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≪ ひとつの例 ≫
①

現場に到着した指揮者が医師
などによる医療が必要と判断

③

消防本部から十日町病院に、
災害現場へ医師などの派遣要請

④

消防車両で医師など
を現場に搬送

県立十日町病院と十日町地域広域事務組合で
救急業務に関する協定に調印
例えば︑災害現場などで﹁クラッシ
ュ症候群﹂が疑われた場合や︑傷病者
の状態によって︑搬送するか否かの判
断が困難な場合︑また︑現場の指揮者
が医師などによる処置を必要とした
場合に派遣を要請します︒要請を受諾
した十日町病院は︑災害現場に医師な
どを向かわせ︑早期に高度な救命処置
を行います︒このことにより︑さらな
る救命率の向上が期待されます︒

災害現場で救命措置等に対
ＤＭＡＴ（ディーマット）とは

平成 年 月 日︑十日町地域広
域事務組合と県立十日町病院との間
で︑救急現場における救急業務に関す
る協定調印式が行われました︒
この協定は救急現場において︑医師
による医療処置が必要なときに︑十日
町病院の医師などの派遣を要請する
もので︑複雑多様化する災害などに消
防と医療が連携し︑救命率の向上を目
的とするものです︒
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十日町病院災害医療派遣チームＤＭＡＴと消防本部の合同訓練

（十日町市総合防災訓練）

応できる機動性を備え、専門的な訓練を受けた医療チーム

（医師、看護師、業務調整員）のことで、大規模災害発生時に

おいて、迅速に被災地に入り、災害現場における医療活動

（がれきの下の医療、被災地の病院支援等）を行います。

クラッシュ症候群とは

体の一部が長時間挟まれるなどして、圧迫され、その解放後
交通事故や地震災害などで「身

に起こる様々な症候」で、救出後に急性腎不全や心不全を起

こす全身障害をいいます。阪神大震災の際に注目されたも

ので、救出から治療を始めるまでの時間が、患者の明暗を

大きく左右するとされています。

②

現場から医師などの要請

にかかわる
お願いです

２

救急車の正しい利用につい
てもう一度考えてください

ていませんか？

◆タクシーなどの代わりに︑利用し

ると思い︑利用していませんか？

◆救急車で行けば︑早く診てもらえ

んか？

◆緊急性のない状態で呼んでいませ

次 のよ う な 救 急 車 の利 用 は
ご遠慮ください

い︒

緊急の事態かどうか考えてみてくださ

する前に︑救急車を必要とするほどの

ために出動できるよう﹁
１１９番﹂
通報

限りある救急車が︑緊急の傷病者の

くなるおそれがあります︒

な救命処置が遅れ︑救える命が救えな

に救急車を必要としている人への適切

す︒このままでは緊急性があり︑本当

救急車の出動件数は年々増えていま

生命の危険がある傷病者が
救急車を待っています︒

命

Ǽȭ



ϤƸүᨖƕƍ⌣ƺƍᲛ





























੭ൢƢǔƱ݊ƍ⌣ƚ⌏ᆸƚǜƳǍᲛ

ƜƷෞ້֥ƸӞƍƚƲƖ⌣Ʊ̅Ƒǔ⌐

࠰ȷ࠰້້⌕ڼᲪ ⌖ǛႸਦƠ⌏້Ʒဇ࣎ǛƓᫍƍƠǇƢ⌐ !

˰ܡဇ້ᜩ ֥إƭƚƳƍƷᲹ
ƏƪƸ

᳃᳂ǯ⌭ǭȳǰȒ⌴ǿ⌴Ƹዌݣƴ
ܤμ Ჹ

ǹȈ⌴ȖƷɥ⌣Ư⌏үƳƍ ƚƲඹຩཋƕʑƘǑƶ⌐







᩿͂ƘƤ⌣ƚ⌏ƠƯƶ⌴Ư ⍅༵⍆

ᕢǹȈ⌴Ȗ Ʒᆳ⌣ƯੈᨊƠƨǜᲹ⍅⍆

ႸƕǷǯǷǯƢǔǑƴƳǒǜƲ⌢⍐⌐

 ᩌƴǑǔʙƴǋදॖƕ࣏ᙲư
Ƣŵϵኽែ᩿ưƷ᠃͂ŴދఌƷᩌɦ
ǖƠɶƷ᠃ᓳʙƳƲƕٶƘᙸǒǕ
ǇƢŵʙƴƋƬƨƸǇƣяƚǛ
ԠƼŴᲫᲫᲳဪᡫإǛƠǇƠǐƏŵ
ȝǤȳȈƱƠƯŴϤئƸ݊ƞƔǒ
˳ภƕƲǜƲǜڞǘǕƯƍƘƷưŴ
ܼࡊϋưƷ
̬ภƕٻЏưƢŵ
žѣƔƞƳƍ૾ƕƍ
ƍſƱƣƬƱᩌƷɥƴƍǔƷƸүᨖ
ƪǐƬƱƠƨʙ
ưƢŵ˴ƔƷɥƴᆆѣƢǔƩƚưǋ
݊ƞƔǒᡜǕǒǕǇƢƷưŴ࣯
ƕПბƢǔЭƴܤμƳئǁᆆѣƠ
ᩌƴǑǔʙƴදॖ
ƯƘƩƞƍŵ
ଡ଼֥φƳƲǁƷᚑƴǑǓ༏ͻ
ǛƬƨǓŴ᭗ᱫᎍƷ˯ภǍƚƲŴ
ݱƞƍ̓܇ƷʙƳƲŴܼࡊϋưƷ
ʙǋفƑǇƢŵǇǘǓƴүᨖƳǋ
ƷƕƳƍƔŴǋƏɟࡇᄩᛐƠƯǈǇ
ƠǐƏŵ

ᩌƕᆢǋǔƱ⌏ƱƨǜƴԏئƕᐰƘƳ⌣Ư

ͪ໗ሡɨɄ╿Ⱦ

ǍƚƲ

໊ƳƲƷ්Ј᧸ഥ

̊࠰ŴțȸȠǿȳǯƔǒƷዅƷ
ᨥƴᛚƬƯ໊ǛƜǅƠƯƠǇƏǱ
ȸǹƕࢸǛዌƪǇƤǜŵዅƷݱЈ
ƠɶƸŴƦƷئǛᩉǕǔƜƱƳƘŴ
ǇƨŴȐȫȖȷǭȣȃȗƷǊࣔǕ
ƴƸҗЎൢǛ˄ƚǇƠǐƏŵ


ž
ݱЈƠɶŴơƬƱॸƷᲬЎ᧓ſ

ӳᚕᓶƱƠƯᙾƑƯƘƩƞƍŵ

ƏƪƸ੬ƛཋƠƶǍǜƩ⌐ᝰ⌣ƯƘǒǜƩ⌐

˰ܡဇ້ᜩ֥إ

⒓ↇ⒡↗⇒∄∙↝≕Ў᧓⒔ ƩƧᲛ

 ݊ƘƳǓŴ໊Ʒ̅ဇǍଡ଼ೞ֥ƳƲƷӕৢƍƕفƑǇƢŵӕ
ƜƝƱ
ৢƍƴƸҗЎൢǛƭƚƯƘƩƞƍŵӫƷݱᚕƷɶƴƸᑥŷƳүᨖ
ƕǜưƍǇƢŵƋƳƨƷܼư࢘ƯƸǇǔƜƱƸƋǓǇƤǜƔᲹ

җଐထ؏࠼؏עʙѦኵӳ້ʖ᧸
வ̊ưƸŴᲬᲭ࠰  உ  ଐƔǒ
ƢǂƯƷ˰ܡƴᚨፗƢǔƜƱƱƳƬ
ƯƍǇƢŵܴݏǍ᨞െƳƲƴᚨፗƢ
ǔƜƱưŴ˰້ܡƴǑǔབྷཌᎍǛ
ถǒƠŴʴԡƱᝠငǛܣǔƜƱǛႸ
ႎƱƠƯƍǇƢŵ
˰້ܡƔǒ៲ǛܣǔƨǊƴǋŴ
ദƠƍئƴŴദƠƍ૾ඥư້إ
ჷ֥ǛᚨፗƠǇƠǐƏŵ

Ɯƨƭư້ͻƠƪ⌤⌣Ưƞ⌞⍐

ƜƳƍƩ໊ƷዅƢǔ⌏ƜǅƠƨǂᲹ

ᑶᑻͧɨɄ╿Ⱦ



ˊ؏עƷδᇜƕإ࠼້᧸᧓ٸƴЈѣᲛ
᳸ᅸƷ້ʖ᧸ᡵ᧓᳸
ˊ؏עƷܖݱဃƕᅸƷ້ʖ᧸ᡵ᧓ɶƴ᧸້࠼إѣǛܱƠƯƍ
ǇƢŵʻ࠰ưᲮ࠰ႸƱƳǔƜƷ˖ဒƸŴ້ʖ᧸Ǜ˰ൟƴᚫƑƨƍƱƢǔ
ෞ᧸ׇƱƷǳȩȜȬȸǷȧȳưܱྵŵδᇜƕᐯЎư˺Ƭƨ࠼إ૨Ǜෞ᧸ׇ
ɲƷȞǤǯư᧸້ǛᘍƍǇƠƨŵ
ᅸƷǜƩ᧦ٸƴŴᡢƖᡫǔǑƏƳȡȃǻȸǸŵˊ؏עƸέଐŴ້
ᲯᲪᲪଐǛᢋƠǇƠƨŵᚡƸዓƘǑŴƲƜǇưǋᲛ

žܤμƳ ǒƠǛܣǔ ້Ʒໜ౨ſ

Ჭ

ˊܖݱఄᲮ࠰ ௶ ഩٹƞǜƷᛖ

瑞宝単光章 受章

瑞宝双光章 受章

（危険業務従事者叙勲）

（危険業務従事者叙勲）

元津南町消防団長

元川西町消防団長

大 口 英 雄 さん

清 水 善 三 さん

（ 津南町米原 ）

（ 十日町市高原田 ）

大口英雄さんは昭和 35 年、津
南町消防団員を拝命。以来 47 年
間、消防団活動に従事、団長職を
4 年間歴任し、平成 19 年に退団。
永年にわたり消防団業務に従事
した功労で叙勲に輝きました。
「47 年間を今振り返ると、様々
な出来事がありました。団員にな
ったばかりの頃、近所で火災があ
り、そのときの恐ろしさは、いま
だに忘れられません。また、3 日
間に及ぶ捜索や、一晩中、夜を徹
しての捜索活動もありました。仕
事は専業農家で、いざというとき
には仕事を投げ出し、出動したの
で、家族にはかなり迷惑をかけた
と思っています」さらに「今回私
が受章できたのも、大勢の団員や
家族の支えがあったからこそと
思っています。これからは一町民
として消防団を応援していきた
い」と話していました。
大口さんは、夏は農業、冬は町
の除雪作業にと、まだまだ現役！
今後ますますの活躍を
お祈りいたします。おめ
でとうございました。

清水善三さんは昭和 29 年、千
手町消防団（昭和 31 年に川西町
消防団に名称変更）の消防団員を
拝命。以来 48 年間、消防団活動
に従事、団長職を 10 年間歴任し、
平成 15 年に退団。48 年の永きに
わたり消防団業務に携わった功
績で、この秋の叙勲を受章されま
した。
「あっという間の 48 年間でし
た。先輩や同僚、地域の皆様、そ
して家族の協力があったからこ
その受章だと思い、感謝の念に耐
えません」また「すべての災害に
それぞれの想い出はありますが、
団長職の時に、消防団の活性化事
業の一環で、服装の整備を終える
ことができたのも、忘れることは
できません。これからは社会環境
の変化で消防団活動も様々な困
難が予想されますが、団員の皆様
には、自分の住むふるさとを、協
力し合い、いつまでも大切に守っ
て欲しいですね。
」と喜びを語っ
ていました。
清水さん、この度は誠におめで
とうございました。

あわただしい師走を迎えています︒

燃料の高騰で始まり︑世界同時の経済

を感ずる２００８年でした︒皆さんに

金融危機の影響で︑様々な面で不況感

とって︑どんな一年だったでしょう

最近︑この時期になるといつも思い

か？

ます︒
﹁あれぇ︑正月てば︑この間終わ

過ぎ去る時間は同じなのに︑何がこ

ったばっかでねっけか：：？﹂と︒

んな思いにさせるのでしょうか︒いろ

んな面で閉塞感を感じた一年でした

なってほしいですね︒

が︑来年こそは明るく︑穏やかな年に

それでは皆様︑良い
お年をお迎え下さい︒

―平成 20 年―

◇災害出動件数◇
Ｈ20.1.1〜12.10 まで
火 災
３０件
（３９）
焼死者
１人
（１）
救 急 ２,３１９件 （２,３３４）
救 助
４０件
（４９）
※（ ）は前年数

