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「謎 」とか 「何してるのかわ からん 」と 消防 職員も答えるく らい ，周りに知 られていない部署 です。そこで，今 回 は情報通 信課
の普 段の業務 を紹 介し ます。
情報 通信課 は1 1名で構 成さ れており，その 中でも主に「 通信」 と「 情報管 理」の 2つ の業務 に分 かれ ています。ここで は，こ
の2 つの業務 について説 明しま す。

◎ デジタ ル無線 整備
4箇 年計画 で実施 してき た，消防 救急無 線の アナログか らデジタ ルへ の整備 が最終 段階となっています 。昨 年度か らデジタ
ル無 線の試 験運 用を開 始している救急 隊に引き続 き，現 在は各 署所の 卓上 無線機 の設 置や各 消防隊 の車 載無線 機をデジ
タル 方式のものに 整備しているので 進 捗状況 を実感されていること と 思いま す。
各署 管内において，電波の 受信 状況を 確認し ていただ くとともに，デジタル切 替え前 にデジタル 無線 に慣 れてもらうため，
伝搬 調査をお願 いしていま す。今 のとこ ろ，1 0月下 旬にアナログ無 線か らデジタ ル無線 に一 斉に切り替 える予定 ですが ，そ
れま でに全職員 がデジタル無線 を理 解し適切 に運用 してもらえるよう，今後 も説明を実 施し ていく予定です。
◎ 無 線機の 貸出
情報 通信課 では，各 署に配備さ れている以外の 携帯 型や可 搬型 の無線 機等を 管理し ています。これ は，大規 模災 害時や
祇園 祭，京都 マラソンなどの警備 で使用 するた めのものですが，貸出で多 いのは無線機 の故障 や破 損により代 替機が 必要
な場合 です。経年 劣化によるものが 多いですが，破 損等 につ いて は 簡単 な経過 報告を お願 いしています。
なお，無線 機の貸 出については，各 消防 署の警 防課消 防係を 窓口に書 類提出 をお願いしていま す。
◎ 無 線の保守業 務
携帯 無線機 等の修理 は ，月に1度，取 りまと めて実施しています 。そ のほか ，「アンテ ナが 折れた 」や「無線 機 のカ バーが破
れた 」などの軽 微な事 案については 情報通 信課で 修理し たり，交 換部品 を渡し ています。消防 車両の 無線や 車載 端末装 置
（ナビ）の修 理が必要 な場 合は ，情報通 信課か ら保守業 者に連絡 し，業者 が署所 で修理 ，部品交 換等をします 。
◎ 電 話機の 増設 等
人事 異動の ある4月 や1 0月になれ ば，署所の 座席 などの移動 があり，同時 に電 話機の 増設 や移設 も必要になりま す。簡 易
な移設 の場 合は情 報通 信課員 が署所 で作業 する場 合もあります。

情報 管理部 署の業務 は ，大きく分 けて3つ ありま す。
◎ 先 端技 術の企 画提 案
今年 度本格 運用しまし た 消防 指令 システムをはじ め，専 用の ノートパ ソコ ンや タブレットを用 いた現場 指揮 支援システムが
それ に当 たりま す。1 19 番通報 から災害 終結までを ，迅速 かつ 的確に処理 する消 防指令 システムでは，増 加する救急需 要 や
地震 ，風水害 など，大規模 災害に的 確に対応し ていくため，「 情報収 集機 能」と 「情 報共有 機能 」を強化 していま す。
また ，災害現 場の指 揮者にノートパソコンやタ ブレッ トを 配備 するこ とにより，例えば 火災 現場 等で必 要となる地図 ，航空写
真，危 険物等 の保 有情報 ，高所カメ ラやヘリテ レビ映像 などを消防 指令センターか らリアルタイムで 送 ることが できるようにな
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りま した。
それ らの機器 を最大 限に活用 すること により，迅速 かつ効 果的 な災害 現場活 動が実 施でき ，被害の 軽減が 図れ るもの と考
えていま す。
◎ 上 記システム等 の保守 運用
消防 指令システ ムは ，24時間 3 65日 ，休むこ となく動 いていますので，トラブルを起 こすこ となく常 に正 常な状態 を維持 でき
るよう管理 しています。ま た，様々 な方面から 要望を 聞いてシステムの一部 に改修 を加えた り，新機能 を追加 するこ とで効率
的な災 害現 場活動 へと つなげられるようにして いま す。
◎ 消 防局の 情報 セキュリティ管 理
業務 で扱う電子 情報をし っかりと 管理するために，消防 局独自 のル ールを定め ています。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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京都 市の過 去2 0年間 の火災 を年ごとに火災 原因 別で見ると，常 に1 番多いの が 「 放火（ 疑いを含む ）」，2 番目は 「た ばこ」 と
なっています。では ，3 番目 はというと，年 により若干 の入れ 替わ りはありますが，「天ぷ らなべ」が 多く占 めています。昨年 も
天ぷ らなべが原因 の 火災は ，12件 と3 番目に多く発 生し ました 。
今回 は，火災 原因3 位の天 ぷらなべ による火災の 実験を 行いまし た。

調理 中に何らかの 理由で その場 を離れ たとき や，こんろ を点火したの をうっか り 忘れ てしま って起 こる場合 がほと んどで
す。

天ぷ ら油過熱 防止 装 置の付 いていないガスこ んろのバ ーナー部に片 手鍋を置 き，約900 ml のサ ラダ油 を入れ て，
1．弱 火で加熱 し続ける
2．強火 で加熱 し続ける
の2 通りの 実験を行 い，このと きの 発煙時 間と発 火時 間，油の 温度を 測定し まし た。

http://johokancms.city.kyoto.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=186172&c=...

2015/07/28

京都市：平成27年8月号 研究課レポート

2/4 ページ

1と 2の実 験結 果は，以 下のと おりとなりま した。

発煙 や発火 に至 る時 間は異 なりま すが ，どちらも20 0℃ を超えた 辺りか らわ ずかな発 煙が あり，2 80℃ を超えた 辺りで激 しく
白煙 が上 昇し，そ の後，どちらも360 ℃前後 で発火 しまし た。
また ，発 火直 後は鍋 の中で 燃えている状態 ですが，3分 後には約6 0cmの高 さま で火柱 が立ち上が り，さらに数分 後には，
火柱 が1 m以上にもなることが今回 の実験 写真でわかると 思 います。
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火を見 ると どうし ても水を掛けて しまいた くなりますが ，天ぷらなべ 火災のとき は 水を掛 けるの は厳禁 です。油の 温度は
36 0℃を 超えているので，そ こに水を掛けると ，一 瞬にして水 が蒸発 し，鍋の 中の油 を吹き 上げてし まうからです。
そこ で今回は ，水で濡 らしたタ オルで鍋 を覆う方法 を実践しまし た 。物が 燃えるためには酸 素が必要 ですか ら，濡れた タオ
ルを鍋 にかぶせ るこ とによって酸 素を遮 断し，消 火でき ます。
なお，この とき，ガ スこんろの スイッチを切って 加熱 を止 める必要 が あり ます。

ここ で注意が 必要 なのは，火 が消えても 安心しないこと です 。油の高 温状態 は1 0分以 上続きます 。実験 では，1 5分が 経過
した 後でも，タオ ルを取り除 くと再 び発火しまし た 。

今回 の実験 から，天ぷ らなべ火 災は加 熱時間 に関 係なく，油 の温度 によって発火 するこ とが再確認 できま した。鍋 の形状
や油 の量 ，ガ スこんろ の火力 の違いによっては，今回 の実験 より もさらに早 く発火 する可 能性が あるので注意 が 必要で す。
「火 を使っているときは その場から離 れない。離れ ると きは火 を消す」 のが原 則ですが，失 念 し てしまうこと もあり ますので，
台所 には 住宅 用火災 警報器を必ず設 置し ましょう。もしものと き，天ぷ らなべ火 災の早 期発見 に役 立ちます。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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当社 は，19 49年 に界 面活 性剤メ ーカーとして京都市 東山 区 で創業 以来，社 会の「 もっと・ ・・」 の気持 ちに応え るパ フォーマ
ンス・ケミカル ス（機 能化学 品）をお届 けしていま す。詳 しく説 明して いると依 頼を受 けたこと が書けま せんので ，是 非 と も当 社
のホ ームページを御 覧いただ きた いと 思います。
さて，京 都工場 は西 側が琵 琶湖疏 水，東 側が京 阪電車 ，南側が 九条 通の高 架橋に取り 囲まれ ています。さらに，敷地は 南
北に長く，そ の中 央部をJ R奈良 線が斜 めに走 っているた め工場 は北と 南に分断 され，高 さ2m の地下 道トンネルをフォークリ
フトが何とか 通 行可能 な工場 です。
また ，周囲には木 造住宅 が建 ち並 ぶ環境 下であり，絶対 に火 災や爆 発事 故を発生 させ ないのは当 然の こと，臭 気や騒 音
にも細心 の 注意を払 っています。

先に説明 したと おり，京都 工場は 特異な立地 条 件下にありますが，一 方で，社 員が一 丸とな って常 に創意工 夫するというこ
とにおいては，全国 のどの工場 にも決し てひけはとらないと自負 し ています。
社是 においては，「 企業 存立 の 基礎である 安全 の徹底 と環 境との 調和を 図る」を掲げており ，防火・ 防災 面において も，常
にPDCAサイクル を意識したアクションを 行 っています。
今回 ，その 中 から最近 の2つの 事 例について紹介 しま す。

昨年 6月に実施 した東山消 防署 との 合 同消防 訓練において ，女性 の自 衛消防 隊救護 班が社員 を担 架に乗せ て搬送に移ろ
うとした 際，少し ふらつく場面 が あり，東 山消 防署長 の訓練 講評 でも「担架 による搬送が 少し 危なっかし かった」 との 御指摘 を
いただ きまし た。
昭和 40年 代に20 0人を超 えていた工 場勤 務者も今は 半分 以下となり ，従前 は男 性が担 っていた自衛 消防 隊の各 要務も，
今は 女性が 担っていく必 要がありま す。そ こで，女 性でも容易 に負 傷者の 搬送 が可能 な新型 ストレッチャーを早速導 入 し，東
山消 防署 員の方 から救命 講習と 併せ てこの ストレッ チャーを使 っての搬送 訓練 を御指 導いただ きまし た。
今年 の危険 物安 全週間に実 施した 合同 消防訓 練では ，事前訓 練をし っかりと実 施し た女性 社員の 救護 班がそ の導 入成果
を披露 してく れまし た。
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工場 では、万一 の火 災に備 えて4 つのプラントと屋 外タンク貯蔵 所など，ボタ ン1 つで自 動消火 が可 能な固 定式泡 消火設 備
を設置 していま すが，消火や 延焼 を防止するた めの 目的 で設置 されて いる屋外 消火 栓設備につ いても，より 少 ない人数で ，
安全 かつ簡 単に消火 活動に従事 できるようにしては，との提 言が ありま した。
屋外 消火栓 の消 防操法 訓練で は，通常 4人1 組で実 施しま すが，これ を3人 でも実施で きるように無 反動 ノズル を試行 的に
導入 し，今年 6月の 消防 隊との 合同 訓練時 終了 後に展示訓 練 を行いま した 。

最近 の防火 ・防 災に対 する工 夫事 例の紹 介にとどまり ました が，当社 京都 工場においては，年間 計画 に基 づく3 回の防火 ・
防災 訓練をはじめ ，B CP訓練，非 常召集 連絡 訓練，規 律訓練 ，防災講 習 会などに加えて ，毎月2 日に，社員による「 安全の
徹底 と相 互啓発 パトロール 」も実施 していま す。
これ ら一 つ一 つの地 道な防 火・防 災活 動は，時 代と共 に変 化する生産活動 と その災 害に有効であると 確 信し ていますの
で，今後 共，創意 工夫を 続けた活 動にしてま いります。

http://johokancms.city.kyoto.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=186174&c=...

2015/07/28

3/3 ページ

京都市：平成27年8月号 わが社の防火防災自慢

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5

区役所ホームページ
北区

上京区

左京 区

中京 区

東山 区

山科区

下京区

南区

右京区

西京 区

伏見 区

(c) 2015 City of Kyoto. All rights reserved.

閉じる

http://johokancms.city.kyoto.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=186174&c=...

2015/07/28

1/2 ページ

京都市：平成27年8月号 担当区ぐグット紹介

現在位置：

トップページ

安心・安全情報

Web「京都消防」

Web京都消防平成27年8月号

平成27年8月号 担当区ぐグット紹介

平成27年8月号 担当区ぐグット紹介
ページ番号18 61 7 6

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

2 0 1 5 年 8 月3 日

陶化 学区は 南区の 北東 部に位置し ，北は九 条通 ，南は十 条通，東 は鴨 川，西は竹田街 道 に囲まれ ，学区の 中心 を河原 町
通が 南北に走って いま す 。
学区 内には，河原 町通な どの 主要 な道路が 多いこ とや，タ ーミ ナル 駅であるJ R京都駅 が近 くにあるため利 便性が 高く，大
きな市 営住 宅やマ ンションもあることか ら，普 段 か ら比 較的 交通量 や人の 往来 が多い賑 やかな地域 と なっています。また ，京
都特 有の地域特 性 である細 街路に囲 まれた 古くか らの街並 みを残し ，毎年 ，春先には五 穀豊穣 （ごこくほ うじ ょう） や生活 の
安泰 などを願う，平安 中期か ら続 く稲荷 祭が 行われ るな ど，古 くからの伝 統を残 した地域 です。

陶化 学区自 主防 災会は 26の 自主 防災部 で構成 されて おり，約 2，4 00世 帯の方 々が 生活し ています。南区 自主防 災会連合
会会 長も務め ておられ る炭 谷寿 朗陶化 学区自主防 災 会会 長が中心 と なって，各自 主防災 部長の 方々 と共に防災 訓練や 学
区民 を対象 とした 救命 講習会 を催すなど，地域 の防 火・防 災の活 動について，日々 ，積極 的に取 り組んでいま す。
また ，陶化学 区自主 防災会では，近 年，京都 市においても甚大な被害 を及 ぼし ている水 災害に備え，避 難所 運営の 訓練を
実施 するなど，学 区全体 で郷土を 守り，災 害に打 ち勝 つた めの活 動を続けて いま す 。

陶化 消防分 団は，丸 山分 団 長以 下1 6名で陶 化学 区の「 安心・ 安全 」のた めに防火 ・ 防災 活動に取り組 んでいます。陶化 消
防分 団では ，普段は サラリーマンとし て企業 等に従事し ている団 員が多 いですが，いざというとき には地域 の 人々の 暮らし と
安全 を守るためにいち早 く災害 現場 に駆 け付 け，迅速で機敏 な活 動が 行えるように，日頃か ら小型動 力ポ ンプ操法 の習 熟に
積極 的に取り組 んでいます。丸山分 団長 を中心に，ベテラン団員と 若い団 員が連 携を強 化し，より一層 士気 旺盛で活 発な団
活動 を展開 しています。陶 化消防 分団の モットーである「 団員一 致団結」 を胸 に，「 安心 ・ 安全 な陶化 学区」 の実現 を目指 し
て，地域 の防 災リーダーと して地域 と共 に，日々 ，活動を 続けています。
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陶化 学区で は，平安 中期か ら続く稲荷祭 が あるなど，古くか らの街並 みを残 す歴 史と 伝統が ある地域 を守るため，自 主防
災会 ，消防団 ，そして学区 民 が一致 団結 し，安心 で安全な 陶化学 区の 実現を目指 し て日々積極的 な活動と 努力 を重ね てい
ます。ま た，区役 所や消 防署な どの 行政 機関も地 域との 協力関 係を今 後一 層強化 し，大規 模災 害に打 ち勝 つ「 災害に強いま
ちづくり」，「安 心 ・安 全の陶化 学 区」の 実現に向けて 尽力し ていきま す。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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消防 人生の 3分の 1が 経過し ，その間，諸先 輩方 か ら数々の 知識・ 技術 ・心構 え等を学 ばせ ていただき まし た。その中 で紹
介し たいこと は山ほどあるので すが ，今回は ，火災 現場での 出来事 から感 じたこ とを1 つだけ紹 介した いと思いま す 。
私が 初めて救 助隊員 にな った 頃の 出来事 で，共同 住宅の 1室が 燃焼 する中 層建物 火災の 現場でした 。「 逃げ遅 れあり」の
情報 を得て，ほ ぼ同時 に現 場到着 した 先着救助隊 の2名 と先 輩と私 で，火点建物 に進入 するこ とになりまし た。先に進む先
輩の 姿が見 えない程の 濃煙が 充満 する共 用廊下 をホース伝 いに進み ，火点 室の玄 関前で 筒先を構 える最先着 消防 隊を追
い越し ，先輩に続いて屋 内進入 しま した。室 内はほ ぼ全 面燃焼 で，あま りの火 炎と熱 気か ら，這 ってても肌に刺すような痛 み
を感じ ，面体が 焼けるような臭 いがして，現 場経験 豊富な 先輩も室 内の奥 には進めな い様 子でし た。すると，「逃げ 遅れ発
見」 の無 線が入 り，火炎の 中か ら先 着救 助隊の 2名が 要救 助者を 抱えて出 てきた のです。先着救助隊 の1人 は先 輩よりも更
に経験豊 富な方 で，内部か ら要救助 者の 呼吸音 が聞こえ ，経験 上，今ならま だ屋内 進入 できると判断 し，救 出に向かった と
のこ とでし た。
火災 現場の 室内 温度は ，通常，発 生から約 5～1 0分 で50 0℃程 度に達しま す。さらに，フラッ シュオーバーが起こると1 ，
00 0℃以上 にもなります。人 間の皮 膚の表面 温 度は約 32 ℃で，約4 4℃で 痛みを感 じ，約 56℃ で熱傷 Ⅱ度になるそうです。防
火衣 は短 時間の 火炎の ばく露 であれ ば退 避でき るように，燃えにくい耐火 性能 と裏地 の温度 が熱 傷Ⅱ度 に至 る24 ℃ 上昇す
るのに十数秒 掛か る耐 熱性能 を有し ているそ うです。人 命救助 活動時は，リスクを背 負って活 動しなけれ ばならない場 合が
ありますが，当 然，現場 に活 動限界 を示す数 値があるはずもなく，感 性に頼るしかありま せん。燃焼状 況，建 物状況 ，その 他
諸々 の情 報を直感 的に感じ取 り，活動 の可 否を判断 しなけれ ばなりま せん。その判 断の 時機を失 するこ とは，貴 重 な救 助チ
ャンスを逃し てしまうこと にな るの です。多 くの現 場を経 験した からといって感 性は磨 かれ るもの ではなく，そ の現場 活動を 検
証し て訓練 する等 ，日 々の準備 をし っかり行 い，次 に備 えておくこと が肝 要です。要救 助者を救出 し た先輩 は，数 々の現 場経
験で磨 かれ た感性 で，燃えている室内 への進入 の 可否を瞬時 に判断 できた からこそ ，救助チャンス を見事に手 中にできたと
実感 した現場 でし た。
そんな経 験から1 0年以 上が 経過し ，様々な災害現 場 に出動し てたく さんの経 験をさせ ていただ きまし た。私た ちが 活動する
災害 現場は 不安 全なもので，経 験則 が通じ ないこと も起 こりま す。私 は，数年前，京 町屋 が 倒壊し た火 災現場 に救 助隊とし
て出動 しま した。当 時，その 事故原 因が 究明さ れ，今で は京町 屋の特 性を踏 まえた 活動が 確立されていま すが，災害 現場に
は予 測不 可能な危 険が まだま だたく さん存在 します。そ のような中 で，微細な 違和感 を感じ 取り，少し でも予測 不可能 を予測
可能 とでき るように，諸先 輩方の 経験 により構 築され た今ある知識や 技術 をしっかり と受け継 ぐと ともに，こ れま での経験 や
これ からの経 験を一 つ一つ 大切にし て ，経験に裏付 けされた 感性を 磨き続 けていきた いと 思います。
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私は 昭和4 9年4 月に消防 学校に入 校し，4箇月間 の研修 を受け，消 防署勤 務になりまし た。
消防 局に入って驚いた ことが あり ます。それ は，私の誕生日 が京 都市消 防局の 出初 式の日 と同じ だった ことです。今は ，成
人の 日が振替休 日 になり，出初 式の日 が固 定され ていませんが，以前は 1月11 日 と決ま っていました 。これ も何 かの縁 という
ものでし ょうか ？
消防 局に入ってからこ れまで に一 度，出初 式がオ イルショックで中止 にな った こと があるんです。皆さ ん，御存知 でしょう
か？

私は ，消防局 に入 ってすぐ独 身寮（ 現在は 職員 待機宿 舎）の 元町 寮に住むこ とになり，最初に勤 務した 消防 署は北 消防署
でした 。
当時 ，望楼勤 務（火 の見やぐら勤務） というもの があったの ですが，京都 市内で望 楼が あるのは ，下京消 防署と 北消 防署の
2箇 所だ けで した。忘れもしま せん ！あの平 安神宮 が火 災に遭 ったと き，私は 望楼勤 務し ていたので す。大 きな炎が 赤々 と燃
え上って いた 光景が ，今でも目 に焼 き付いていま す。

私は ，これま で ，同一課 （署 ）の新 庁舎・ 旧庁 舎の両 方で勤 務した 経験 が2回 あり ます。
1回 目は消 防指 令センタ ーです。
以前 は，消防 指令センターは市役所 北 庁 舎の2 階にありま した 。（今の 寺町消 防出 張所の 東隣になりま す。）私が 勤務し 始
めた2 年後 に，新庁舎 （ 今の消防局 本部 庁 舎）が 竣工 ，コンピュ ータを使用 する消 防指令 センタ ーの運用 が決まっていまし
た。旧 庁舎で の仕事 は，通常 の指令 センタ ー業務と コンピュ ータ等を使用 し ，運用するための データ作成 でした 。
新庁 舎建設 後，コンピュータ運 用で指 令センター業務が 実施 されま した 。いろ いろな 機 器が配 置され ，今まで になか った業
務が 増えま した。

2回 目は伏 見消 防署です。
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以前 は，師団 街道墨 染上る東 側にありま した。新 庁舎運用前 の配 置替えで，私 は淀 消防出 張所勤 務か ら本署 の 庶務係 に
なりま した。備 品等の データ処理 を担当 しまし た。パソコ ン処 理が主 な仕事 でした 。まさか データ 等の作成 を，2 回も新旧 両庁
舎で実 施するとは，思 いもしませ んでした。
余談 ですが，この とき，私 は糖尿 病を発 病し てインス リンを打 つようになり，酒 の飲む量 を医師 から制限 され るようになりま
した 。つくづく，人には一 生に飲める量が決 まっているのだ と思いま した。

私が 消防局 に入 った頃，出 動指 令は音 声のみ で行わ れており，消 防署では 若手 職員が それを メモに取 り，出動 する先 輩に
渡し ていまし た。それ からコンピュータが導入 さ れ，指令 場所等 が印 字され るようになり，隊 員 にプリントアウトした ものを渡
すようになりまし た。さらにその 後，消防 車両のナビ画面 に指令場 所が写 し出 されるようになり，今に至って いま す 。懐 かし く
思いま す。
現在 は，災害 場所，発 生時間 ，出動 隊数等 の情報 を消防 車両内 で把握 でき，現 場に着 いたと きの判 断材料 等になり，現場
指揮 本部を 運用する面でと ても有効です。高 齢化 が進め ば，機械に頼ると いうこ とがもっと 多 くなってくると思 われま す。
しか し，コンピュータは データ で構成 ・稼動 しているもので，その 元と なるデータ を入力するのは ，結局の とこ ろ，私た ち人 間
です。その 入力方 法を誤 ったり，誤った データ を入力 していたら，コ ンピュータ はただ の箱で しかありま せん。
コンピュータは，事 務 処理能力 や情 報の交 換等において，私た ちが 考えていた以上 に進んでいま す。し かし，消 防 の現場
活動 という点から見 ると ，人が動 いて意思の 疎通 を図ること によって長年 の経験 等が生 かさ れることを 考えれ ば，コンピュ ー
タ化 によって，意思 の疎通 を図るということ が薄れ てきているのが現状で す。
また ，健康と いう面で ，自己管 理能 力が徐 々に失われ ていっているような気が します。日常 生活 を見渡せば ，至る所で 運動
を取り 除く環 境ばか りが整えられています 。そ れに適 応し ていく自分 に驚 異を感じる次第 です。こ れで本当 にいいの でしょう
か？ 社会は どんどんコ ンピュータ化 され ますが，私 たち消防職 員は しっかりと した体力等 がいまだ 現場では 必要 とさ れてい
ます。コ ンピュータ化 による現代文 明の 有様を見 るにつ け，「 健康を 自己管 理する」必要 性を感 じること が，私に今も走ること
を継続 させ ていると 思います。今後 もそうした いと 思っています。
コンピュータ化によって 現場 活動が 楽になった反 面，私た ちも歳を 取っていくので す。あと残 り少ない日 々ですが，現 場活
動をより効 率的に実施 するた めに，私 はコ ンピュータの勉強にも 励みたいと 思 います。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
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近況報告
退職 後，ホテル の防 災調査 役を5 年勤め，現 在 は歴 史街 道歩きや 大 阪のソリッ ドモデル クラブに入会 してヘリコ プターを主
に製作し ています。また ，初代の 神武天 皇か ら124 代の昭 和天 皇まで の御陵 訪ねもし ています。

今，振り返ってみて，あなたにとって「消防」という仕事とは？
素晴 らしい，自分に合った 職場でした 。新 人のと きは訓練 で辛 いこと もありま したが，周囲の 方々に恵まれた ことも 幸 いし，
退職 まで楽 しく勤 務でき，ま た，遠方 まで災 害や訓 練で行 くこと が消防 の仕事 でできて良 かった と思いま す。

現役職員に一言！
機関 誌「京 都消 防」の 中に，107 歳で亡 くなられた 清水寺 大西良 慶 貫主の「 ノミと 言えば 槌」の 記事を 今でも覚え ていま
す。常に上司の 指示 や同僚 の言 葉の後 ろの意味 を読 み取り ，必要事 項の配 慮や 気配り を忘れず仕事 をし てくださ い。

このページに対してご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか？
役に立った

どちらと もいえない

役 に立 た なかった

このページは見つけやすかったですか？
見つ けやすかった

どちらと もいえない

見つ けにくか った

お寄せ いただいた ご意 見は，今 後のホ ームページ運 営の参 考と します。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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京都消防にはスケールメリットがあるんです
2 0 1 5 年 8 月3 日

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ページ番号18 61 8 3

近況報告
縁が あって神 道派系 宗教法人の 代表 役員をや っています。お寺でいえば 「住職 」の ようなものです。墓地 の管 理もしてお
り，雑務 に追 われ る日々 を過ごして います。

今，振り返ってみて，あなたにとって「消防」という仕事とは？
私は 消防と いう仕 事を強く 求めて入 ったわけでは あり ませんでし たが，入 ってみると，思いの ほか仕事 の 種類が 多く，あれ
もこれ もやってみた いという気 持ちを持て たのが よか ったと思 っています。

現役職員に一言！
京都 消防は 組織が 大き いがゆえに多岐 に渡 る仕 事がありま す。こ れは，自 分にとって「 選択肢 」と「 チャンス」がたくさ んあっ
て，恵ま れていると思って 頑張 ってくだ さい。スケートメリッ トがあるんです！

このページに対してご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか？
役に立った

どちらと もいえない

役 に立 た なかった

このページは見つけやすかったですか？
見つ けやすかった

どちらと もいえない

見つ けにくか った

お寄せ いただいた ご意 見は，今 後のホ ームページ運 営の参 考と します。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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近況報告
平成 26年 4月から 京都 消防設 備協会でお世話 になっており ます。適正な点 検を通 じて，消 防用設 備等の 維持 管理の 徹底を
目的 とする「消防 用設 備等点 検済表 示制 度」の 推進に，全力 で取り組 んでおります。山歩 きも再開 しま した。

今，振り返ってみて，あなたにとって「消防」という仕事とは？
すべての ことに自信 を失っていた10 代 の終わりに ，シンプルな 目的（ 市民 の 生命 ，身 体，財産 を火災 等災 害から守る） の消
防職 に就 けたこと で，「素 直な努力 」が できること を学びまし た。私にとって消 防は「救 いの神」 です。

現役職員に一言！
直観 的判断 が大きなウエイトを 占 める災害現 場活 動には，10 0点満 点は ありま せん。いかに合格点 に収 めるかがポ イント
だと 思います。そ のために，大小 係わ りなく災害 現場活 動検 討を行い，次 の備え，糧 とし てくださ い。

このページに対してご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか？
役に立った

どちらと もいえない

役 に立 た なかった

このページは見つけやすかったですか？
見つ けやすかった

どちらと もいえない

見つ けにくか った

お寄せ いただいた ご意 見は，今 後のホ ームページ運 営の参 考と します。

お問い合わせ先
京都 市 消 防局消 防学校 教養 課
電話 ：0 75- 68 2- 01 19
ファックス： 07 5-671 -1 19 5
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