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第67回　えふえむ花巻株式会社 愛称：FM One（エフエム ワン）
〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目２番地21（なはんプラザ３階）
電話0198-21-1777　ＦＡＸ0198-23-3666
http://fm-one.net/　開局日 平成22年９月１日　周波数78.7MHz

防災キャスター堂本嘉巳の

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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て除去命令の措置がとられたとしても、それは両規定に基

づくそれぞれの措置が重複したというだけのことであっ

て、消防署長等や市町村長の各々の措置権限の行使が誤り

だなどとは到底言えないということになります。

　なお、因みに、空き地に指定数量以上の危険物が投棄さ

れ、当該危険物が地中に浸み込んでしまったような状態の

場合には当然、消防法第３条第１項では措置できませんの

で、こうしたケースではそもそも投棄行為自体が指定数量

以上の危険物の取扱いに該当しますから当該投棄行為自体

を消防法第10条第１項違反として措置することが適切では

ないかと考えます。

防火管理者の選任は、管理権原者が
資格を有する防火管理者に対して選
任する旨を申し込むことと、選任さ
れる者の承諾がなければ成立しな

い。したがって、消防機関としてはこうした点をしっ
かり認識した上で、管理権原者にも選任行為の意義を
納得させ、選任までに相当な期限を明示した内容の命
令書を発する必要があることに注意する。
【ヒント】防火管理者が適正に選任されたというためには、

基本的に管理権原者が一方的に防火管理者を選任したとい

うのでは不十分で、選任行為が有効に成立するのは、管理

権原者が防火管理者の資格を有する者に対して防火管理者

として選任する旨の申込みを行い、これに対して選任され

る者が選任されることを承諾する必要があります。した

がって、消防機関としてはこうした点をしっかり認識した

上で、相手方の管理権原者にも防火管理者の選任の意義を

消防法第３条と第16条の６のいず
れの規定でも措置することができ
る。

【ヒント】従来から消防実務においては、廃棄されている

指定数量以上の状態が貯蔵の形態を有していればそれに対

して消防法第16条の６の規定に基づく措置が優先的に適用

され、この規定の適用が及ばない場合には消防法第３条第

１項に基づく措置が可能だとされていたのではないかと思

います。つまり、消防法第３条第１項の規定に対して同法

第16条の６の規定が特別法として機能するという考え方に

基づいていたのです。

　しかし、屋外に投棄されている指定数量以上の危険物に

対しては、火災予防上の危険性を解消させたり、又は消防

活動の支障等を排除できるようにといった観点から、消防

長、消防署長又は消防吏員に現場での措置権限を与えたと

いうのが消防法第３条第１項の規定の趣旨であることを考

えますと、消防法第10条第１項以下の規定のように基本的

に指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いに係る安全規制

を図る市町村長等による危険物規制の趣旨とは本来的にそ

の規制目的が異なるもので、そもそも相互の規定間に矛盾

抵触の関係が生じているとは言えません。したがって、両

規定の適用に関してこれらを一般法と特別法の関係で理解

するのは、基本的に適切ではないように考えられます。

　つまり、極端な例でいうと、消防署長等が消防法第３条

第１項の規定によって危険物の除去を命じているものに、

併せて市町村長等により消防法第16条の６の規定に基づい

《問198》屋外の空き地に投棄されている指定数
量以上の危険物については、消防法第３条第１項に
基づく措置と同法第16条の６の規定に基づく措置
のいずれの規定に基づいて規制するのが良いでしょ
うか。
《千葉県Ｋ市消防本部　Ｔ消防署　Ｓ・Ｍさん》

《問199》防火管理者の選任を要する防火対象物
に対して防火管理者の選任命令を出す場合に注意し
なければならない点は、通常、どの様なことでしょ
うか。

《静岡県Ｆ市消防本部　予防課　Ｔ・Ｙさん》

近代消防のホームページへ

http://www.ff-inc.co.jp/sub1.htm
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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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第67回　えふえむ花巻株式会社　愛称：FM One（エフエム ワン）
〒025-0092 岩手県花巻市大通り1丁目２番地21（なはんプラザ３階）
電話0198-21-1777　ＦＡＸ0198-23-3666
http://fm-one.net/　開局日 平成22年９月１日　周波数78.7MHz

防災キャスター堂本嘉巳の

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。
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る“花巻温泉郷”がある。宮沢賢治
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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
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十分理解させたところで命令を発出することが求められま

す。

　現に、管理権原者が勝手に選任し、防火管理者に選任さ

れていることを知らなかったという場合も見受けられます

ので注意が必要です。

　また、選任命令には当然、相当な期間を示して命令の履

行を求めることが大切ですから、当然、履行期限というも

のを命令書の中で明確にしておかなければなりません。た

だし、仮に選任命令に履行期限が明示されていなかったり

したような場合には、相当な期間の経過後に当該命令違反

があったものと解されますが、履行期限の不明確な命令は

とかく後々トラブルの種になりますから、できるだけ選任

するまでの期限を明示することを失念しないようにしなけ

ればなりません。

消防機関でとれる措置を市の建築担当

部局に説明し、単独か又は双方の機関

が同時に違反処理を行うかどうか等に

ついて協議し、連携して対応するのが

良い。

【ヒント】現実に「脱法ハウス」での火災も発生している

ようですし、この施設における避難に関しては相当危険性

があることが指摘されているのですから、建築担当部局と

消防機関で相互に協議して早期に火災危険の除去を図るこ

とが必要だと思います。

　具体的なケースでは、建築担当部局と消防機関の双方で

長い間改善指導を行ってきているにも関わらず、なかなか

指導に従ってもらえないという状況もあるようですが、こ

うした防火対象物にこそ使用停止命令等の処分を速やかに

発して火災による人命危険の除去に努めるべきだと考えら

れます。

　ただし、その際には建築担当部局も改善指導に関わって

いることから、こことの調整を行うことが大切になります。

つまり、消防機関としては、建築基準法違反の有無に関係

なく火災時の安全避難をおびやかす危険性を解消させるた

めに、消防法第５条の措置や同第５条の２の使用停止等の

措置がとれることなどを説明し、建築基準法でとれる措置

を含めて建築担当部局と消防機関のどちらが是正を求める

か、又は双方で同時に是正を求めるかなどについて違反処

理の検討を行うことが良いのではないでしょうか。

　基本的に、建築担当部局は具体的な建築基準法違反に対

しては法上の措置をとれますが、建築基準法令の具体的な

規制基準が見つからず単に火災危険が現存するだけという

場合には、消防法でしか対応できませんのでこのあたりの

ことを考慮に入れて建築担当部局と消防機関の協議を進

め、互いが連携して火災危険の解消を図っていくべきだと

思います。

措置命令の履行を求める者を「名宛人」

と言い、当該措置命令書を送付する相

手先を「送達名宛人」と呼ぶことがあ

る。

【ヒント】消防法等の法令に違反していて、その改善の義

務を負って措置命令を履行しなければならない者のことを

「名宛人」と言います。つまり命令書に記載されている相

手先が名宛人ということになります。一方、名宛人が記載

されている命令書は相手に送達されなければ効力を発揮し

ませんが、名宛人を記載してある命令書を送付（送達）す

る相手先のことを通常「送達名宛人」と呼ばれているので

す。したがって、名宛人と送達名宛人とでは行政上の命令

に対して直接履行する義務を負っているかどうかの違いが

ありますので、混同しないように注意する必要があります。

　送達名宛人とは、民事訴訟法で送達を受けるべき者のこ

とを指しますが、通常、訴訟の当事者に対する送達は、次

の様な者（送達名宛人）にすることができるとされていま

す。 

　先ず、訴訟の当事者本人又は法定代理人に送達できます。

ただし、当事者本人が訴訟無能力者であれば、法定代理人

に送達しなければなりません（民事訴訟法第102条第１項）。

《問200》現在、都市部においては「脱法ハウス」
の火災事例が出ています。建物内部を３畳程度に仕
切っているため、火災時には避難の遅れ等が懸念さ
れますが、ケースによっては、市や消防機関から何
度改善を指導されても改修が進まないという状況も
あるようです。この様な消防対象物には消防機関に
よる違反処理で火災危険を解消させることができる
と思いますが、市との関係で違反処理のやり方に何
か注意しなければいけない点はあるのでしょうか。

《埼玉県Ｋ市消防本部　予防課　Ｉ・Ｗさん》

《問201》措置命令等を受ける者すなわち消防法上
の義務者を通常「名宛人」と言っていますが、民事
訴訟法関係では「送達名宛人」といった言葉が使わ
れています。行政法上「名宛人」と「送達名宛人」
の使い分けはどの様に考えておくのが良いのでしょ
うか。

《北海道Ｏ市消防本部　予防課　Ｔ・Ｙさん》


