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会長あいさつ 

 

婦人防火クラブ員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び

申し上げます。 

また日頃は運営協議会、各婦人防火クラブの運営に対しまして、各地域の町内

会・自治会の会長をはじめとする関係者の皆様のご支援、ご協力を賜り誠にあり

がとうございます。 

さて、私たち婦人防火クラブ員は、「家庭・地域から火を出さない」を基本理

念とし、住宅用火災警報器の設置促進など、火災予防思想の普及啓発に寄与する

ことを目的に各地域で活動しております。 

また、女性ならではのソフト面での対応が、安全・安心なまちづくりには必要

不可欠であり、火災予防や防災に関する知識の習得、地域住民に対する防火思想の啓発、初期消火訓練、救急

講習の受講などに積極的に取り組んでいただきたいと思っております。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の脅威に見舞われ、婦人防火クラブの活動自粛が続きましたが、このよ

うな時だからこそ地域のためにと感染防止対策を講じながら活動したクラブもあります。新型コロナウイルス

感染症の脅威は続いていますが、防火のみならず地域活性化のために婦人防火クラブが果たす役割は、ますま

す高まっていくものと考えております。 

つきましては、婦人防火クラブ員とともに、火災予防思想の普及啓発はもとより、地域のために活動して参

りますので、引き続き皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和２年度の活動について 

 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、運営協議会としての行事の多くが中止となりましたが、

令和３年度は新しい生活様式に基づき可能な範囲で活動していきますので、引き続きご理解ご協力くださいま

すようお願いします。 

なお、今年度中止となった行事は次のとおり 

 ・関東ブロック女性（婦人）防火クラブ連絡協議会幹部地域研修会（群馬県高崎市） 

 ・女性防火クラブ全国集会及び第 21 回応急手当普及啓発推進会議（東京都千代田区） 

 ・女性消防団員及び婦人消防隊員等合同研修（神奈川県消防学校） 

 ・横須賀市婦人防火クラブ運営協議会市外研修（神奈川県内） 

 ・横須賀市婦人防火クラブ運営協議会意見（情報）交換会（横須賀市役所） 

 ・令和３年消防出初式（横須賀市平成町） 

・令和２年度神奈川県消防功労者表彰式 

 

〇ＦＭブルー湘南へ出演 令和２年８月 25日（火） 

 運営協議会会長（大矢部婦人防火クラブ会長）の島﨑さんが横須賀のコミュニティ放送局

ＦＭブルー湘南に出演し、婦人防火クラブの活動などについてお話しされました。 

  

 

運営協議会会長 島﨑 節子 



〇救急講習会 令和２年 12 月１日（火）～３日（木） 

各消防署管内別に救急講習会を実施し、参加人数を制限するな

ど感染防止対策を講じて計 60 名の方が参加しました。 

（アンケート一部抜粋） 

・父に心肺蘇生をしたが、以前講習を受けたおかげで体が動いた 

・新型コロナウイルス感染予防対応の救命講習で勉強になった 

 

 

〇消防関係表彰式 令和３年３月 21日（日） 

 令和３年消防出初式は新型コロナウイルス感染症の影響により 

中止となりましたが、代わりに実施した消防関係表彰式では、６ 

名のクラブ員が優良婦人防火クラブ員として表彰されました。 

汐  入 婦人防火クラブ 吉田 祐子 

坂  本 婦人防火クラブ 角田 三枝子 

田浦町四・五丁目 婦人防火クラブ 渡邉 眞江 

船 越 町 婦人防火クラブ 村上 美登里 

本 公 郷 婦人防火クラブ 中崎 加代子 

大 矢 部 婦人防火クラブ 山本 和子 

 

〇神奈川県消防功労者表彰式 

坂本婦人防火クラブが優良婦人消防隊として表彰される予定

でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により表彰式が中止

となりました。残念ながら表彰の場がなくなってしまいました

が、坂本婦人防火クラブに表彰状と旗が送られました。 

 

 

クラブ員インタビュー 

 

運営協議会会長（大矢部婦人防火クラブ会長）の島﨑さんにお話を伺いました。 

〇婦人防火クラブに入ったきっかけは？ 

 町内会の役員時代、町内のために女性が活躍する時代だと考えたとき、横須賀市に婦人防火クラブという組

織があることを知り、大矢部婦人防火クラブを設立しました。 

〇やりがいは？ 

 町内のために活動できていることはもちろんですが、救命の対応、消火器の使い方やロープの結び方などを

学び、自分のためにもなっており、知識が増えていくこともやりがいの一つになっています。 

〇興味のある方に向けて一言 

 近年自然災害が多いですが、災害時に町内のため、家族のため、自分のために活動できる知識や仲間を得る

ことができます。クラブで得た知識や経験が命や財産を守ることに繋がります。ぜひ一緒に活動しましょう。 

 

 

表彰写真 

 

 

 

 

写真 

 



住宅用火災警報器について知ろう 

 

平成 23 年６月からすべての住宅に設置が義務付けられている住宅用火災警報器。今回は住宅用火災警報器

がどのようなものか改めて確認し、設置していないご家庭は設置しましょう。 

 

１ 住宅用火災警報器って何？ 

  住宅用火災警報器は、火災を早期に発見しお知らせする機器です。火災に早く気付く

ことで早い段階での消火、避難や通報などに繋がり、居住者の命や財産を守るのはもち

ろん近隣への被害軽減にもなります。 

火災による死者の多くは住宅火災によるもので横須賀市消防局管内の令和元年の死

者 14 人のうち 12人が住宅火災により亡くなっています。 

 

２ どうやって火災を知らせるの？ 

  住宅用火災警報器には煙を感知するものと熱を感知するものがあ

り、いずれかを感知することにより警報や音声を発し知らせます。こ

の警報や音声の音は居住者だけではなく、近隣の方にも聞こえること

が多く、実際に横須賀市消防局管内の住宅用火災警報器鳴動の通報件

数の半数は近隣からによるものです。居住者のみならず地域の防火体

制の強化にも繋がっています。 

  

３ どこに設置するの？ 

台所、寝室や階段などの天井や壁に設置する必要があります。お住いの状況により変わりますので次の表

を参考にしてください。 

 

ご不明な点がありましたら消防局予防課又は

お近くの消防署までお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 

・消防局予防課 TEL 046-821-6493 

・中央消防署  TEL 046-820-0121 

・北消防署   TEL 046-861-3972 

・南消防署   TEL 046-833-1276 
 

 

 

 



４ 煙感知器と熱感知器はどっちを設置したらいいの？ 

  火災となった場合、熱より煙のほうが早く感知し発報します。このことから煙感知器を設置することとな

っていますが、台所に関しては調理で煙が出ることもあり、誤発報の可能性があるため熱感知器でもいいこ

ととしています。 

つまり、台所は煙感知器か熱感知器のいずれか、それ以外のところは煙感知器を設置する必要があります。 

 

５ どこで買えるの？ 

  ホームセンターや電気店など身近なところで購入することができます。国が定める法令

規格に適合している検定品を選びましょう。 

 

６ 設置には工事が必要なの？ 

  必要ありません。天井や壁にねじでとめるだけなのでドライバー１本でつけることができます。 

 

７ 設置した後はなにもしなくていいの？ 

  住宅用火災警報器は電池で動く電子機器になります。電池切れや故障となる可能性もあるため定期的に点

検しましょう。また、ほこりなどで感知しにくくなることもあるため定期的にお手入れしましょう。 

なお、住宅用火災警報器の寿命は約 10 年です。平成 18 年６月以降に新築または改築した住宅にはその時

期から設置が義務付けられていたので設置から 10年が経過している可能性があります。10年を経過してい

る場合は交換しましょう。 

 

８ 設置していて助かった事例 

夜中、２階で就寝中に住宅用火災警報器の鳴動に気付き、音が

する１階へ行ったところ台所から炎が見え、煙が充満していた。

急いで２階に戻り寝ている家族を起こして全員避難することが

できたが、避難時には１階に充満していた煙が２階まで広がっ

ていたため、あと数分遅れていたら大切な家族を失っていたか

もしれません。設置していなかったらと思うとゾッとします。 

 
目印はこの検定マークです 

 



９ 設置ありと設置なしの比較 

  横須賀市消防局管内過去 12 年間の統計により、設置して

いた場合は火災 100件当たりで死者が約６割、全焼火災が約

７割減少していることがわかっています。 

 

10 設置している住宅用火災警報器から音が鳴っている 

  メーカーにより異なりますが、電池の残量が少なくなると

それを知らせるため音を発するものもあります。電池切れの

前兆なので住宅用火災警報器を交換しましょう。また、故障

の場合もありますので取扱説明書をご確認ください。 

 

11 設置しないと罰則はある？ 

  罰則はありませんが、自分自身やご家族、近隣の方の命や財産を守るため一日も早く設置しましょう。 

 

12 消防職員が訪問してきて販売することはある？ 

  消防や防災業者を名乗り住宅用火災警報器や消火器などの販売・点検をする詐欺があります。消防が販売・

点検をすることはありませんので注意しましょう。 

消防が販売・点検をすることはありませんが、火災予防運動週間（11 月及び３月）に住宅用火災警報器の

設置状況などについて、消防職員による調査（防火訪問）を実施していますので、その際はご協力をお願い

します。※この調査の際にお宅に上がることありません。消防を装った者に注意してください。  

 

消防職員からのお話 

 

こんにちは。消防局予防課の菅原と申します。 

火災の発生原因として様々なものがありますが、今回はアロマオイルが原因で発生した

火災についてお話させていただきます。 

アロマオイルは肌や髪の保湿、タオルなどに垂らしてリラックス効果を得るなど様々な

用途で使用できるため、最近いろいろなところで見かけるようになりました。 

上記のとおり様々な効果があり、手に入りやすいため使用している方もいると思います。  

もちろん私も使用し、ご覧のとおり肌が潤っております（写真参照）が、このアロマオ

イルが火災の原因となることもあるので注意が必要です。 

ここで火災となった事例を紹介します。アロマオイルを含んだタオルを洗い、乾燥機にかけ、乾燥後出して

そのまま放置したところ、洗濯で落ちきらなかったアロマオイルが熱を持ち、自然発火して火災となりました。  

このようにアロマオイルなどの油分は落ちにくいものがあり、乾燥機で乾燥させた場合、熱を持ち自然発火

することがあります。これを防ぐため次の３点に注意しましょう。 

（１）アロマオイルをしっかり洗い落とす。 （２）乾燥機で乾燥中はなるべく外出しない。 

（３）乾燥させた後、そのまま置いておくのではなく、熱を逃がしてから畳む。 

以上、アロマオイルの火災について紹介させていただきました。皆さん気を付けて安全に使用しましょう。 

 

 

予防課 菅原 雄太 



～ 私たちと一緒に活動してみませんか♪ ～ 

【活動内容】 

 クラブによって活動内容が異なりますが、主な活動は次のとおりです。参加は強制ではなく、ご自身の都合

がつくときに参加していただいています。 

 

 １ 家庭防火に役立つ研修や視察 

 ２ 火災予防の知識、初期消火等の習得 

 ３ 応急手当、救命講習会への参加 

 ４ 火災予防週間中の啓発活動（防火訪問や防火広報） 

 ５ 消防防災機関への協力（消防出初式や防災訓練等への参加） 

 

 

【募集要件】 

 

対  象 18歳以上で市内在住の方 

募集人員 制限なし 

活動期間 
入会から退会まで 

（退会は自由です） 

活動内容 

前述の内容でご都合がつくと

きに参加していただきます（強

制ではありません） 

報  酬 ありません 

貸与物品 
活動用のブルゾン、サンバイザ

ーを支給 

 

【現在ある婦人防火クラブ】 

地域で発足している婦人防火クラブは次のとおりです。 

 あなたの居住地や周辺にクラブが発足していない場合でも、クラブに興味がある場合は、お気軽に消防局予

防課、または最寄りの消防署予防係にお問い合わせください。 

なお、三浦市内でも三浦市婦人防火クラブが令和元年度に発足しています。 

（三浦市婦人防火クラブに関するお問い合わせ 三浦消防署 ℡ 046-884-0122） 

 

 
中央消防署管内

汐 入
(S55)

金 谷
(S56)

坂 本
(S56)

桜が丘
(S57)

三 春
(H12)

池 上
(H13)

北消防署管内
吉 倉
(S55)

浦郷町
(H5)

船越町
(H24)

南消防署管内
内 川
(S55)

本公郷
(S55)

新岩戸
(S61)

長 井
(S63)

大矢部
(H9)

佐 原
(H10)

田浦町四・五丁目
(S56)

※（　）は結成年度
※ 16クラブ・408名が活動中(令和２年４月１日現在)

【お問い合わせ先】 

消防局予防課 ℡ 046-821-6466 

中央消防署 ℡ 046-820-0121 

北 消 防 署  ℡ 046-861-3972 

南 消 防 署  ℡ 046-833-1276 

消防出初式への参加 


