
日 時間 内　　容 覚知・伝達

10:28 一般男性 通信
火災入電
「広小路の上海軒で煙が見える。油が燃えているかもしれない。」

119

10:29 通信 第１出動 広報、安心メール

10:30 一般男性 通信
火災入電
「広小路の上海軒で火災。」

119

〃 指揮隊 通信 「指令地番付近に黒煙を確認。」 無線

10:32 上海軒 通信
火災入電
「大町1-2-11　上海軒で火災です。」

119

10:35 指揮隊 通信 「現場到着。炎上火災を確認。」 無線

10:37 指揮隊 通信 火点北側交差点に現場本部開設 無線

10:38 現場本部 通信 「付近への延焼阻止実施中。現時点で逃げ遅れ、けが人等はなし。」 無線

10:47 現場本部 通信 第２出動 広報、安心メール

〃 現場本部 通信 「自然水利の水門調整し、現場付近用水の増水指示。」 無線

10:59 銀行従業員 通信
負傷者情報（救急搬送）
「銀行に来ていた40代女性が煙を吸い具合が悪くなったもの。」

119

11:05 東北電力 通信 糸魚川駅前付近の電力停止 電話

11:21 JA職員 通信
火災延焼情報
「ひすい農協３階より見ているが、旧しまみち書店屋根下見から火が見え
る。」

119

11:35 現場本部 通信 第３出動 広報、安心メール

12:08 現場本部 通信 上越消防・新川消防へ応援出動要請 無線

12:18 現場本部 通信 北越銀行から丸仁家具まで延焼拡大中。現場本部を第四銀行前へ移動。 無線

12:26 現場本部 通信 第４出動 広報、安心メール

12:26 一般男性 通信
火災延焼情報
「現在、永野医院付近まで火が来ている。」

119

12:30 通信 避難勧告発令（本町、大町２丁目） 広報

12:37 現場本部 通信 「消火には更に大量の水が必要。大型水槽車等の支援要請。」 無線

12:42 通信 避難勧告・火災情報（経過） 安心メール

12:47 通信 現場本部
糸魚川地区生コン組合に給水要請（ミキサー車23台）
国土交通省北陸地方整備局に支援要請（排水ポンプ車４台、照明車８台）

無線

12:57 市民 通信
負傷者情報（救急搬送）
「女性が火災現場付近で転倒したもの。」

一般電話

13:00 糸魚川市災害対策本部設置

〃 通信 火災情報（経過） 広報

〃 通信
県消防課

新潟市消防局 火災即報 FAX

13:10 通信
新潟市消防局
上越消防 新潟県広域応援要請 電話

〃 通信 現場本部 国道８号線通行止め開始（寺町交差点～横町交差点） 無線

13:25 通信 火災情報（経過） 広報

13:31 通信 国道８号線通行止め 安心メール

13:46 現場本部 通信 「約50軒焼失。更に延焼中。」 無線

指示元　→　指示先

通信対応記録表
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日 時間 内　　容 覚知・伝達指示元　→　指示先

通信対応記録表

13:54 通信 火災情報（経過） 安心メール

15:00 通信 火災情報（経過） 広報

15:27 現場本部 通信 ショートステイ山下に現場本部移動 無線

15:45 通信 北アルプス 北アルプス消防へ応援要請 電話

16:00 通信 火災情報（経過） 広報、安心メール

16:30 通信 避難勧告（本町、大町２丁目、追加：大町１丁目） 広報、安心メール

17:05 通信
県消防課

新潟市消防局 火災即報（第２報） FAX

17:07 通信 避難勧告・火災情報（経過） 安心メール

17:31 現場本部 通信
負傷情報（救急搬送）
「活動中の消防団員が目の痛み。」

電話

17:45 県指揮支援隊 通信 金七前に県指揮支援隊現場本部開設 無線

18:00 通信 火災情報（経過） 広報、安心メール

19:00 通信 火災情報（経過） 広報、安心メール

19:15 現場本部 通信 丸仁ビル前に現場本部移動（県指揮支援隊と合同設置） 無線

20:00 通信 火災情報（経過） 広報、安心メール

20:50 現場本部 通信 火災鎮圧 広報、安心メール

21:05 現場本部 通信 糸魚川市建設業協会へ重機の支援要請（重機３台） 無線

21:11 現場本部 通信
負傷情報（救急搬送）
「消防団員が釘の踏み抜き。」

電話

2:56 糸消防１ 通信
負傷情報
「消防団員３名が目の痛み。」

無線

7:15 通信
県消防課

新潟市消防局 火災即報（第３報） FAX

9:32 現場本部 通信
負傷情報（救急搬送）
「消防団員が釘の踏み抜き。」

電話

9:54 富山防災ヘリ 通信 消防職員搭乗し上空撮影開始 無線

11:20 現場本部 通信
負傷情報
「消防団員が喉の痛み。」

無線

15:00 通信
県消防課

新潟市消防局 火災即報（第４報） FAX

15:40 現場本部 通信
負傷情報
「消防団員が膝の痛み。」

無線

16:00 現場本部 通信 「県広域応援隊の活動終了。今後は糸魚川隊のみで対応する。」 電話

16:30 現場本部 通信 鎮火 無線

16:45 通信
県消防課

新潟市消防局 火災即報（第５報） FAX

17:21 対策本部 鎮火 広報、安心メール

17:30 現場本部 通信 現場本部閉設 無線

18:00 現場本部 県広域応援隊解隊式
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