
扱い注意 全集中」
セーレン㈱ＴＰＦ事業所  山﨑

「オンライン
火の確認は
シプロ化成㈱ 

作

「しあわせを
思えば常に
金津高等学校２年

佳

岩田

由佳



谷﨑

一嘉

ジャパンオイルネットワーク

㈱福井油槽所 
北陸ワコール縫製㈱

堀江

愛

三国南小学校４年 

有田

琉偉

三国南小学校６年 
金津高等学校２年 

湯場

悠司



柴田

北陸ワコール縫製㈱ 
北陸ワコール縫製㈱ 

金津高等学校２年

本荘小学校３年 



春江西小学校５年 
三国南小学校３年 

加戸小学校１年
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中垣内美羽
長谷川空飛

島田茉莉佳
井上椛帆

トピックス
TOPICS

秋の火災予防運動実施
11/9（火）〜11/15（月）
秋の火災予防運動にあわせ、坂井市コミュニティバ
ス「ぐるっと坂井」のご協力をいただき、火災予防運
動に関するマグネットをバスに貼付し巡回する広報活
動を行いました。
近年、住宅火災による高齢者の死傷者数は高い状況
であり、消防は住宅用火災警報器の設置と維持管理に
ついて、市民の皆様に一層の普及を目的に取り組んで
おります。
新型コロナウイルス感染症はまだまだ予断を許さな
い状況が続いておりますが、消防は様々な形で防火広
報活動を進めてまいります。

カニゆで場の防火査察
11/5（金）
かに解禁を前に坂井市三国町内の鮮魚店１１施設で
防火査察を行いました。
煙突やガスバーナー等の燃焼装置、燃料タンクにつ
いて亀裂や損傷がないか、適正な消火器が設置されて
いるかなど、１８項目について検査を行いました。

えちぜん鉄道合同訓練
9/14（火）
西長田ゆりの里駅において、えちぜん鉄道株式会社
と鉄道事故発生時における対応合同訓練を実施、踏切
内において軽自動車と電車が衝突、複数の負傷者が発
生したとの想定のもと、えちぜん鉄道社員、消防職員
総勢２０名が参加しました。
消防隊到着までの初動対応や負傷者の応急手当、救
出手段について確認を行い、相互の連携と協力体制の
強化を図ることができました。
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石油基地合同防災訓練
11/9（火）
坂井市三国町新保地係の東西オイルターミナル㈱で
地震により、屋外タンクから火災が発生したとの想定
で火災防ぎょ訓練を行いました。
危険物施設での火災は火災拡大の危険性が高く、ま
た消火の困難性も高いことから甚大な被害が予想され
ます。
石油基地自衛消防隊との連携で災害時の効果的な緊
急措置及び被害の軽減化に努めました。

危険物輸送車両合同立入検査
11/10（水）
危険物輸送車両による事故の未然防止及び危険物取
扱者の遵法意識の高揚を図るため、警察と合同で検査
を行いました。
移動タンクの構造や設備が基準どおりか、危険物取
扱者の保安講習受講状況等について検査し、またイエ
ローカードの携行状況について確認を行いました。

ドクターヘリについてお知らせ
ドクターヘリは、あらかじめ離着陸場所（ランデ
ブーポイント）として設定された広場、運動場等に着
陸します。着陸の際は、吹き下ろし風（ダウンウォッ
シュ）による砂ぼこりやエンジン音が発生します。消
防機関が散水や飛散物の除去など安全管理を行います
ので、離着陸の際はドクターヘリに近寄らない等、ご
理解とご協力をお願いします。
救急車と同様、ドクターヘリでの搬送自体に費用は
かかりません。ただし、救急現場やドクターヘリ内で
の治療には、病院診療同様に初診料や往診料等の費用
がかかります。また、搬送先の病院で診療を受けた場
合にも費用がかかります。詳細等は搬送医療機関に問
合せ下さい。

5

事
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嶺北防火協会に加盟している事業所を紹介しています。

今回紹介する事業所は【東洋染工株式会社】さんと【北陸電力株式会社福井火力発電所】
さんです。事業所の概要や、火災予防について心掛けていることをお尋ねしました。

東洋染工株式会社

坂井市春江町

従業員数：２４５人

東洋染工株式会社では、安全衛生の基本方針

として『安全は生産より優先する』を掲げてい
ます。

従業員の安全と健康を第一

に考え、所属長や、現場担当
者によるパトロールで、火災

や労災が潜んでいる箇所が無

いかをチェックしております。

今年は地震や風水害を想定してのＢＣＰマ

ニュアルの改正を行い、夜間の避難訓練や停
電を想定した訓練、水消火器を使用した訓練
等も行い、有事の際へ備えています。

北陸電力株式会社福井火力発電所

自衛消防隊によるアンモニア漏洩訓練の模様

漏洩停止操作

坂井市三国町

従業員数：５７人

北陸電力株式会社福井火力
発電所は，危険物取扱施設と
して、日々、設備の重点パト
ロールを行っております。
さらに、アンモニア漏洩や
タンク火災、地震等不測の事態に備えた訓練を
毎年実施しており、自衛消防組織の役割分担の
確認、理解及び情報連絡の充実と消火対応力の
向上に努めております。

漏洩停止操作者への援護放水
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住宅火災

いのちを守る

10のポイント

近年の火災を取り巻く状況の変化や、高齢者の方の生活実態等を踏まえ、令和３年８月に住宅防火にお
いて気を付けるポイントが３つ増えて１０となりました。
これからの時期、ストーブ等の火気を伴う器具の使用が増えて火災の危険性が高まります。１０のポイ
ント「４つの習慣、６つの対策」を心掛け住宅防火に努めていただきますようお願いいたします。

＜4つの習慣＞
○ 寝たばこは絶対にしない、させない。
○ ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
○ こんろを使うときは火のそばを離れない。
○ コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

＜6つの対策＞
○ 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
○ 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。
○ 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
○ 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
○ お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
○ 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

正しい119番のかけ方のご案内
①最初に、火災・救急・事故を伝えてください。
②住所、番地、世帯主などを伝えてください。
③住所が分からない時は近くにある建物や目標物の名称を伝えてください。
火災の場合

・どこの何が燃えているか？
・逃げ遅れはいないか？

救急の場合

・誰がどうしたのか？
・どこが痛いのか？苦しいのか？
・新型コロナを疑う症状などはないか？

事故の場合

・どのような事故か？
・けが人は何人いるのか？
・危険なもの（燃料・有毒ガス等）が漏れていないか？
・閉じ込められていないか？

《携帯電話から119番通報する際の注意事項》
①運転中は安全な場所に停車してから通報してください。
②確認のため消防からかけ直すことがあります。通報後１０分間は消防からの通話を受信できる状態に
してください。
③ＧＰＳ機能付き機種の場合は発信地が特定できるため、ＧＰＳスイッチを常時ＯＮにしておいてください。

信条は「まじめな仕事」です。
坂井市坂井町御油田39-101 TEL : 0776-66-5200
URL;http://www.crownbousai.jp / Mail;info@crownbousai.jp
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株式会社

IT U B A サーブ

【本 社】〒913-0037 福井県坂井市三国町黒目18-61-1
TEL: (0776)97-6157 FAX: (0776)97-6151

意外と多い？電気火災
電気は、私たちの日常生活において必要不可欠なエネルギーとして社会に浸透しています。その一方、電気
や電気製品にかかわる火災は、平成30年中に全国で1,200件以上発生しており、全火災件数に対する割合は、
30％以上と近年大きく増加しています。
これらの火災の主な原因は、使用者の不適切な維持管理や不注意な取扱いによるものなどがあげられます。

電気器具・配線は、発火する危険があります！
次のような原因で火災が起こっています！
•電気配線の短絡（ショート）。
•トラッキング現象（コンセントとプラグの隙間の ホコリが湿気をふくみ発火する現象）。
•コンデンサーの絶縁劣化。
•過電流。
•電気器具の消し忘れ。
•電気器具の近くに燃えやすい物を置いていた。

対策：出来ることから始めましょう！
•傷んだコンセントは使用しない。		
•電源プラグ付近のホコリを取り除く。		
•コードを束ねない。				

•コンセントの上に物を乗せない。
•タコ足配線をしない。
•古くなった家電製品は業者に点検を依頼する。

電気火災は、基本的に建物内で起こる火災です、一度起これば消すのは困難です。
起こさないために何ができるのか？それは、少しの注意と点検と清掃です。
簡単なことから実践し、火災予防に努めましょう。

ご存じですか？
地震による火災の過半数は電気が原因という事実！
阪神・淡路大震災や東日本大震災において、出火原因の特定された火災のうち、過半数が電気関係の
出火によるものでした。消し忘れた電気器具の加熱やショートが火災の原因になる他に、停電が復旧し
通電再開時にショートした火花で火災が起こる恐れもあります。

電気火災対策には、感震ブレーカーが効果的です。
感震ブレーカーは、地震を感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止めます。
不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災を防止する有効な手段です。

分電盤タイプ（内蔵型・後付型）、コンセントタイプの埋め込むタイプ
は、電気工事が必要となります。

簡易タイプは、ホームセンター等で
購入できます。

感震ブレーカーの設定に際しては！
◆生命の維持に直結するような医療用機器を設置している場合、停電に対処できるバッテリー等を備えて
ください。
◆夜間の照明確保のために、停電時に作動する足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備しましょう。
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第 ８６号 防 災 ク イ ズ
問題：令和３年５月２０日から災害時の避難情報が見直されましたが次の内、
避難情報として誤っているのはどれでしょう。

答 ：①レベル１：早期注意情報
②レベル２：大雨・洪水・高潮注意報

③レベル３：高齢者等避難

④レベル４：避難勧告			

⑤レベル５：緊急安全確保

※メール又はハガキにクイズの答え・住所・氏名と当誌や消防に対するご意見・ご感想を書き添えてお送りください。正解者の中から
抽選で１０名様に粗品を進呈いたします。なお、個別による返答などは致しかねますのでご了承ください。（応募によって得た情報
は発送以外に使用いたしません。）
宛先／〒919-0413
坂井市春江町随応寺17-10
嶺北消防組合消防本部 予防課まで
E-mail／yobou@reihoku-fd.jp（件名に「第86号防災クイズ答え」と記入してください。）
〆切／令和４年２月25日（火）当日消印有効

第 ８５号 防 災 ク イ ズ 答 え
問題：住 宅用消火器（粉末消火器）の使用期限は何年？また、消火器の粉の放射時間はどれ
くらい？
回答：① 使用期限はおおむね5年で、放射時間は10秒～15秒
追伸：住宅用消火器は、一般的に薬剤の詰め替えができない構造（使い切り）の為、5年の使用
期限を過ぎたら廃棄処分して新しい消火器と取替をお勧めします。

消火器の 豆 知 識 ！ ！
使用した後の粉末消火器の薬剤は体に悪いの？
通常の使用においては危険性、有害性はありませんヨ！
 ただし、使用した際に目に入った場合は水で洗い流したり、吸い込んでしまった場合は水で良く
うがいをしたり、異常を感じる場合は医師の診断を受けて下さいネ。飲み込んでしまった場合も、
水で良くうがいをし、必要により吐き出させて医師の診断を受けて下さいネ！

もし！消火器を誤って噴射した場合はどうするの？
途中で止めたかったら、消火器を逆さにするといいみたい！
後始末は、水拭きせずに化学雑巾（ダスキン類）を利用するようにしてネ！
掃除機は、故障するので使わない方がいいみたいヨ！

わたしたちは未来を創造します。
ISO9001・ISO14001 認証取得
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< 本社 > 坂井市三国町南本町1-2-51
TEL（0776）82-6479 FAX（0776）82-5740
< あわら支店 > あわら市古屋石塚22-111-1 TEL（0776）73-5502 FAX（0776）73-2843
< 富山営業所 > 富山市城川原2-9-15
TEL（076）471-6178 FAX（076）471-6179

令和 3 年度危険物安全週間推進標語

事故ゼロへ トライ重ねる ワンチーム
福井県危険物安全協会連合会
〒910-0003 福井市松本 3 丁目 16 番 10 号

℡ 0776-89-1916
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Fax 0776-89-1917

福井県坂井市春江町藤鷲塚37-1
TEL（０７７６）５１-１１１０㈹
FAX（０７７６）５１-１１０９
E-mai l saitocomfort@dune.ocn.ne.jp

危険物取扱者及び消防設備士試験のお知らせ
危険物取扱者試験
日

消防設備士試験

令和４年２月６日（日）
10：00・14：00

時

試験会場

令和４年１月３０日（日）
9：30・14：00

福井商工会議所

福井商工会議所
9 ： 3 0    甲 種 4 類 ・ 乙 種 4 . 7 類

種
受付
期間

類

甲種・乙種1.2.3.4.5.6類・丙種

1 4 ： 0 0    甲 種 1 . 2 . 3 . 5 類
乙種1.2.3.5.6類

書面

１２月９日（木）～ １６日（木）

１２月９日（木）～ １６日（木）

電子

１２月６日（月）～ １３日（月）

１２月６日（月）～ １３日（月）

※詳 細は、（一財）消防試験研究センター福井県支部（電話0776-21-7090）若しくは最寄りの消防署まで
お問い合わせください。

定期普通救命講習会についてお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止していました令和３年度の定期普通
救命講習会が再開となります。
再開日時、詳細等につきましてはホームページでお知らせいたしますので、確認
のほどよろしくお願いいたします。

積雪時に消防水利の除雪にご協力ください
消火栓や防火水槽などの消防水利は、火災が発生したときに使用する大切な施設です。消
防署でも職員により積雪時に除雪作業を実施していますが、大雪の時には除雪が遅れること
もあります。自宅の除雪に合わせて、付近の消防水利の除雪も行っていただくようご協力を
お願いいたします。
なお、ご協力いただく際には、けがや事故などに十分ご注意下さい。

あわら消防団・坂井消防団

消防団員募集

女性消防団員も大募集です！
詳しくは最寄の消防署まで
TEL 嶺北署 51-0911		
丸岡署 66-0119		

あわら署 73-0119
三国署 82-6119
カタログ・パンフレット・機関紙・会報・記念誌など
美しいカラー印刷をスピーディーにローコストで !!
綜
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久野印刷株式会社
レンゴー株式会社

金津工場

福井県あわら市舟津 47-47
TEL (0776) 77-2165 FAX (0776) 78-7123

〒919-0698 福井県あわら市自由ヶ丘１－８－１０
Tel 0776-73-1234
Fax 0776-73-7038

世界トップクラスのアルミニウム総合メーカー

株式会社UACJ 福井製造所
〒913-8588 福井県坂井市三国町黒目21-1番
TEL（0776）82-5840 FAX（0776）81-6022
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