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春の全国火災予防運動が実施されます
月１日〜
令和になって初めての春季火災予
防運動が３月１日から７日までの７
日間、全国で展開されます。統一防
火標語は、
「ひとつずつ いいね！
で確認に 火の用心」です。同運動
は、火災が発生しやすい春と秋に、
火災予防思想のいっそうの普及を図
るとともに、火災の発生を防止し、
高齢者を中心とする死者の発生を減
少させ、財産の損失を防ぐことを目
的としています。
重点目標は、①住宅防火対策の推
進、②乾燥時及び強風時火災発生防
止対策の推進③放火火災防止対策の
推進、④特定防火対象物における防
火安全対策の徹底、⑤製品火災の発
生防止に向けた取り組みの推進、⑥
多数の者が集合する催しに対する火
災予防指導の徹底、⑥林野・車両火
災の予防対策の推進――などとなっ
ており、特に春先を意識して、
「乾
燥時及び強風時火災発生防止対策の
推進」を加えたのが注目されます。
平成30年の総出火件数は３万7981

日

乾燥、強風時の火災発生防止を推進

件でした
が、３月を
みると建物
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
多くなるだ
けに特に火 久間田琳加（くまだ りん
か）さんのプロフィール
の元には気
2001年２月23日生ま。東
京都出身。小学６年生の時、
を付けたい ニコラモデルオーデション
も の で す 。 でグランプリに輝きモデル
デビュー。GYAO！のドラ
住宅火災の マ「女子の事件は大抵、ト
怖さは、近 イレで起こるのだ。」で女
優デビュー。
隣への被害
拡大と、特に深夜の火災では一度に
多くの人が犠牲になるケースも少な
くないことです。
また、住宅火災による高齢者を中
心とする死者の増加が顕著となって
おり、住宅火災の発生をさらに減少
させることが、これからの火災予防

統一標語

ひとつずつ いいね！で確認 火の用心
平成30年度の火災の発生状況
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平成30年度に全国で発生した火災
の件数は３万7981件で、これは１日
当たり約104件の火災が発生したこ
とになります。また、死者数は1427
人、負傷者数は6114人となっていま
すが、１日当たりでは約3.9人が死

15

亡、約16.8人が負傷していることに
なります。
発生状況をみると、建物火災が２
万768件（うち住宅火災は１万1408
件）と圧倒的に多く死者数は946人、
負傷者数は6114人となっています。

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、絶対にやめる。
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。
〇ガスコンロなどのそばを離
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。
〇寝具や衣類からの火災を防
ぐために、防炎製品を使用
する。
〇火災を小さいうちに消すた
めに、住宅用消火器を備え
る。
〇お年寄りや身体の不自由な
人を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。
において重要課題となっています。
なお、2020年の啓発ポスターのキャ
ラクターには、雑誌モデルで女優の
久間田琳加さんが起用され、火災へ
の注意を呼びかけています。

火災の発生が多い月は３月、２月、
４月の順で、多い時間帯は14時〜15
時がトップで、以下、12時〜13時、
10時〜11時の順となっています。人
口１万人当たりの出火件数が多い県
は島根県、長野県、高知県の順とな
っています。出火原因の１位は放火
で、建物火災ではこんろが最も多く
なっています。消し忘れに注意を！
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ライオンはどうして迫力ある声が出る?
アメ横のおじさんはどうしてダミ声？
問１ 令和で初めての新年１月に往
年の日活のスター・宍戸錠さんが亡
くなりましたね。宍戸さんといえば、
ぷくっと膨らんだ頬がトレードマー
ク。これは生まれつきのものではな
く、整形手術によるものであるのは
周知の事実ですね。当時、石原裕次
郎さんの台頭と 太陽族映画 ブー
ムで、線の細い正統派の二枚目だっ
た宍戸さんは、なかなかブレイクで
きずにいました。そこで、頬に液状
であるパラフィンを入れて、ふてぶ
てしい風貌に変身、悪役や殺し屋役
で独自のポジションを築き上げまし
た。また、映画が斜陽産業となると、
いち早くテレビに進出、ドラマはも
ちろん「巨泉×前武ゲバゲバ90分！」
などバラエティー番組でも大活躍し
ました。
ところで昭和40年代初め、映画ス
ターたちは、宍戸さんに続けとばか
り、なだれを打ってテレビに出演し
はじめましたが、その大きな理由は
何だったのでしょうか？
問２ スターといえば、動物界では
何といってもライオンですね。その
ライオンの国内最高齢として知られ
る京都市動物園の「ナイル」
（25歳）
が１月31日に死亡して、これも話題
になりました。ナイルは和歌山のア
ドベンチャ
ーワールド
生まれ。ラ
イオンの平
均寿命は野
性で10年、
飼育下で20
年とされる
ので、ナイ
ありし日のナイル
ルは人間で

あ
り
ま
す

４ 答
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いえば100歳に当たります。ナイル
は、年老いても勇ましく吠える姿が
印象的だったとか。確かにライオン
の吠え声は猛々しく、腹の底から響
き渡るようなその声を聞けば、どん
な動物でも逃げ出したくなります
ね。ライオンの声が迫力あるのは、
図体が大きいからだけではありませ
ん。ひとつは舌。ライオンのような
ネコ科の大型獣には、舌骨といって
舌に骨があり、そのためあのドスの
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きいた声が出るのです。そしてもう
ひとつ、大きな吠え声が出せる体の
構造があるのですが、それは何でし
ょうか。
問３ 迫力ある声といえば、人間界
では、なんといっても上野・アメ横
のおじさんのダミ声ですね。
「らっ
しゃい、らっしゃい、安いよ！ 安
いよ！」とダミ声を張り上げて、客
を集めていますね。ところで、あの
ダミ声のルーツをご存知ですか。実
は、江戸時代、町中を売り歩いた行
商の呼び声にあるといいます。江戸
時代には、たとえば金魚売りが、
「きんぎょ、ええぇー、きんぎょ」
などとの呼び声とともに、町々を回
っていました。昭和の頃まではその
名残りがありましたが、江戸時代に
は、実にさまざまな行商人が声を張
り上げて家々を回っていました。そ
のなかでも、生鮮食品を扱う行商人
たちが、このダミ声だったとか。そ
れはどんな理由からでしょうか。

ランニングウオッチ

ボクサーパンツ

ビューティートレーニング

メタボ対策
身に付けるだけでカロリーを消費
スーツやパンツで手軽に 運動
メタボ解消のため生活のなかで
無理なくやせるには、いろいろな
グッズも必要。そこで、日常生活
でメタボ解消に役立つアイテムを
いくつか紹介しましょう。
まずは、消費カロリーを手元で
確認できるポラールのランニング

ウオッチ。サイクリングを含む
100種類以上のスポーツ設定が可
能なGPSランニングウオッチで、
容易に日常で使えるのが魅力。体
重、身長、年齢、性別、最大心拍
数、トレーニングの強度に基づき、
消費カロリー数を正確に表示。
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71自治体に３メートル以上の大津波
政府の地震調査委員会はこのほ
ど、近い将来発生が懸念される南海
トラフの地震に伴う津波の確率を公
表しました。主に東海から九州地方
にかけての太平洋沿岸の広い範囲
で、今後、30年以内に高さ30メート
ル以上の大津波が非常に高い確率で
押し寄せるとしています。国が津波
の確率を算出したのは初めてで、防
潮堤の整備などの防災対策に役立て
るよう求めています。
政府は、南海トラフ地震で発生す
る津波について、マグニチュード
（Ｍ）9.1の最大級の巨大地震が起き
た場合の高さを平成24年に公表しま
した。しかし、この巨大地震は非常
にまれで、過去に発生し記録がない
ため、確率は計算できませんでし
た。

GPS内蔵でペースや距離はもち
ろん、24時間体制で活動量を記
録します。
一見するとスーツ姿だけど、
自然にダイエットできるのがパ
ナソニックのビューティートレ
ーニング。運動と電気刺激を組
み合わせたハイブリッドトレー
ニングと、独自の技術を合わせ
ることで ひねり の動作を検
出、伸びる筋肉に電気刺激で負
荷をかけ、効率的に筋肉を引き
締めます。
生活のなかで自然と運動量が
上がるアイテムが、ワコールメ
ンのボクサーパンツ。その最大
のポイントは、太ももにあしら
われた独自開発のクロス構造。
これが筋肉にテンションをかけ
ることで、蹴り出す力を増強。
普段と同じ生活をするだけで、
カロリーの消費率を高めます。
生活の中で身に付けるだけで
メタボ解消ができるなら、これ
ほど便利なことはありません
ね。
（つづく）

今回は、この巨大地震を除外し、
今後、発生する可能性が高いM7.6
〜9.0の地震が起きた場合の津波を
評価。沿岸の24都府県352市区町村
ごとに確率を算出したものです。
その結果、30年以内に地震が発生
し、海岸で高さ３メートル以上の津
波が押し寄せる確率は、東京都の島
嶼部から東海、近畿、四国、九州ま
での10都県71市区町村で「非常に高
い」とされる26％以上となりまし
た。
３メートルは、気象庁が大津波警
報を発表する目安としている高さ
で、古い木造住宅は流され、人的被
害が生じる可能性が高いといえま
す。調査委によると、30年以内に
26％という確率は「100年に１回」
に相当する、といいます。
より大きな被害が生じる高さ５メ
ート以上の津波の確率は静岡、三重、
和歌山、高知などの７都県29市町村
で26％以上となりました。10メート
ル以上の津波は、26％以上の地域は
ありませんでしたが、６県21市町が
６％以上26％未満で「高い」とされ

ました。
南海トラフ地震の発生確率は30年
以内に70〜80％と非常に高いといえ
ます。津波の確率は、過去の南海ト
ラフ地震を分析し、震源域や断層が
大きく崩れた場所などの組み合わせ
から計算しました。調査委は、10年
以内をめどに全国各地の地震に伴う
確率を順次算出し、リスクに応じた
対策を促す方針です。

世界遺産登録の沖縄県・首里城で
正殿など主要６棟が焼失したことは
記憶に新しいところですがさきご
ろ、第66回文化財防火デーが実施さ
れ、建造物を含む国指定文化財所在
地で訓練が実施されました。そのう
ち、消防長官が東京国立博物館と姫
路城の訓練を視察しました。
防火デーは、昭和24年１月26日、
法隆寺金堂から出火した火災によっ
て、世界的な至宝といわれた金堂の
壁十二面に描かれた仏画の大半が焼
損したことから、文化財を守るため、
昭和30年から「文化財防火デー」を
定めて、文化財防火運動を全国各地
で展開しているものです。

防災
ニュース
消防庁が土砂・風水害機動支援部隊を創設
岡山で特殊車両習熟訓練を実施
消防庁はこのほど、近年の多発す
る風水害に対応するため、緊急消防
援助隊の中に、
「土砂・風水害機動
支援部隊」を創設しました。
そして、同部隊の中核となる特殊
車両（水陸両用バギー、重機）に関
する知識・技術を習得するため、岡
山市消防局の協力を得て、岡山市消
防教育訓練センターで習熟訓練を実
施しました。
水陸両用バギーは、不整地で高い

走破性を有しており、津波や大規模
風水害での活動を支援するための小
型車両です。水上で移動が可能で、
水陸両用性能をもっています。

水
陸
両
用
バ
ギ
ー
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従来の消火器より高性能になりました！

慌てていても、火が怖い方でも消せるようになりました。
詳しくは弊社営業担当まで…

１ 高性能

リン酸アンモニウムを90％以上含んだ薬剤によりA-4、
B-12の消火能力を実現

２ 軽 い

アルミ製容器の採用により、鉄製の従来品に比べ約24％
の計量に成功

３ 優しい

国際化に対応した４カ国語併記ラベル（日本語・英語・
中国語・韓国語）

MKA10B

４ 美しい

継ぎ目のないアルミ製容器は、高級感のある鮮やかなキ
ャンディレッドカラー

本体希望小売価格（税抜き）
※リサイクルシール別途

５ 強 い

耐蝕・耐候性に優れる粉体クリア塗装。掛け具付きで設
置バリエーションも豊富

クイズのこたえ
問１ それは出演料。額の大きさ
より、テレビは放送が終わるやた
だちに現金でくれるのが魅力だっ
たのです。当時の映画会社は資金

繰りが苦しく、大抵は手形。それ
も３カ月、半年、なかには１年と
いう場合も。しかも日活の手形が
最も期限が長かったとか。
問２ ほっぺたです。ライオンは
ほっぺたを膨らませ、すぼめた口
から唸り声を出します。するとほ
っぺが共鳴袋になり、あの地から

高性能型アルミ製蓄圧式
粉末ABC消火器

アルテシモ・プラス

23 000
湧き出るような声になるのです。
問３ 鮮魚を売るには、商品が傷
まないうちになるべく早く売り尽
くすため、遠くまで聞こえて、か
つ、耳に入りやすい呼び声を工夫
する必要がありました。そこで、
あの独特のダミ声発生術が編み出
されたというわけです。
■

