小型ポンプ操法の部

８月
・
日、米代川河

川敷において、流水救助訓

練を 実施 しまし た。

流れのある河川で、安全

かつ効率のよい救助活動を

行うことを目標に、救助隊

員のほか、延べ 人の職員
が参 加し ました 。

流されてくる要救助者に

水に浮くロープの入ってい

る「スローバッグ」を投げ

て救助する方法や、救助用

ボートで接近して救助する

方法など数種類の救助法を

年に自主防災会を

周年を迎えた蟹

学び まし た。

平成

結成し、

沢自主防災会の訓練が、９

月８日に行われました。

災害対策本部が設置され、

避難誘導、初期消火、救出

訓練などのほか、心肺蘇生

や土のう積み訓練などが実

施されました。婦人防火ク

ラブにより血圧測定や住民

の健康相談を行ったほか、

飲料水を節約出来る「炊飯

袋」を使用して親子で炊き

出しの準備をするなど、積
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秋の火災予防運動
平成 年 月 日 日
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鹿角広域行政組合消防本部管内
出 動 件 数
平成２５年１月～平成２５年９月末
総出動件数
１１５０件

消すまでは
心の警報
ＯＮのまま

１１

寒い季節は、暖房器具を使用する機会
が多くなります。
火の取扱いには十分注意しましょう。

2５

消防団による 火災想定訓練

①日時：平成 年 月 日（日）早朝
②場所：鹿角市：花 輪 鹿角市総合運動公園
八幡平 水沢集落会館
小坂町：三ツ森工業団地

※訓練終了後の午前中に消防車による
防火パレードを行います。

※火災予防週間中、

７時と 時に

サイレン又は警鐘が鳴ります。
火災と間違わないようご注意ください。

１９

か

み重ねてきた経験を充分に

鹿角支部大会を勝ち抜いた鹿角市消防団第５分団と小坂町消防団第４分団は、
７月下旬から朝夕と厳しい訓練を重ね、９月６日に開催された第５０回秋田県
消防操法大会において上記の成績を収めました。上川原班は、小型ポンプ操法
の部に２年連続で出場し、悲願の初優勝となりました。
出場分団員に関係する皆様のご理解、ご協力に感謝申しあげます。

蟹沢自主防災会１０周年

活かした訓練となりました。

小型ポンプ操法の部 小坂町消防団第４分団（上川原班）優 勝
ポンプ車操法の部
鹿角市消防団第５分団（尾 去 沢）第５位
総合成績
鹿角支部
第３位

消防

第５０回秋田県消防操法大会

第 号
平成 年 秋冬号
編集・発行：鹿角広域行政組合消防本部 消
･防署
秋田県消防協会鹿角支部

小坂町消防団第４分団（上川原班）

鹿 角

祝 初優勝

25

１１
１１
３
９

安全な除雪作業のために、次のことに注意しましょう
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

安全な服装で作業！
命綱・安全帯を正しく装着！
２人以上で作業！
はしごはしっかり固定！
足場には特に注意！
屋根の雪のゆるみに注意！
使いなれた除雪道具を使用！
無理な作業はやめましょう！

消防署では自治会単位で命綱の結び方を指導しています。
ご希望の自治会は消防署へご連絡ください。

５月２２日、東京都港区の日本消防会館において
開催された「消防団員確保に関するシンポジウム」
に、鹿角市消防団の黒澤文男団長が出席し、鹿角市
消防団の活動内容や、団員確保の取り組みについて
発表しました。

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。
登録のしかたは市・町のメールアドレスへ空メールを送信するだけ！
返信されたメールに記載されたＵＲＬへ接続し、希望する情報をチェックし、登録完了です。
氏名や連絡先を入力する必要はありません。右のＱＲコードでもＵＲＬを取得できます。
詳しくは、鹿角市・小坂町のホームページをご覧ください。

メール登録用ＱＲコード

鹿角市

・消防団員の方は消防署でも登録できます。
※消防団員の方が登録する際は、消防署（２３－５６０１）へご連絡ください。

情報配信メール登録用ｅメールアドレス
鹿角市：e-kazuno@xpressmail.jp 小坂町：e-kosaka@xpressmail.jp

小坂町

心肺蘇生法
いのち

～いざという時 救えますか その生命～
心肺蘇生法は国際的に統一されており、最新のガイドラインでは胸骨圧迫
（心臓マッサージ）の重要性が強調されてます。

５㎝！

【主な変更点】
●胸骨圧迫を先に行い、人工呼吸はその後。
●胸骨圧迫は「強く、速く、絶え間なく」
・強
く：深さは成人で少なくとも５㎝、小児、
乳児で胸の厚みの約３分の１圧迫する。
・速
く：１分間あたり少なくとも１００回の
テンポで行う。
・絶え間なく ：胸骨圧迫の中断は最小限に。
●ＡＥＤは全年齢に使えます。

暖房器具の安全チェックポイント

００００００
皆さんは道路脇にある
「消火栓」や「防火水槽」
をご存じですか？
これら「消防水利」は
火災現場で放水するため
に、欠かすことができな
いものです。
火災が発生した場合、
消防水利の前に駐車車両
があると消火活動の妨げ
になります。そのため道
路交通法ではこれら消防
水利の周辺に駐車するこ
とは禁止されています。

また、降雪期になると
消防水利に雪が積もり、
スムーズな消火活動がで
きなくなる場合がありま
す。私たち消防職・団員
が常時除雪をしています
が、大雪が降った場合は
消防水利の除雪に対応で
きない可能性があります。
ご自宅付近で雪が積もっ
たままの消防水利にお気
付きになりましたら、除
雪のご協力をお願いしま
す。

大雨に関する気象情報

３．呼吸を調べる
※心肺蘇生は交代しながら行い、より効果的な胸骨圧迫を行いましょう。
胸骨圧迫は救急隊と交代するまで続けてください。
※確実な心肺蘇生法ができるよう、応急手当講習を受講してください。

警報・注意報に先立ち発表

ひもタイプ

警報になる可能性があります

寒さが増し、暖房器具を使用することが多くなって
くる季節。また、これからは空気が乾燥し、火災が
起こりやすくなってきますので、ご家庭の暖房器具
の取扱いについてもう一度チェックしてみましょう。

周囲の安全を確認して、
反応があるかを確かめます。
100回／分の
テンポ！

消防法の改正により、平成 年６月に住
宅用火災警報器の設置が義務化されました
が、当消防本部の管内では、約 ％のご家
庭で設置が進んでいない状態です。
火災を早期に発見し、逃げ遅れを未然に
防ぐことができます。早期に設置をお願い
します。

使わないときコンセントを抜いていますか？
プラグにホコリがたまっていませんか？
電気コードにキズや破れはありませんか？
内部のヒーター線がねじれていませんか？
□
□
□
□

すでに運用が始まっている「特別警報」
は、従来の警報の基準をはるかに超えた、
数十年に一度の大雨や大雪、暴風などが予
想される場合に発表されます。
今年の８月９日、鹿角地域を始め秋田県
から岩手県にかけて大きな被害をもたらし
た豪雨が該当します。
特別警報が発表された
ときは、今まで経験した
ことがないような激しい
雨や暴風など、異常な現
象が起きる状況です。

（電気ストーブ・電気カーペット）
大雨注意報

この段階で
注意を!!

ＡＥＤが届いたら電源を入れ、
胸にパッドを貼り付けます。
ＡＥＤの音声に従い、電気ショック
をするか、胸骨圧迫と人工呼吸を継続します。
※必ず電気ショックをするとは限りません。

ボタンタイプ

（石油ストーブ・石油ファンヒーター）

とりましょう。
決して慌てず、周囲の状況や、市町から
発表される避難勧告などの情報に注意し、
してください。
すでに外が危険な状態になっている場合
には、無理をせずに家の中のより安全な場
所にとどまってください。

大雨の期間、予想雨量、警戒を
要する事項などが発表されます

１．反応を調べる

冬期間になると、除雪機などを使用する
機会が多くなります。その際、ガソリンを
携行缶から給油することがあると思います。
ガソリンは取扱いを誤ると大変危険です。
危険性をよく理解し、正しい貯蔵・取扱い
をお願いします。

□ 給油は火を消してから行っていますか？
また灯油であることを確認してますか？
□ 吸排気筒や煙突に異常はありませんか？
□ 燃料用ホースに亀裂が入っていませんか？
□ ホームタンクに異常はありませんか？

大雨警報

反応がなければ、大きな声で
周囲に知らせ「あなたは１１９番
通報を」「あなたはＡＥＤを」と
協力依頼します。

【ガソリンの危険性】
・ガソリンはマイナス
度で気化します。
・静電気や少しの火花
でも引火します。
・蒸気は溜まりやすく、
目に見えません。

特別警報が発表されるまで（大雨の場合）

暖房器具の上に洗濯物を干していませんか？
カーテンの近くで使用していませんか？
スプレー缶を近くに置いていませんか？
燃えやすいものが近くにありませんか？
不安定な置き方はしてませんか？
暖房器具をつけたまま寝ていませんか？
外出するとき、暖房器具を消していますか？

大雨特別警報

６．ＡＥＤの使用

既に設置されているご家庭でも・・・
・汚れていませんか？
ホコリが付くと火災を感知しにくくなります。
１年に１回は、乾いた布等で拭いてください。
・警報音は鳴りますか？
月に１回程度警報音が鳴るかどうか確認してく
ださい。電池切れや故障の場合、警報音とは違
う音が鳴る機種もあります。お買い上げになっ
たお店やメーカーに問い合わせてください。

【取扱いについて】
・静電気による着火を防ぐため、金属
製の容器で貯蔵しましょう。
・容器は密栓して、日の当たらない風
通しの良い場所に保管しましょう。
・ガソリンを取扱っている場所では、
火気や火花を発生する機械器具の使
用を控えましょう。
・給油時は、車両や発電機などのエン
ジンを必ず停止させましょう。
・容器のキャップを外す前に圧力調整
ネジを緩めて容器内の圧力を開放し
ましょう。
・給油ノズルは給油口に確実に取り付
け、漏れや飛び散りが無いように給
油しましょう。

重大な災害が起こる危険性が高まります

４．胸骨圧迫（心臓マッサージ）

４軒に１軒が
未設置です!!

□
□
□
□
□
□
□
ただちに命を
守る行動を!!

（平成25年9月現在）

必ず金属製のものを！
変形、破損に注意！

始まって
います！

片手を額に当て、もう片方の
人指し指と中指をあごの先端
に当て持ち上げ、口から２回
息を吹き込みます。

普段通りの呼吸が無ければ、直ちに
胸骨圧迫を開始します。胸の真ん中
を連続で３０回圧迫します。

５．気道確保、人工呼吸

少なくとも

胸とお腹の動きを見て、
１０秒以内で普段通りの
呼吸があるかどうか確認
します。

圧力調整ネジ

正常に動作するよう、適正な維持管理をお願いします。

２．１１９番通報とＡＥＤの手配

