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～YP-Message～

日本人が愛する桜のはなし

　寒さがゆるみ、日に日に暖かさを増す季節と
なりました。
　皆さん健やかにお過ごしでしょうか？
　春はたくさんの花が咲き、気持ちも華やいで
いくようですが、春の花で一番ポピュラー     
なのは、やはり桜ではないでしょうか。花と     
いえば桜、というくらい、日本人にとって桜は  
特別な存在です。毎年多くの方が花見を楽し
んでいることと思いますが、いったいいつ頃  
から花見は始まったのでしょう？調べてみると、
花見の起源は奈良時代の貴族の行事なのだ
とか。平安時代には桜の人気はさらに高まり、
古今和歌集でも桜の歌が多く詠まれています。
しかし、この頃までは花見は貴族の楽しみの 
ひとつ。鎌倉時代から徐々に、武士や町人の
間でも花見が行われるようになり、江戸時代  
になると、やっと庶民の娯楽として定着して   
いきます。落語にも、貧乏長屋の住人が花見に
出かけてひと騒動起こすというネタがあり、
人々がこぞって花見に出かけていた様子が 
伺えます。この落語の登場人物のように、酒や
ごちそうが用意できなくても花見気分を味わ 

おうと苦心する人たちがいる一方で、江戸の
遊郭・吉原では、贅を尽くした豪華絢爛な花見
が行われていました。吉原では、毎年３月に  
なると千本もの桜をわざわざ植樹し、提灯で  
ライトアップして夜桜を楽しんだそうです。     
さぞや華やかな宴が繰り広げられたことでしょう。
ところで、「サクラ」という名前の由来には、   
諸説あることをご存知でしょうか？最も一般的
なのは、動詞「咲く」に、接尾語「ら」がついて、
「さくら」になったというもの。また、穀霊を意味
する「さ」と、神座を示す「くら」が組み合わさり
「さくら」になったという説も。桜は農作物の   
神様（穀霊）が宿る樹木だと考えられていたと
いいます。他にも、日本書紀や古事記に登場 
する「木花開耶姫（サクヤコノハナヒメ）」を  
由来とする説もあります。
桜にまつわる話はまだまだたくさんあり、日本人
が古くから桜を愛してきたことがわかります。 
桜のさまざまな話に思いを馳せながら、皆さん
それぞれのスタイルで花見を楽しんでみて    
ください。
　それでは、Yまがじん・春号をお楽しみください。



　新社名「ヤマトプロテック」株式会社は、東京に本社

機能を移した平成ひとけた年代、業務の拡大を図って 

目まぐるしく変遷した。これは20世紀末の世界的経済 

不況や、頻発する国家間紛争で流動止まない国際    

情勢に対して、企業としての姿勢をどう決めていくかの 

試行錯誤的な戦いでもあった。すでに昭和時代の経営

体制では、新たな時代に生き残るのがむつかしい。

　思い切って、新社名に相応しい陣容を固める。その 

上で、新たな戦略に基づく積極的な商品開発、流通、 

売り込みを図る。それには、進展著しい東南アジアを    

拠点として、国際的な視野に立つ企業思想が必要不 

可欠となる。東京に本社機能を移したのも、東京物流 

センターの開設、平成7（1995）年に茨城県稲敷郡に 

中央研究所を設立したのもその一環であり、新たな時代

へ向けての足固めでもあった。

　戦後混乱期から営々40数年にわたって、わが国有数

の防災機器メーカーになった。今また巡ってきた会社の

一大転換期にあたり、思い切った改革のチャンスである。

もう旧来の「消火器メーカー」的な企業体制では新時代

を乗り切れない。先述したとおり、世界は世紀末の混乱

期に入ってきていた。わが国にあっては、バブル経済の

破綻と、それに付随する企業倒産、失業者の増大など、

まさに昭和から平成に至るわが国苦しみの時期、そして

新たな展開を図るための激烈な陣痛期でもあった。

　ヤマトプロテック株式会社も当然こうした荒波をかぶ

ることになる。商品コストの頭打ち、販売の低迷などが  

相次ぎ、企業利益は横這いを余儀なくされた。この頃の

主な新規事業としては、強化液（中性薬剤）消火器の 

開発、避難用ハッチ「レクスター」の開発、紫外線赤外線

炎検知器・ハロン代替「FM－200」の発売などがあるが、

すべてが華 し々い営業成果をあげたとは言えない。

　ことここに至って、従来通りの経営方針ではいずれ   

会社そのものの浮沈に関わってくる。従来からの経営  

戦略、つまり原価と製造のバランス、流通形態の遅れ、

人事、指揮命令系統などなど、改善すべきは速やかに

改善しない限り立ち直れない。それらの誘因を社会的 

不況のせいにして、旧態依然の企業体質を放置したの

ではもはや生き残れないのではないか。

　経営トップの座を雅俊氏に委譲するとし、東京へ本社

機能を移したのもそのためであった。しかし好事魔多し、

その時期を狙ったように一大自然災害が阪神地方を  

襲うことになる。

　平成７(1995)年1月17日午前5時46分。

　兵庫県・淡路島の北端付近（北緯34度36分、東経

135度02分）の深さ16kmあたりにある活断層を震源と

するM7.3の直下型烈震が発生した。この地震による  

震度は、神戸市と洲本市周辺で６、豊岡・京都・彦根で

同５、関東から九州にかけての広い国土でかなり強い 

有感地震となった。むろん大阪を始めとする近畿一円 

での揺れは震度３～５クラスの強い揺れに見舞われた。

　特に、神戸市須磨区から東は西宮市にかけて、長さ

20km、幅１kmの帯状の範囲は、建物倒壊率が30％

以上に及ぶM７クラスを記録する可能性あり、と気象庁

は発表した。事実この大地震は、居住人口180万人の

神戸市を中心とした阪神間諸都市を直撃するかたちと

なり、以下の被害を計上するに至る。

◎規模=M（マグニチュード）7.3

●人的被害 〇死者=6,434人 〇行方不明者＝３人

●住家被害 〇全壊=104,906戸 〇全焼＝7,036棟

　この被害状況は、近世のわが国にあって、大正12

(1923)年9月１日の関東大地震（関東大震災）に次ぐ

規模であり、文字どおり日本全国をパニック状態に陥れた。

　現代日本にあって、この巨大地震がもたらした問題点、

教訓の数々は想像以上に多かった。まず、最大被災地

の神戸市それ自体が、巨大地震に対する研究も対策も

具体化されておらず、烈震の荒れ狂うさまを呆然とみる

しかできなかったこと。例えば、災害が広域・広範囲にわ

たった場合の消防隊を始めとする緊急救援車の運用と

集結拠点、一時避難場所の設定と運営に関する       

問題点。近隣コミニュティーの破壊がもたらした相互扶助

の欠落。災害直後からあからさまになった支援体制の 

不備（この震災は同時に「ボランティア元年」とも         

呼ばれた）。建築物の耐震性不備。緊急用飲料水。   

非常用食品の備蓄不足。市街地大火に発展した場合

の消防水利の不備。緊急連絡網の未整備等々。いわば、

神戸市クラスの政令指定大都市でさえ、激しい揺れに

直面すると、成すところなく広域破壊につながってしまう。

つまり、大地震に備えての具体的対策が、事実上まった

く構築されていなかったことが明らかとなった。

　国を挙げての自然大災害対策は、この震災をもって

再構築を迫られたのであったが、十数年後に、大津波を

伴った海洋型大地震・東北地方太平洋沖地震=       

東日本大震災が襲来(2011/3/11）するとは、この時点

で予想さえされてはいなかった。

　阪神淡路大震災が発生した１月17日は、奇しくも    

ヤマトプロテック株式会社の創立記念日でもあった。この日

行われる会社創立セレモニーが会社発足の地、大阪  

本店で行われるため、良次社長以下の幹部は大阪に 

集結していた。出張前で東京にいたのは、当時副社長の  

ポストにあった雅俊氏である。

　地震発生から間もなく、TVニュース等では「神戸から

阪神間が地震で大きな被害が出ている模様である」自らは

羽田空港から一番機で大阪に向かった。大阪空港には

時間どおり到着したが、伊丹から阪神間、大阪方面への

アクセスは大混乱に陥っていた。むろん神戸営業所への

電話は繋がらない。

　雅俊副社長は東京本社の幹部へ緊急体制に移行

するよう命じるとともに、関西在住の社員の安否確認と

神戸営業所の社員に集合が命じられた。「集合場所は

甲子園球場前だ」。大災害時、近距離の携帯電話どう 

しは果たして繋がるかどうか分からない。こういう場合は

遠距離に中継ポイントを設け、そこを経て連絡するのが

妥当だ。集合場所も然り、激甚災害地と化しているはず

の神戸市内を避け、一歩引いて西宮市のいちばん広い

空間を持つ、誰もが知っている甲子園球場を選んだ。 

大正解であった。すでに緊急体制中の状態にあった   

神戸営業所の社員たちは、急きょ甲子園球場に急ぐこと

になる。これで初動体制は一応整った。

　東京本社を経由して大阪の「本店」と「大阪工場」に

更なる緊急指令が出た。「大阪工場から、集められる限り

商品の消火器を神戸市に運べ」。大火災が市街地各所で

発生している神戸市にあって、今もっとも懸念されている

喫緊の課題は近隣火災をいかに極限防止するかに    

ある。そのためには、被災地にどれだけ初期消火用資材

のストックがあるか。消火器しかない！こうして集められた  

消火器は、神戸市消防局と、その傘下の各消防署に届け

られていった。出火の極限防止に苦慮していた神戸市

消防局は、思わぬ強力な支援に感謝の念を新たに      

したという。

　幸い、神戸営業所配置の社員も全員無事だったし、

関西圏全域の社員に甚大な被害が出ている者はいな

かった。だが、この激甚災害がもたらした人的物的損害額

は、それまで地震対策に鈍感だった日本全国民を驚愕

の底に叩き込んだ。関東大震災以来ほぼ70年目に襲って

きた地震の恐怖と戦慄。大都市神戸でさえ木っ端微塵に

叩きつぶされた平穏は、果たして今後どう保たれていくのか。

　これは、防災機器総合メーカーとしてトップランクにある

ヤマトプロテックとしても、看過できない大問題であった。

これはわが国にとって、今後の防災対策を根本的に変 

える契機となるに違いない。抜本的な社内改革を行わな

ければこの一大転換期に対応できなくなる畏れがある。

陣頭指揮に当たった副社長は考え込んだ。
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強風、乾燥下の悪戦苦闘
…糸魚川大火の見えない部分…

　昨年暮れも押し詰まった22日、新潟県糸魚川市で  
大火が起こった。午前10時30分ごろ出火のこの火事は、
本来あってはならない原因による。
　糸魚川市いちばんの目抜き通りにある中華料理店  
「上海軒」の主人は、開店前に油なべを加熱、その火を
点けたまま一時、近所にある自宅に帰ってしまった。これが
数分後に自然発火、一挙に燃え上がったもの。まずプロ
にあるまじき失態が生じた。折から、糸魚川市には冬季  
独特の強風が吹き荒れていた。さらに悪いことには、東側
の山岳から下ってくるフェーン現象の乾燥風も加わった。
気象的に、わが国日本海側の都市大火が起きやすい 
条件がこうして揃っていった。
　油なべから立ち上がった炎は、驚くべき速さで         
中華料理店一帯の市街地に襲い掛かり、あたり一面を
火の海に変えようとしていた。119番通報でいち早く飛び
出して行った消防車はつごう６台。糸魚川市にとっては、        
水の出る消防車両を総動員して特別出場させたのだ。       
気象条件を考えての、最初から最大級の主力車投入。
総指揮に当たった消防署長は、すでに大火になる予感を
感じていたのである。
　そしてこの火災は、消防署長の悪い予想通りに展開し、
糸魚川市海岸沿いの街区は火の海と化していくのだった。
付近の町 か々ら応援部隊も続々駆けつけたが、最盛期
に至った火勢は衰えず、延 3々0数時間燃え続けた結果、
焼損面積で約40,000㎡、焼損建物144棟に上った。
最近の都市火災としては、40年前の山形県酒田市大火
（焼失面積15万㎡）以来の焼失面積を記録したことになる。
　参考までに触れておくと、「戦後10大火災」という記録

があり、これによると北海道岩内町を除いて、残りすべて
が列島日本海側の都市火災ということになる。今回もその
前例に漏れなかった。
　そしてこれら過去の市街地大火をみると、いくつかの 
共通項が見つかる。
　まず、最初に触れたように、冬場の強い季節風が列島
山岳部から日本海側に吹き降ろしていること。これが日本
海へ吹き抜けることによって、海浜部のまちは強風の吹き
曝し状態になる。もうひとつは先述したフェーン現象で、  
これは小さな火種でも、容易に拡大する高温乾燥の大気
を生む。この二つが相乗することによって、ボヤは一気に
大火へスケールアップする、と言われている。
　もう一点は、一部大都市を除いて、日本海側の街は総じ
て消防力が弱いことだろう。消防車を始め、消防用施設
は「消防力の基準」によって基本配置数が決まっており、
小規模都市は初動に投入できる消防車両、隊員総数と
もに少ない。だから、第一出場の段階で火勢の極限防止
につまづけば、それは一気に延焼拡大へと進展する。今回
火災がそうである、というのではないが、この初動の段階
での成否が、そのまま結果につながる例は少なからずある。

大幅に少ない。最初から守勢に立たされる例もあって、 
こうなれば、いわゆる「初動時の劣勢」は明らかだ。とくに、
地方都市であり、なおかつ密集度の高い地域に対する 
それは、どうすれば克服できるのか。
　が、これがなかなかの難問題。国土交通省が5年前 
から取り組みを始めた「地震時等に著しく危険な密集  
市街地」の設定によって、全国17都道府県下で5,700
ヘクタールを選び出してはいる。では、それをどうすれば 
地震時等大火の限定阻止につながるか、といえばまだ 
具体策は見えていない。
　今回火災でショックを受けた総務省消防庁は、急ぎ  
学識経験者・実務専門家などを招聘して、強風下など  
悪気象条件下の「密集市街地の消防対策」検討を始めた。
酒田大火以来40年を経過して、なお類似火災が出た 
ことに大きなショックを受けている模様だ。強化充実が  
著しい、といわれる地方都市大火対策も、ことここに至ると、
また新たな高齢過疎化などの問題も含めて、決して一筋
縄ではいかないことがよく分かる。地方都市大火が、    
いくらかの対策充実によって、あるときピタッと再発生しなく
なるとは考えにくい。
　糸魚川大火も、過去いくつかの実例があって、なお   
今回火災を再発させた。火災予防に万全はあり得ないし、
人為ミスによる限り、必ず再発するのもまた、火災なので
ある。それにいかに抵抗し得るか、これが今後の地方   
都市消防に与えられた課題だ。
　ただし、何も悲観的になる理由はない。のちに記者会見
で糸魚川市消防署長は「結果として大火になったが、   
それは物理的な劣勢も含めて、消防隊員の責任ではない。
現有勢力で必死に戦った隊員たちを、私は指揮者として
こころから誇りに思う」と、涙ながらに述懐している。現段階
では、地方都市大火を、抜本的に防止できる対策など  
あろうはずがない。しばらくは現有戦力で戦うしかない地方
都市消防にとって、そこに懸けるのもまた一手段ではある 
まいか。いや、それしかない。
　そう、それが今回火災のいちばん深いところを衝いた、
真実の声である。
　

大火に至った経緯

　糸魚川市は、北陸本線で富山県側から新潟県に  
入った最初の海側にある街だ。駅前から海に向かって 
開けた古い歴史をもつ土地で、地質学上はここから    
始まったフォッサ・マグナ（大地溝）が静岡まで走っている
ことで知られている。
　古い歴史をもつ街だけに、市は昔ながらの家並をもつ
道や、和風建築の屋敷町などを観光資源として売ろうと 
していたようだ。だから、駅前から海岸に至るメイン道路 
周辺とは別に、造り酒屋など木造大建築物が蝟集する 
一角も観光用エリアとして整備を進めてきた。建物形態 
としてそれぞれ性格が違うものの共存を図ろうとしている
から、防災安全対策の画一性を保とうとすれば、難しい
面があるかもしれない。
　街の安全維持を担当する消防機関とすれば、こうした
二面性は防御に難しさがある。繁華な商業地域は出火
危険が高く、屋敷町などは逆に、万一出火した場合の  
拡大危険が極めて高いものになる。もしこういう形態の 
街づくりを進めようとするなら、町並み保存や、寺社・歴史
的遺構などが多い先進都市のハード面整備を見習わな
ければならない。それほど強力でもない消防力に全面的
に依存するのは本末転倒だろう。
　そしてその消防力である。先述したとおり、各市町村の
消防力（人員、機械、施設）は国が定めた基準によって  
その最低数が確保される仕組みになっている。基本的に、
国はそれらの最低数が確保されていれば良しとする。誰で
も分かるように、地方自治体にとって最も高くつくのは    
人件費であるから、どこの市町村も非常時用人材である
消防職員の定数は基準ぎりぎりの最低数に過ぎない。
　こうした実情が、地方都市へ行けば行くほど顕著に出る。
消防車や救急車は何台もガレージで待機しているのに、
消防署員は数えるほどしか詰めていない。要するに、何台
かの車は、隊員が災害出場の種別に応じて乗り換え運用
しているのだ。大都市のように、車種それぞれに決まった
専従乗務員がいるのではなく、現場の種類によって隊員は
車種を乗り換える。それで人員不足を補う作戦をとる。
　こうした乗り換え運用を含めて、地方都市の多くは第一
出場で現場へ出る車両数、隊員数は大都市に比べて  

市街地大火をなくすためには

加賀の井
酒造

火元

大町二丁目

大町一丁目

糸魚川駅
北陸新幹線

本町
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3月1日（水）～3月3日（金）に開催された
『WINDEXPO 2017国際風力発電展』に出展。

3月1日（水）～3月3日（金）に開催された
『WINDEXPO 2017国際風力発電展』に出展。
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特定施設水道連結型スプリンクラー
『消火ポンプユニット』
2016年4月1日の消防法施行により、医療施設への防火安全対策が
強化され、スプリンクラー設備の設置が義務化されました。
ヤマトプロテックは、低コストで手軽に設置できる『水道連結型スプリンクラー

システム』をご提供。状況やご要望に合わせて多彩な施工
方式をご用意しています。

ここが
スゴイ！

◆補助水槽は耐久性に優れたステンレス製
◆簡単施工のオールインワンユニット
◆耐震性を重視した安定設計
◆基礎ボルトの施工が簡単
◆（一財）日本消防設備安全センター認定

『K/SMOKE』は、消火成分を煙で放出し、化学反応により瞬時に燃焼を   
抑制する画期的な消火装置です。わずかな薬剤で確実に消火できるのが、 
大きなメリット。コンパクトで消火後の汚損も少ないため、工作機械内への   
設置には特に適しています。他にも、制御盤、サーバールームなど、電気・油 
火災の危険性がある場所への設置がおすすめ。
薬剤とノズルの一体設計により配管作業が不要なのも魅力です。

『WIND EXPO 2017』は、部材・装置・関連サービスから風車まで、
風力発電システムに関するあらゆる製品、技術が一堂に集結   
する日本最大の風力発電専門展です。
ヤマトプロテックは、エアロゾル消火装置『K/SMOKE』、風力発
電機用自動消火装置『エイブル』を展示しました。開催期間中は、
新しい消火装置として、多くのお客様にご注目いただきました。
ご来場された皆様、ありがとうございました。

新発売！

医療施設等に関する法令の主な改正内容
消火器

自動火災報知設備
火災通報装置

スプリンクラー設備

すべての施設に設置

●避難のために患者の介助が必要なすべての
病院・有床診療所。

●患者条件にかかわらず、3,000㎡以上の病院・
有床診療所。（基準面積0～1,000㎡までは水道連結型でも可）

スプリンクラーヘッド

天井

浴室・台所などの給水栓

配水管
給水管

止水栓 水道メーター

消火ポンプ
ユニット

消防法
水道法

適用される法令の種類

地中
地上

水源として必要な水量は、給水管
からの流水に補助水槽の容量を
加えることで確保。

直結・受水槽補助水槽併用式
（水道圧を利用しない場合）

スプリンクラー
設備としての
放水確認のため

認定番号：PTA1-48号

基準面積
1,000㎡未満の
医療施設には、
水道連結型

スプリンクラーの使用が
認められます！

＜2017年度＞
厚生労働省予算要求額

◆医療施設向け
　148億円
◆介護施設向け
　41億円

補助金が活用できます！補助金が活用できます！

燃焼ラジカルの発生

火災の鎮圧・消火

OO

HH

OO HH

OO HH

OO KK

HH KK
KKKK

aerosol

燃焼ラジカル
安定化

連鎖反応（燃焼）の抑制
連鎖反応（燃焼）の継続

火災の拡大
連鎖反応（燃焼）の継続

火災の拡大

KK

KK
KK

KK

OO HH
OO

HH

KK

～消火のメカニズム～
超微粒エアロゾルとして消火成分のカリウム
化合物を放出し、化学反応によって燃焼の
連鎖を断ち切って素早く火災を消火します。

～薬剤とノズルが一体化～
面倒な配管作業が不要な、薬剤とノズルが 
一体設計。電池内蔵。専用ホルダーを使えば、
ネジ止めして制御盤と配線するだけです。

電気・油火災を煙で瞬時に消火！
国内初、エアロゾル消火装置『K/SMOKE』

●工作機械設置イメージ

センサー（熱感知器）センサー（熱感知器）

制御盤

エアロゾル消火装置本体

本体 感知器 制御盤

新発売！
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平野郷入り口にある「大念仏寺（融通念仏宗総本山）」

近鄕一の大きさと格式をもつ「杭全神社」／境内にある記念碑「平野環濠跡」

平野郷内要所にある小さな
石の道標。 町中の民家。土蔵造りも残っている。

街の中心的存在。地獄図絵が残る「全興寺」／昭和初期の建物がそのまま残る「小林新聞舗」

平野名物酒饅頭店「梅月堂」

かつての環濠跡？水路。

※掲載している地図は古地図です。

１３辻にある元辻番所跡（現13辻口地蔵堂「馬場口地蔵」）

かしのいでいる。この実力などから
安土桃山時代には秀吉の知遇を得て、
同じ七家のうち末吉利吉は大坂市中
（末吉橋）に銀座を開くなどした。環濠
都市であったのは平野川を開鑿   
して運河を得たためだったが、水に
強い技術も認められ、前記道頓堀の
開発、そしてご朱印船の免許まで 
得た。末吉丸という船名で海外に 
雄飛したのは江戸時代であった。

　町域の四囲を環濠で仕切って   
どうしたか。この町を通過する旅人も
あったはずだし、修好のために出入
りする人や商人もいたはずだ。四方
八方に通じる道の管理はどうしてい
たのか。実は、ひとつの広大な地域

を濠や運河で仕切っていたわけだ
から、当然そこにはいくつかの出入り
口がなければならない。
　だから町の周囲13カ所に出入り
門を設けた。堺方面へ抜ける道なら
堺口を、流川町へ出る門には流口を、

高野山路へと向かう門
には高野口というふうに。
これを平野郷13口と称し、
往時は関所並みの管理
がされていたらしい。現在
はその跡が、辻々の地蔵
堂として残り、現に地蔵尊
が祀られている。今もって
お参りを日課にしている
人が少なくない。
　この道すじのひとつが
現代の国道25号線に
なったりしているが、地域
内の道路はおしなべて
狭隘、かつ曲がりくねって
おり、守るに易く攻めるに
難儀な町割りだ。現代  
でもこの道路幅だけは 
如何ともしがたく、地元、
平野消防署でこの一帯
を受け持つ消防車は、 
先着隊がすべて小型の
タンク車になっている   
ほどだ。

　町屋のたたずまいも、いまだに木
造漆喰塗りの真壁仕上げがけっこう
目につく。つまりは町全体が火災に 
弱いのだ。消防署もとっくにそれを
知っているから、この地域一帯を火災
発生の危険性が高い街としてマーク
している。むろん町側もその点は   
分かりすぎるほど分かっているから、
準備についても疎かにはしていない。
　消防署から言われる前に、すでに
強固な自衛防災組織は立ち上げて
いたし、各班ごとに行われる防災訓
練の頻度も半端ではない。ひとつに、 
大阪市内では珍しい例に属する  
地域の地車（だんじり）組織が、いま
だ有効に働いており、これが地域と  
結びついて種々の行事、訓練などを
活発化させている。むろんこの背後
には、かつての坂上一族および七家
の結束が、姿を変えて現代に生き 
延びていることを伺わせる。
　中世から現代まで、およそ700年
間に及ぶ自衛意識が、いまだに継続
している町とは何なのか。確かに町
のたたずまいや民家の建築様式も   
変わったし、生活様式も激変して  
いる。だが、道路幅は基本的に従来
のまま、マンションなど大型高層    
建物が一切建てられない建蔽率、
容積率の限界。そういった現代性を
差し引いても、なぜかミステリアスな
雰囲気がそこここに漂っている。
　筆者は、大阪市が建てた

く ま た

杭全神社
横の『環濠都市遺跡』碑を見ながら
「まちの在り方とはいったい何な    
のだ？」深く考え込んでしまった。

こんにちは！

ア
災

カ
ラ
トル

防 この町の今のありよう

そのむかし昔

　読者のみなさんは「環濠都市＝ 
かんごうとし」という言葉をご存じ  
だろうか。環濠とは、字義のごとく   
濠や運河など水路で区切った町に
よって栄えた国をいう。もちろん大阪市
全体を指すような巨大な国ではない。
小さな地域だけれど、他からの干渉
や征服を嫌って、その地域がハリ  
ネズミのように武装し、あるいは守り
を固くして外敵に備える。
　自治意識と自衛力が強い、言い換
えれば独立独歩で運営されていた
自由都市だとも言える。これが実は
現代でもそのまま残っている地域が
ある。大阪市のもっとも南端に位置
する平野町の一部がそれだ。人呼
んで『平野郷』、かつては堺市と並ん
で、自治都市として知られていた。
　もともとは征夷大将軍・坂上田村麿
の第二子廣麿が平安時代からこの
地を治めていたとされ、やがては   
彼の子孫である七家が共同で統治
に当たった。ちなみにそのうちの   
一家・成康道頓は中央区の道頓堀
の開鑿者としても知られている。この
七家はたいへん結束が固く、平野郷
を守るためには一致団結して敵に
当たった。
　特に室町時代（1467）の応仁の乱
でもここが戦場になりかけたが何と

「大阪市平野郷界隈」で～す！
……700年間自衛する町……
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南  久美子の

とワールドほっ！
南  久美子の

とワールドほっ！
＊PROFILE＊

＊（公社）日本漫画家協会会員 NPO法人癒しのほっ代表  ＊著書「今日はいいことありそうだ」（光村推古書院発行）など

京都市出身 京都市在住
笑いで心と身体を癒すユーモアセラピストとして各地で作品展・講演を開催中

機械泡（水成膜）消火器
『YVFシリーズ』
これまでご愛用いただいていた業務用機械泡消火器『ファイ
ティングフォームA』の薬剤が新しくなり、『YVFシリーズ』として
生まれ変わります。
バイオエタノール混合ガソリン等のアルコール配合燃焼火災に

対し、高い消火能力を発揮します。今後は、新型の
YVFシリーズをよろしくお願いいたします。ここが

スゴイ！

◆ETBE/E3（エタノール混合ガソリン）
ガソリンにエタノール（エチルアルコール）を一定
量混ぜた自動車燃料で、エタノールの混合
割合が3％のものをE3ガソリンといいます。

◆NON-PFOS
国際的に規制が進んでいる、有機フッ素   
化合物（PFOS類）は含有していません。

かけがえのない命や大切な積荷を守り、安全走行をサポート   
する自動車用粉末（ABC）消火器が、加圧式から蓄圧式に生ま
れ変わって新登場。経年劣化による破裂事故のリスクが少ない
蓄圧式になることで、今まで以上の安全性と安心感を提供     
できます。既存のYAM-20X（20型）に、新製品YAM-4XⅡ    
（4型）とYAM-10XⅡ（10型）が加わり、自動車用消火器の蓄圧式

ラインナップが揃いました。
加圧式からの交換をぜひお勧めください。ここが

スゴイ！

◆車の振動に強い
取り外しワンタッチの専用ブラケット（保持装置）でがっちり
固定。ブラケットは耐食性に優れてサビにくいステンレス
製のバンドを採用。

◆指示圧力計ゲージをしっかりガード
衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは
金属製カバーを採用。

自動車用粉末（ABC）消火器が、
より安全な蓄圧式になります。

※写真は開発中のものです。実際の商品と異なる場合があります。

NON-PFOS

総質量
薬剤量
全 高

約5.8kg
3.0L
約54cm

YVF-3
約11.8kg
6.0L
約67cm

YVF-6

リニューアル！
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ETBE/E3

YVF-3 YVF-6

総質量
薬剤量
全 高

約3.60kg
1.8kg
約44.2cm

YAM-4XⅡ
約6.02kg
3.5kg
約51.5cm

YAM-10XⅡ

危
NS

消

7

0

9.8

×10-1MPa

SUS

指定数量以上の危険物を運送する自動車

粉末（ABC）消火器3.5kg以上 10型又は20型

粉末（ABC）消火器1.8kg以上 4型、10型、20型のいずれか

NS
消

7

0

9.8

×10-1MPa

SUS

乗客定員11人以上の自動車

バ ス

設置例
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Yまがじんへのご意見ご感想や
防火防災のひと工夫・体験談の
あれこれをお寄せください。
本誌に掲載させていただいた方
には粗品をプレゼントいたします。
P.14クイズ応募方法に記載して
いる宛先へお送りください。
たくさんのおたよりお待
ちしております！！

Quiz
Y-Town

ハガキにクイズの答え・住所・氏名（ふりがな）・
年齢・職業とYまがじんへのご意見・      
ご感想等をご記入のうえ、下記宛にお送り
ください。

正解者の中から抽選で5名様に『住宅用   
火災警報器』をプレゼント！

消防庁の報告によりますと、平成
27年の総出火件数、総死者数は、
ともに前年に比べて減少してい   
ます。火災は予防することができる
災害。火の始末に注意を払い、  
火災を発生させないよう気を配って
ください。さらに、万が一に備えた 
警報器や消火設備の設置で、被害
を最小限に抑えられるようにしま 
しょう。春は火災発生率が低い   
時期ですが、だからこそ油断するこ
となく火災予防に努めてください。

前号の答え

編集室応募方法 前号の当選者

埼 玉 県
東 京 都
滋 賀 県
大 阪 府
兵 庫 県

さま
さま
さま
さま
さま

●
●
●
●
●

S
O
O
A
F

S
H
A
Y
D

.

.

.

.

.

Yまがじんをいただくことが楽しみと
なっています。TVのニュースに関連した
記事を編集しておられる方にお礼を  
申し上げます。よくこんなに詳しくわか
りやすくまとめられて…。すばらしい  
ので、つい「まだかなぁ」と思ってしまい
ます。「次はどんな事書いてる？」って。
私は記事を読んで少しでも日常に活か
せたらなぁと思います。小さな冊子に  
大きな課題と向き合う人にバンザイ!! 
どうか身体に気をつけて、また読ませて
くださいね。ありがとうございます。私は
一人の女の子の親です。もう大きくなり
ましたが、ハラワタを引き裂くような   
事故に苦しくなります。日々消火器の 
重要性を感じています。

〔編集室〕読者の皆さまの暮らしに役 
立てられる情報を発信できるよう、    
スタッフ一同力を注ぎます。これからも
ご愛読よろしくお願いいたします。

滋賀県 Mさん

私の家にも住警器が設置されています。
あまり気にして見たことがありませんで
したが、適切な維持管理方法の記事を
読み、自分の家の住警器も手入れと作動
確認を行いました。住宅火災の中で、 
逃げ後れによる死者が多い中、特に高
齢者が住んでいる家は定期的に確認を
する必要があると感じさせられました。
祖父母の家もしっかりと確認する必要
があると思ったので、これを機に見に  
行きたいと思います。時期に応じての  
防災関係の記事があれば良いかなと 
思いました。例えば、冬に多い火災例。 
よく起こる火災例など。

〔編集室〕せっかく設置していただいた
警報器も、きちんと作動しなければ効
果を発揮できません。ぜひ定期点検を
よろしくお願いいたします。また、火災事
例についてなどタイムリーな話題も積
極的にご紹介したいと考えています。

滋賀県 Oさん

昔から、地震、雷、火事…と、会合の度に
聞いてきました。去年は火の不始末で
日本国中あちこちで火災が発生し、   
悲しい年でした。防災設備は一番大切
ですが、火事を出さないよう、一人ひとり
が気をつけてもう一度確認する余裕を
持つべきだと思います。類焼で思い出、
財産がなくなった人々が、今どうして  
いらっしゃるか…。

〔編集室〕火災が発生するたびに「なん
とか予防できなかったのだろうか」と、
胸を痛めています。地震や雷と違って、
火災は発生を予防できる災害です。  
日頃からの心配りを忘れないようにして、
皆で火災予防に務めたいと思います。

岐阜県 Kさん

いつも興味深く拝見させていただいて
います。住宅用火災警報器の交換需要
が増加していることを知り、今後の業務も
検討していく必要があると感じました。
クイズ、難しかったです…

〔編集室〕住宅用火災警報器は設置が
義務化されてから10年を超え、交換の
時期となっています。点検を含めた交換
需要にぜひご対応ください。クイズは、
スタッフも実は苦戦しております。（笑）

大阪府 Yさん

住宅火災で高齢者の死者数が年々   
増加しているようであり、今後住宅防火
対策が求められるように感じています。
安価で効果的な機器の開発を期待して
います。今年も楽しみに読ませていただ
きます。

〔編集室〕消火器は初期消火に力を   
発揮するので、どなたでも簡単に使え
るよう工夫をこらしています。今年も  
使いやすさや手頃な価格を追求した 
新製品の開発に務めますので、ご期待
ください。

大分県 Iさん

※お送り頂きました個人情報につきましては、
クイズの当選に関する対応以外には使用いた
しません。

〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2
ヤマトプロテック株式会社

Yまがじん編集室Quiz Y-Town 係

間違いピース

クイズ〆切りは5月10日（当日消印有効）
正解は次号発表します。

1 と 9

バラバラになったピースを元の絵にあてはめると、1つだけ絵柄の少し異なる
ピースがあります。A～Hの中から探し出してお答えください。
（※印刷による汚れやカスレは違いには入りません）
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