
が、日頃疑問に感じている点や予防規

制の背景、何故このような規制になっ

ているのか、防火対象物の関係者との

コミュニケーションの取り方・接し方

などについて、この「予防よもや話」

コーナーで、「解り易く、読み易く、

ためになる。」ように取り上げていき

たいと考えていたようです。

　このことは、現在の消防予防行政の

課題の一つを反映しているのではない

でしょうか。すなわち、ここ数年前か

ら、予防知識や予防経験が豊富な大勢

の先輩の方々が退職され、技術・知識

の伝承が上手く継承されていないた

め、予防技術者の人材育成が今急務と

されているからです。

　私は長年、消防本部や消防署で予防

業務に従事してきました。予防、危険

物、査察、防火管理などの業務を一通

り担当しました。その間、自治省消防

庁予防救急課（現：総務省消防庁予防

課）や消防大学校にも出向させて頂き

ました。時には裁判の証人に呼ばれた

こともあります。しかし、中には私

の指導力不足や打ち合わせ不足で失敗

した時もありまし

た。このような予

防業務の経験を活

かして、何か読書

の皆様に少しでも

役に立てる事や参

考となる事を伝え

ることが出来れば

と思い、微力です

が、このコーナー

を引き受けること

　近代消防読者の皆様、はじめまして。

今月号から「予防よもや話」を担当す

ることになりました纏消之助です。ど

うぞ宜しくお願いします。

　今回、近代消防社さんから、このコー

ナーを担当してもらえませんかと依頼

された時は、正直なところ私で良いの

か迷い、お断りしようかなと考えてい

ました。

　しかし、近代消防社の担当者の方か

ら、全国の読者の中で、予防業務に従

事されている、比較的経験の浅い読者

さんから様々な意見や問い合わせが近

代消防社に寄せられて来るそうです。

その内容は、予防業務を進める中で、

何故こういう規制になっているのか？ 

法令集や行政実例集には掲載されてい

ない内容、消防用設備の設置基準の根

拠や関係者とのコミュニケーションの

取り方などについてだそうです。

　確かにこういった内容については、

なかなか上司や先輩、上席行政機関等

には聞きづらい点だと思います。

　そこで、担当者の方は、このような

経験の浅い予防業務の担当者の方々

にしました。

　そこで、私から読者の皆様にお願い

があります。このコーナーを読んでの

ご意見、ご批判、また、何か聞きたい

ことや取り上げてもらいたい事案な

ど、何でも構いませんので、　ご連絡

頂ければ幸いです。どうぞ宜しくお願

いします。

予防業務の重要性について

　第１回目のテーマは「予防業務の重

要性について」です。

　予防業務に従事されている読者の皆

さんは何故予防業務に従事されている

のでしょうか？

　私の場合は、大学の専攻が建築で、

卒論で家具類の燃焼実験的検証を取り

上げたので、この知識や経験を活かす

ために予防の道を選びました。

　消防の現場を約４年間経験した後

に、消防署の予防係の業務に初めて就

きました。最初は消防用設備担当から

スタートしました。

○警防活動業務と予防業務の違いにつ

いて

　この時、私は警防活動業務と予防業

務の大きな違いに気が付きました。

　それは、消火活動や救急活動の現場

活動は同じ現場が無い１回、１回違う

現場活動の場であるのに対して、予防

業務は「１つの現場が常に継続してい

く」ということです。

　つまり、予防業務は、防火対象物や

危険物施設等を計画段階から指導し、
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第67回　　えふえむ花巻㈱

開局半年後に東日本大震災発生。えふえむ花巻

の使命は安心・安全を支える生活情報の発信！

立命館大学卒業、元尼

崎市消防局長、㈱ＦＭ

あまがさき顧問、兵庫

建物管理企業組合顧問

プロフィール

写真左は震災当日深夜、災害対策本部

から電話回線により災害放送を行う。

上はサテライトスタジオ外観。

 第67回　えふえむ花巻株式会社　

♪宵の灯 点すころ 心ほのかな初恋を

　　…北上河原の　せせらぎよ♪

　和田弘とマヒナスターズで大ヒット

した“北上夜曲”がつい口を突いて出

る。ここ北上川は岩手県の北部に源を

発し、北上山地と奥羽山脈を流れ宮城

県のあの石巻湾にそそぐ243キロの東

北一の大河である。ここ花巻市は岩手

県の中央部で北上川流域の北上盆地を

占める田園、観光都市だ。いわて花巻

空港へは札幌、名古屋、大阪、福岡か

らは多くの観光客を定期便が運ぶ。あ

の“雨ニモマケズ、風ニモマケズ”で

有名な詩人宮沢賢治が活躍した地元で

あり、また、市内には東北を代表す

る“花巻温泉郷”がある。宮沢賢治

が、高村光太郎が心を癒したことだろ

う。ここに平成22年９月１日開局した

“えふえむ花巻”愛称ＦＭ Oneが活躍

する。周波数78.7メガヘルツ、出力20

ワットで受信エリアは花巻市及び紫波

町、北上市等の一部をカバーする。朝

４時、“演歌一本道”で24時間放送が

スタートだ。英語、中国語、韓国語に

よる市民生活の外国語インフォメーシ

ョン。そして花巻市倫理法人会による

“おはよう倫理！〜職場の教養〜”と

続く。７時からは“まんず78.7”、交

通情報、お天気、岩手日日新聞ニュー

ス、ＪＡからの新鮮な話題が、そして

花巻市からの今日の予定など聞き逃せ

ない生活情報があり、まんず聞いてけ

でぇ！だ。お昼前には“フラワーガー

デン”が開園。花巻ナビでは市の各種

イベント、図書館への誘いなどランチ

タイムに聞いて得する花巻情報てんこ

もりで輝きを増す。午後からは“Ｐチ

ャンネル”だ、新パーソナリティの“ゆ

うき”ちゃんがベテランの落合昭彦放

送局長とともに、時には熱く、時には

深く番組を楽しませてくれる。また、

“花巻玉手箱”では市民グループ大迫

たんぽぽの会が地元に古くから伝わる

歴史や物語などを伝えてくれるのもホ

ットするひと時だ。東北の魅力再発見

は、東北コミュニティ 24局のＦＭ局

が楽しいネットで各地の話題のリレー

をしてくれる。みんな“3.11災害”で

は大きな存在感を示した局だ。そして、

ママさん向けの子育て応援番組や、大

学生の防災ラジオ、シニア向けの落語

など幅広く放送される。夕方の“イブ

ニングＯne”はリスナーとともに作る

コーナー、くらしのＱ＆Ａでは市職員

自らがスタジオ入りして賑やかにその

時の話題を知らせてくれる。さらに小

学生による家族への感動のことば、幼

稚園、保育所を訪ね元気な子どもたち

のにぎわいを、また、花巻北高校生に

よるイベント放送などリスナーととも

に活動する地域密着の放送局だねー。

大震災からもう２年半。ここ花巻市へ

も被災地から避難して来た市民がい

る。もちろん３月11日から18日まで「災

害ＦＭ局」として花巻市災害対策本部

から生放送を続け、その後はスタジオ

から緊急放送を続けた。４月７日震度

６強の余震に見舞われ停電、特別編成

で放送続行、その後もライフラインや

生活情報、公共施設の状況、また、沿

岸自治体情報なども放送しその実力を

発揮した。花巻市消防本部の石崎信彦

総務課長、花巻市危機管理課の伊藤敏

彦副主任も「災害発生時の緊急放送や

消防広報等きめ細かく放送してくれる

当市にとっては大切なＦＭ  Ｏneです」

と話す。実績豊富な落合放送局長は「 開

局半年で迎えた東日本大震災、市との

連携の強さ、安心安全、生活情報の発

信、さらには協定に基づいた放送を、

取材、情報収集と当市に係わるものを

流し他の放送メディアと異なるＦＭ局

の役割があります」と語る。賢治祭り

や花巻まつりで賑わう花巻。北上川に

今日も飛ぶ78.7。頑張るＦＭ Ｏneだ。
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さになります。平

面的な移動ならば

良いのですが、高

層建築物が増加し

ている昨今の中で、

立体的な移動が多

くなってきている

のが現状です。

　こうした環境の

中で、いかに早く、

楽して消防隊員が

現場に着けるよし

てあげるにはどうしたら良いでしょう

か？  早く関係者と接触でき、災害現

場を早期に特定することが出来て、移

動動線が短く、設備等を活用して楽に、

そして防火区画等により安全に災害現

場に着けることが出来たら、消防隊員

は楽ではないでしょうか？

　つまり、全国の予防業務従事者の皆

さんにとりましては、防火対象物の防

火安全性を確保し、維持管理させてい

くことが重要な責務でありますが、そ

れと併せて、警防活動をいかに楽に出

来るようにしてあげられるかについて

も大きく関わっているという点につい

て忘れないで欲しいのです。

　予防担当だから警防活動は関係ない

のではなく、警防隊員が苦労した火災

事例にも目を向け、いかに警防隊員が

楽して警防活動が出来るかという視点

にも立って頂き、事前相談時や消防同

意の審査時に、関係者や工事代理人等

に適切に指導して頂きたいのです。特

に、防火対象物が大規模な建築物にな

ればなるほど、必ずと言って事前相談

があるはずです。早い段階から十分に

打ち合わせを行っていれば、消防の要

求をほとんど聞いてくれるはずです。

　消防関係法令や火災予防条例等の基

準を順守させていくことに併せて是非

とも消防職員でもあるという点をも自

覚して予防業務の推進を図って頂きた

防火対象物や危険物施設等の使用届出

書や各種の着工・設置届出書等を審査

し、それらの書類に基づき検査し、そ

の後も、査察等の立ち入り検査により

維持管理させていかなければなりませ

ん。１つの現場がずーっと継続してい

くことになるのです。従って、最初に

つまづくと後々尾を引くことがあるの

で注意する必要があります。この点が

大きな違いです。

○警防活動の視点に立った予防業務の

推進について

　しかし、この違いと同時に私は、予

防業務の良し悪しが、警防活動に大き

な影響を与えることも学びました。も

し、全国の予防業務従者の読者の方で、

予防業務は警防活動には関係ないとお

考えの方がいらしたら大きな勘違いを

されていますので、その考え方は捨て

去ってください。

　例えば、消防車両の寄り付きの問題

や窓先空地の確保、連結送水管やスプ

リンクラーの送水口の位置、連結送水

管の放水口の設置場所、防火区画の中

間検査、防災センターや非常用エレ

ベーターの設置、階表示や防火戸の設

置位置や開閉方向等は警防活動に大き

な影響を与えます。

　具体的にお話ししましょう！  警防

活動には速さを、迅速さを特に求めら

れます。通常、１台の消防車両には４、

５名の消防隊員が、救急車の場合なら

２、３名が同乗し、災害現場に向かい

ます。ポンプ車や救急車の機関員を除

き、現場に駆けつけることが出来る隊

員は３名、４名、救急車の場合なら１、

２名です。限られた人員の中で、個人

装備は当然として、消火活動や救急活

動に必要な装備を搬送しなければなり

ません。消火活動ならば、消火ホース、

三連梯子、夜間ならば灯光器や発電機

など、１名で20キロから30キロの重

いと思います。

○予防業務の魅力について

　全国の予防業務に従事されている皆

さんはそれぞれ理由や動機があって予

防業務に就かれているのでしょうが、

何が一番予防業務の魅力でしょうか？

　その魅力は人それぞれ異なると思い

ますが、私は建物を見るのが好きなの

で、完成前の建築物を見ることが出来

ることに魅力を感じていましたし、査

察等により日頃立ち入ることが出来な

い場所を見ることができ、大変勉強に

なりました。また、火災予防の原点は、

火災原因調査であることを学びまし

た。さらに防火対象物の防火性能の向

上を図り、防火管理面も含め、ハード・

ソフト両面から防火対象物の防火・防

災体制の確立に寄与しているとのやり

がいを感じました。皆さんは予防業務

にどんな魅力を感じられていますか？

　第１回目のよもや話はどうでした

か？  少しは参考になったでしょう

か？  ご意見、ご指摘等を頂ければ幸

いです。ご連絡をお待ちしております。

〈問い合わせ先〉

　E-mail：kinshou@ff-inc.co.jp

（続く）
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学生による家族への感動のことば、幼

稚園、保育所を訪ね元気な子どもたち

のにぎわいを、また、花巻北高校生に

よるイベント放送などリスナーととも

に活動する地域密着の放送局だねー。

大震災からもう２年半。ここ花巻市へ

も被災地から避難して来た市民がい

る。もちろん３月11日から18日まで「災

害ＦＭ局」として花巻市災害対策本部

から生放送を続け、その後はスタジオ

から緊急放送を続けた。４月７日震度

６強の余震に見舞われ停電、特別編成

で放送続行、その後もライフラインや

生活情報、公共施設の状況、また、沿

岸自治体情報なども放送しその実力を

発揮した。花巻市消防本部の石崎信彦

総務課長、花巻市危機管理課の伊藤敏

彦副主任も「災害発生時の緊急放送や

消防広報等きめ細かく放送してくれる

当市にとっては大切なＦＭ  Ｏneです」

と話す。実績豊富な落合放送局長は「 開

局半年で迎えた東日本大震災、市との

連携の強さ、安心安全、生活情報の発

信、さらには協定に基づいた放送を、

取材、情報収集と当市に係わるものを

流し他の放送メディアと異なるＦＭ局

の役割があります」と語る。賢治祭り

や花巻まつりで賑わう花巻。北上川に

今日も飛ぶ78.7。頑張るＦＭ Ｏneだ。
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