
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１９番消防です。火事です

か？救急ですか？ 

（例）火事です。 １１９番消防です。火事です

か？救急ですか？ 

（例）救急です。 

消防車が向かう住所とあなた

の名前を教えてください。 

（例）吉川市〇〇〇〇番地〇

号 名前は〇〇です。 

消防車が向かう住所とあなた

の名前を教えてください。 

（例）松伏町〇〇番地〇号 

名前は○○です。 

あなたは安全な場所から通報

していますか？ 

（例）はい、安全な場所にいま

す。 

どうしましたか？ （例）胸が苦しいです。 

何が燃えていますか？ （例）寝室のカーテンが燃え

ています。 

年齢、性別を教えてください （例）〇〇歳、男性です。 

寝室は何階ですか？ （例）２階です。 現在、持病はありますか？ （例）心臓の持病があります。 

逃げ遅れた人や怪我人はいま

すか？ 

（例）逃げ遅れた人はいませ

ん。怪我人は１人います。 

かかりつけの病院はあります

か？ 

（例）〇〇病院です。 

怪我した人の年齢、性別を教

えてください。 

（例）〇〇歳、男性です。 電話番号を教えて下さい。 （例）電話番号 

〇〇〇－〇〇〇〇です。

電話番号を教えて下さい。 （例）電話番号 

〇〇〇－〇〇〇〇です。 

電話を切ってお待ちくださ

い。 

（例）分かりました。

電話を切って安全な場所
で待機してください。 

（例）分かりました。   

※携帯電話からの１１９番通報で吉川松伏消防組合以外につながる場合もありますが、その際は署員の指示にしたがって下さい。 
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№１ 

吉川松伏消防組合の紹介 

119番通報のしかた 
 

皆さんに消防署をもっと身近に感じていただけるよう 

消防署ってどこ？火事のない時は何をしているの？など、 

皆さんが知っているようで知らないことを紹介していきま

す。今回は吉川市の会野谷にある【吉川消防署】です。 

ここでは、消防本部職員と吉川消防署職員全員合わせて 

97 人が仕事をしています。 

3 階建ての建物ですが、 

3 階は 119 番通報を受ける 

高機能指令センターがあり 

24 時間体制で対応しています。 

車庫には消防ポンプ車や 

はしご車など災害に対応する 

車両 10 台があります。 

吉川消防署車庫前の写真 

消防救助技術指導会結果 

吉川松伏消防組合では、毎年行われる全国消防救助技術大会

への出場に向けて隊員一同訓練を重ね、取り組んでいます。 

今年は東部地区大会を突破した３チーム、個人種目で１名が 

埼玉県予選へ進みました。 

実力を出し切ったもの、結果はさまざまでしたが、その中で

ロープブリッジ救出１チームが関東大会へ進みました。 

全国大会への出場は叶いませんでしたが 

気持ちは来年の大会に向かい前向きに前進あるのみです！！ 

 

 

 

                      訓練の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東大会出場チーム 

STORY 

吉川松伏消防組合 

落ち着いて！ゆっくり！はっきりと！ 

 
火災の場合 救急の場合 

３階 指令センター 
ここでは２４時間体制で通報 
を受け付けていて、様々な 
システムがあります。       １階 ロッカー室の写真 

http://www.yoshimatsu-119.jp/


 新採用職員紹介～頑張っています～ 
 平成３１年４月採用職員５名 

 
４月、新たなスタートの月 
吉川松伏消防組合においても、新しい仲間
が増えました。 
職員研修を経て、各所属へ配置され半年が
経ち、不規則な勤務体制の中、日々の厳し
い訓練に耐え様々な現場を経験してきまし
た。もうすぐ後輩もできます。今後もそれ
ぞれの目標に向かって個々のスキルアップ
を目指し地域住民の生命・身体・財産を守
れるよう、立派な消防士へと成長していっ
てもらいたいです！ 
頑張れ！！新米消防士★ 

竹内 太寿（写真左） 
出身地 吉川市 
ひとこと 
まだまだ半人前ですが
多くの事を学び消防士
として成長していきた
いです。 
 
 

藤原 空河 （写真右） 
出身地 越谷市 
ひとこと 
訓練や様々な現場を経
験して、自分にできる
ことを増やしていきた
いです。 

 

星 颯人（写真上） 
出身地 吉川市 
ひとこと 
10 月から消防学校へ出
向し、消防の基本を学ん
でいます。 
早く一人前の消防士にな
れるよう頑張ります。 
 

三秋 尉（写真右） 
出身地 川口市 
ひとこと 
災害現場などで自分に任
された任務をしっかりこ
なせるよう日々訓練して
います。頑張ります！ 
 
 

酒井 照章 （写真右） 
出身地 越谷市 
ひとこと 
日頃の訓練や事務作業
などで新しい知識が得
られ毎日充実していま
す。 
 
 

 

春の火災予防運動 2020 期間：令和 2年 3月 1日～3月 7日 

3月は建物火災が最も多く発生しています。 春は空気が乾燥し風の強い日も多くなります。住宅防火対策とし

て７つのポイントをお知らせします。 

３つの習慣、４つの対策を心掛けて火災予防の意識を高めましょう。 

 

【住宅防火 いのちを守る ７つのポイント】 
★３つの習慣 

〇 寝たばこは、絶対やめる。 

〇 ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 

〇 ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

★４つの対策 

〇 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 

〇 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。 

〇 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 

〇 お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。 

取り付けましたか？住宅用火災警報器 

住宅用火災警報器とは？ 
 

火災の発生を早期に感知し、警報音や音声などで知らせ、避難をうながす機器です。 
 

なぜ必要なの？ 
 

住宅火災による死者の発生状況をみると、逃げ遅れが最も多く特に就寝時間帯に多く発生しています。設置
することにより火災の発生を早く知り、逃げ遅れによる死者をなくすことができます。 

 
お手入れは必要なの？ 

 
必要です。定期的に（月に 1回程度）ボタンを押したり、引きひもを引いて電池切れや故障の確認をし

ましょう 
 

住宅用火災警報器に関しまして、ご不明な点がございましたら、 
予防課までお問い合わせ下さい。 
 
吉川松伏消防組合消防本部予防課 予防係０４８－９８２－３９１９（直通） 
平日午前８時３０分～午後５時まで 
 



 

 

  

火災の状況（H31.1.1～R01.12.31） 救急の状況（H31.1.1～R01.12.31） 

吉川市と松伏町の火災の件数は、29件でした。 
最も多かった出火原因は「放火（放火の疑いを含
む）」でした。放火をされないためにも以下の点に
注意しましょう。 
 
★放火をされないための対策 
〇家の周辺にダンボールや雑誌束など燃えやすい
ものを置かない。 
〇自動車やバイクなどに被せるカバーは防炎製品
を使用する。 
〇夜間は門灯や玄関灯をできるだけつけるように
する。 
〇物置や車庫は必ず施錠する。 
 
 
 
 
 

       
 

吉川市と松伏町の救急件数は、4,203件でした。 
 
最も多い種別は急病の2,857件で、次いで一般負傷
の584件となります。 
 
一般負傷とは？？ 
 
転倒、転落、誤飲、やけど、溺水などがあります
が、家庭内での発生や乳幼児及び高齢者に多く発生
している状況です。 
 
気をつけるポイント✜【高齢者用】 
 
転倒･･段差につまづかないように注意！ 
   整理整頓で思わぬ転倒に気をつけましょう 
転落･･階段には手すりを配置！ 
   脚立などの作業時は補助者に支えてもらい 

ましょう。 
窒息･･食事はお茶などの水分と一緒に！！  
 

ぼくたち・わたししたちの  まちの消防団！  Fire Volunteer 

●管内の消防団 
吉川松伏消防組合には、吉川市消防団と松伏町消防団という非常備の組織があ
ります。 
●消防団とは 
常勤の消防職員が勤務する消防署とは異なり、火災や大規模災害発生時に自宅
や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活動・救助活動
を行う、非常勤特別職の地方公務員です。 

消防団員募集中！ 
吉川市・松伏町在住・在
勤･通学で１８歳以上の
男女 
【連絡先】警防課 
☎048-982-3916 

ぼくたち・わたししたちが主役！ 少年消防クラブ  Boys＆Girls Fire Club 

Volunteer 
●吉川松伏少年消防クラブ 
吉川市と松伏町の小学５年生から高校生までのクラ
ブ員、準指導者５３名が所属しています。 
●活動 
月に約１回活動しており、救助訓練や消火訓練、火災
予防や防災に関する普及啓発などさまざまなことに
チャレンジしています。 
 
 
 
 
 
 
 

吉川市・松伏町在
住で、令和２年度
に小学５年、６年
生になる児童が対
象です。 
 
【連絡先】 
総務課 
☎048-982-3918 

少年消防クラブ員 
募集中！ 

消防団はどんなことをするの？ 
災害発生時の活動や防災などに関する普
及啓発活動・災害に備えるため各種訓練を
行っています。 
 
 
 
 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570586621/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGx1c3Q4LmNvbS9jb250ZW50cy8xNjgz/RS=%5EADB8W1gHZEojfJpFNb24.oz4.HnCZA-;_ylt=A2RCL5p97ptdRjwAPgeU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
この度吉川松伏消防組合では、市町民の皆様
に、消防を身近に感じていただくため広報誌
を発行しました。 
 
多くの皆様が目を通して 
くださると嬉しいです。 
 

高規格救急自動車 新車両運用開始 

運用開始日 
令和元年１０月 
 
配備場所 
吉川消防署 
 
主な資機材 
防振ベッド 
ストレッチャー 
高度救命処置用資機材 
 
吉川消防署にて運用を
開始しています 

～事業報告～ 
こんなことが 
ありました！ 

 

よしかわ市民まつり 

令和２年 吉川市消防出初式 ～防火の願い高く届け～ 

まつぶし町民まつり、よしかわ市民まつり
に参加しました。 
職員一同、楽しい時間を過ごさせていただ
きました！ 
来場ありがとうございました(^^♪ 

今まで使用していた救急自動車や消防ポ
ンプ自動車などは、日本外交協会や松伏
町ロータリークラブなど外部団体を通じ
て様々な国へ寄贈されます。 

古い車両
はどうす
るのか
な？ 

令和初となる吉川市消防出初式が吉川市
役所駐車場にて開催されました。 
 
車両行進や消防団、消防職員、少年消防ク
ラブ員による消防演技を披露し、最後は消
防団員による一斉放水！！ 
  
～安全安心な１年になりますように～ 

 
 まつぶし町民まつり 

この写真は消防車をパラオ共和国に寄贈したと
きのものです。（パラオ共和国にて撮影） 
 

富士山は吉川市や松伏町の見通しの良いと
ころからも見ることができますが、吉川消
防署からもよく見えます。 
直線距離にして１３０㎞あまり離れていて
もこの様子、この時期の富士山は雄大で素
晴らしいです 

３階会議室からの写真 

ここでは気になった１枚など何でもあ
りの記事を掲載します。 

吉川消防署から見える富士山 

職員も支援で

パラオに・・ 


