
鹿角広域行政組合消防本部管内
出 動 件 数

平成２３年１月～平成２３年９月末
総出動件数 １２８４件消

防
①火 災 ２１件

②救 急 １１１６件

③救 助 ２５件

④自然災害 １１件

⑤遭難捜索 １０件

⑥そ の 他 １０１件
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東日本大震災 ２０１１．３．１１

第48回秋田県消防操法大会
（秋田県消防学校）

☆小型ポンプ操法の部・・優勝
鹿角市消防団第5分団第1部（尾去沢）

(鹿角市消防団は２０年ぶりの優勝、第５分団第１部は初優勝)
☆ポンプ車操法の部・・優勝
小坂町消防団第4分団 万谷班
(４分団は７年ぶり３度目の優勝)

☆鹿角支部・・総合優勝

9月８日（木）

消 防 団 員 募 集 中 ！ ！
「地域のために何か役に立ちたい」

１８歳以上であれば男女問わず募集しています。

消防団の活動内容等、詳しくは消防本部総務課や小坂町役場町民課

またはホームページをご覧ください。

◎消防本部・消防署 電話 ２３－５６０１ 代 ◎十 和 田 分 署 電話 ３５－２００６

◎小 坂 分 署 電話 ２９－２１１９ みなさんからのご意見お待ちしております
連絡・問い合わせ先

鹿角市、小坂町で発生した災害情報を携帯電話やパソコンにｅメールで配信しています。ご
利用される方は登録が必要ですので、消防署へ来ていただくか、下記のメールアドレスへ氏名
と登録するメールアドレス、連絡先の電話番号を明記して送信して下さい。

携帯電話サイト用
ＱＲコード

消防団による火災想定訓練が行われます。

①場所：鹿角市‥鹿角市南学校給食センター(八幡平長嶺)

小坂町‥藤原地区道の駅周辺(小坂七滝）

②日時：平成２３年１１月６日（日）早朝

また、訓練後の午前中に消防車による

防火パレードも実施されます。

ご協力よろしくお願いします。

平成２３年１１月 ６日（日）

～１１月１２日（土）

秋の火災予防運動

応急手当の専門知識と技術を身につけ職場や

住民に広く応急手当の必要性と技術を普及させ

るために活動していただく人材を育成するため。

１８歳以上 鹿角市･小坂町在住､在勤者

１２月７日～９日（３日間）

８時３０分～１７時３０分

１８人

鹿角観光ふるさと館 あんとらあ 多目的ホール

テキスト代(\4,800）が必要となります。

テキストについては申し込みの際詳細を

お伝えします。

１１月２３日（水）（定員になり次第締め切り）

電話で、お申込みください。

鹿角広域行政組合消防署 救急救命士他

心肺蘇生法・ＡＥＤの取扱い方法・

その他救命に必要な応急手当の指導技法

鹿角広域行政組合消防署 救急班

ＴＥＬ ０１８６－２３－５６０１

防火防災意識の高揚、地域ぐるみの防災体制の確立を目的

として、昭和62年11月9日に「119番の日」として設定さ

れました。正しい119番通報とは、どのようなものかご存

知ですか？

消防は、119番通報により最も近い消防署から消防車、

救急車など、適切な車両を直ちに出動させます。もし場所や

状況を正しく伝えられなければ、現場への到着が遅れてしま

い災害が拡大し大参事となることや、助かる命が助からなく

なる場合があります。そのためにも、普段から電話のそば

に、自宅の場所の説明（目標）や電話番号など必要事項を書

いたメモを貼っておくと、いざという時に慌てずに正確な通

報が可能になります。

119番通報の約８割が救急に関するもので、現場到着時

間は全国平均7.9分と、ここ10年間で1.8分長くなるなど、

遅延傾向にあります。タクシー代わりに救急車を要請するこ

とは控えて下さい。

119番通報の前に、もう一度考えて下さい。

☆本当に救急車を必要とする人のため、

一人でも多くの命を助けるために・・・。

救急車の適正利用にご協力をお願いします。

１１月９日は １１９番の日

火災予防巡回

について
火災予防巡回の時間が変更になりました。

以前は19時から巡回を実施していましたが、

夕方16時頃からの巡回になります。

あわせて、音声による広報が聞こえにくい

とのご指摘があり、

警鐘のみで巡回を実施していますので

ご理解をお願いします。

※火災予防週間中の７時と１９時にはサイレン又は

警鐘が鳴りますので、火災と間違わないようにご注意下さい。
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鹿角市・小坂町地区別設置率

住宅用火災警報器
完全義務化

「住宅用火災警報器」の設置が完全義務

化に伴い鹿角市・小坂町管内にて８月から

９月にかけて設置状況の調査を実施しまし

た。

お忙しい中ご協力いただき、ありがとう

ございました。

結果は右のグラフのとおりです。

全 国 ７１．１％

秋 田 県 ６２．８％

平成２３年９月末現在
平成２３年６月末現在 総務省

鹿角広域 ６２．１％
鹿 角 市 ６０．６％
小 坂 町 ７０．１％

① 給油する時は、必ず火を消してから行う。

・給油タンクが取り外せるカートリッジタイプのものは、必ず火を消してから

取り外し、給油後はカートリッジのキャップを確実に閉めて

から元の位置に納める。

② 暖房器具の近くに燃えやすい物を置かない。

③ 暖房器具の近くにスプレー缶などを置かない。

④ 就寝時や外出時には火を消す。

⑤ 地震が発生した場合は、あわてずに火を消す。

◎ 特に①、②は管内でも毎年火災発生原因になっています。注意して使用しましょう！！

暖房器具の取り扱いは大丈夫ですか？
★ 寒い時期を迎えると、石油ストーブなどの暖房器具を使用する機会が

多くなります。暖房器具を使用する際は次の点に注意してください。

鹿角消防

緊急消防援助隊の活動

東日本大震災

☆平成２３年 ３月１１日～４月４日

（岩手県宮古市・山田町）

☆平成２３年 ４月２５日～４月２８日

（宮城県登米市・南三陸町）

・延べ８２隊／２４６名

車両８２台

・内容：人命救助

火災消火

救急救護

（岩手県内での活動）

被災された皆様に心よりお見舞い申し

上げます。1日も早い復旧・復興をお祈

り申し上げます。

卓上コンロ 携帯ラジオ

懐中電灯、ろうそく

ライター、マッチ、予備電池

笛、コンパス、軍手

消火器、ジャッキ

バール、のこぎりなどの工具

簡易トイレ

生理用品、ウェットテッシュ

内服薬

解熱鎮痛薬・かぜ薬（総合感冒薬）、

総合胃腸薬、整腸薬、下剤など

外用薬

消毒薬、痒み止め軟膏・湿布薬、目薬など

処置用品

体温計、救急絆創膏、滅菌ガーゼ、包帯、

綿棒、氷まくら（瞬間冷却パック）など

水（1人1日3L目安）

食料・レトルト食品、インスタント食品

・乾パン、菓子類、

・缶詰、チョコレートなど

缶切り、ナイフ

サランラップ、給水用ポリタンク

紙コップ、割り箸

救 急

衛生用品

燃 料
照明器具

避 難

救助用品

食 料

関 係
水

スリッパ（避難用に枕元に置く）

カップ

ラーメン

缶詰
缶詰

そそ
なな
ええ
てて

～あなたとあなたの家族を守るために～

３ 災害用備蓄品リストをチェック！

避難場所をチェック！１

正しい情報をチェック！2

ブルーシート、ロープ、ビニール袋

災害発生時、避難地、避難場所となるのは主に公園、市民センター、小中学校などです。

自宅周辺の状況を把握し、最も安全にすばやく移動できる避難所を決め、実際に歩いて確認しましょう。

家族が離れ離れになることも考えられます。家族の集合場所についても事前に話し合っておきましょう。

大きな被害が出て混乱しているときは、往々にして誤った情報が流れやすくなります。テレビやラジオ

の情報に注意し、安易なデマには惑わされないようにしましょう。また正しい情報を発信するためにも、

ＮＴＴが提供する『災害用伝言ダイヤル１７１』などの安否確認手段を事前に確認しておきましょう。

完全義務化に伴い、悪質な訪問販売等が予想され
ます。不適正な訪問販売の被害にあわないよう十分
注意して下さい。

宮古市

山田町

南三陸町

登米市


