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●本日の司会        （田畑 勝久副SAA） 

 

 
 

●開会点鐘         （今藤 貫徳会長） 
 
 

●ロータリーソング「我らの生業」斉唱 
 
 

●本日のお客様 
 

 
 
 
 
 
 

昭島消防署 署長 

辻 誠治様 
 

●会務報告         （今藤 貫徳会長） 

 

本日は、朝から研修会にご参加

いただきました皆様、ありがとう

ございました。規定変更など色々

あるようで、大変な次年度になる

かと思います。そのような中で、

渡邉会長エレクトが 80 パーセン

ト以上の出席を目標に掲げてお

ります。先週、先々週と参加が少

なく、寂しい思いをいたしました。勿論、ずっとご出席を

いただいている方々もたくさんいらっしゃいますが、残

り 2 ヶ月の今年度、ご協力をお願いいたします。ルール

が色々と変わっていくようですが、昭島中央ロータリー

クラブは、昭島中央ロータリークラブとして、皆一丸とな

り、協力し合ってやっていければ良いと思います。出席し

たら楽しいなと思える会になれば良いと思います。 

●幹事報告         （渡邉 信義幹事） 

 

 
 

・東京世田谷中央 RC 創立 20 周年記念式典 

 5 月 17 日（火）ホテルニューオータニ 
 

・東京渋谷 RC 創立 15 周年記念式典 

 5 月 23 日（月）セルリアンタワー東急ホテル 
 

本日、理事会を開催いたしますので、理事の方々はご出席

をお願いいたします。 
 

★5 月のロータリーレート 1 ドル 110 円 
 

●卓話「火災について」 

昭島消防署 署長 辻 誠治様  
 

※講師紹介（今藤 貫徳会長） 
 

生年月日 昭和 35 年生 

自宅 東京都昭島市田中町 
 

略歴 

昭和 54 年 9 月 東京消防庁入庁 

平成 20 年 10 月 小岩消防署 警防課長 

平成 22 年 10 月 牛込消防署 予防課長 

平成 24 年 4 月 警防部総合指令室 多摩指令室長 

平成 25 年 10 月 消防学校教養課長 

平成 27 年 10 月 昭島消防署長 
 

※卓話 

皆様、こんばんは。本日は皆様

にお話をさせていただく機会を

いただきまして、大変ありがとう

ございます。心よりお礼申し上げ

ます。さて、本日は簡単な自己紹

介を兼ねたお話と業務の一旦の

概要、昨今の火災の状況などをお

話しまして、その中でも特異な火

災原因についてお話させていただきます。 

2016 年（平成 28 年）4月 27 日（水） 

第 1278回例会報告 



※火災の状況について 

昨年の昭島市内の火災の件数は全部で 31 件、一昨年に

比べまして大幅なマイナスでございます。今年度は昨年

に比べまして、本日現在、6 件ということで更に減少して

おります。ただし、残念ながらアパートの火災で 1 人お

亡くなりになっています。何百日か振りの犠牲者という

ことで、気を引き締めて、署員一丸となって努力しており

ます。 

さて、東京都内に目を向けますと、年間 4 千件から 5 千

件で推移をしております。私が入所しました昭和 50 年代

につきましては、大体 7 千件から 8 千件くらいございま

したので、少しずつ減っています。0 になるのは、難しい

かと思いますが、少しでも火災の件数が減ることが望ま

しいことです。 

核心に入りますが、火災の原因で 1 番多いのは、東京

都内では、30 年以上に亘って放火です。昭島消防署も残

念ながら、1 番は放火です。2 番目は、去年はガス器具で

した。東京都内ですと、2 番目はタバコです。タバコによ

る火災で、どのような経過を経るかと申しますと、河川敷

の枯草火災などの原因になることが多いです。消防署は

消した後、火災原因調査を行います。火種になるものを探

すのですが、1 番はやはり放火です。2 番目がタバコの投

げ捨てです。一所懸命、タバコの燃え草を探します。枯草

は燃え始めと燃え終わりが大体分かります。スタートの

地点にタバコの燃え草があると、多分タバコだろうと推

測します。去年は枯草火災が無かったわけではないので

すが、タバコによる火災については減少しました。3 番目

は電気器具です。電気器具の火災は、全体の件数が減って

いるわりには、若干増えております。どのようなものかと

言いますと、例えばコンセントです。コンセントにプラグ

を差し込んで、そこにゴミなどが付いてトラッキング現

象が起きます。トラッキングというのは、コンセントを綺

麗にしておけば問題ないのですが、ホコリなどが溜まる

と電気が中途半端に通じる状況が生じます。そうします

と、熱を持ち、火災の原因の 1 つになるわけです。ですか

ら、コンセント、プラグの周りを掃除すると、そのような

ことは防げます。冷蔵庫などはコンセントが差しっぱな

しです。下の方にコンセントがある場合、見えなくなって

しまうので掃除がしづらいです。そもそも見えないので、

忘れ去られてしまいます。また、湿気が溜まりやすいので

悪循環が重なって、運が悪いと火災の原因になります。 
 

※火災の最近の傾向 

火災の件数は、昭和 35 年以降減り続けまして、昨年は

4,432 件です。1 日あたりの火災件数は大体 12.1 件です。

私の知りうる限り、0 という日はございませんでした。冬

場で多い時は 30 件くらい発生いたします。 

 最近の都内で特出される火災についてお話をしますと、

7 月に調布市内で小型飛行機が墜落しまして、火災になり

犠牲者が出ました。8 月から 9 月にかけては、鉄道関係の

ケーブルが意図的に燃やされ火災が発生しました。それ

から、ノートパソコンのバッテリーパックにまつわる火

災が、同じ種類で 7 件ほど発生しております。既に、こち

らはリコールになっております。 

 火災による犠牲者は、100 件前後、多い年で平成 19 年

に 149 人が亡くなっております。当庁としましても、住

宅用火災警報器の設置を推進し、少しでも犠牲者を減ら

せるよう、都民の皆様にお願いをしております。 
 

※謝辞（渡邉 信義会長エレクト） 

 

 本日はお忙しい中、我々クラブにお出でいただきまし

て、ありがとうございます。消防と言いますと、救急車を

見たり、消防車を見たりした時に思い出すくらいで、普段

はあまり頭にないと思うのですが、大変大事なお仕事を

していただいているわけです。東京都が出動 0 だった日

が無いということで、日々の努力をされていることと思

います。我々市民が、これからも安心して暮らせるよう、

これからもよろしくお願いいたします。 
 

●ニコニコ BOX発表   （岡野 景子親睦委員） 
 

 
 

◎今藤会長 

辻消防署長様 本日の卓話どうぞよろしくお願い致しま

す。研修会参加の皆様、どうもありがとうございました。 
 

◎伊藤会員 

熊本地震では、ご心配をおかけしました。無事に、帰京す

ることができました。 
 

○渡邉幹事 

辻署長様 本日の卓話よろしくお願いいたします。 
 

●出席報告      （曳地 義正出席委員長） 
 
 

 

会員数 48 名 

出席義務会員 46 名 

本日の出席 30 名 

（メイクによる出席者数を除く） 

 
 
 

●次週例会予定  （右崎 正人プログラム委員） 
 
 

 
 
 

5 月 11 日（水）「卓話」 

 

足立 直隆新会員 
 
 
 

 

●閉会点鐘         （今藤 貫徳会長）

 


