平成２９年

秋の 火災予防運動
全県一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
【運動期間：１１月５日（日）～１１月１１日（土）】
（平成29年度全国統一防火標語）

「火の用心

ことばを形に

習慣に」

暖かいストーブが恋しい季節になりました。
空気が乾燥し、暖房器具を使う機会も多くなる 今の時期は、火災が発生しやすい
時期です。
火災から身を守るためには、火を出さないため日頃からの“備え”と“心がけ”そし
て、いざ火災が起きた時の“早期発見”や“初期消火”が大切です。
火災に対する日頃の備え 「住宅防火 命を守る ７つのポイント －３つの習

慣・４つの対策－」 を確認し、家族みんなで火災予防に努めましょう。

住宅防火 いのちを守る ７ つのポイント
《３つの習慣》
□ 寝たばこは、絶対やめる。
□ ストーブは、燃えやすいものから離れた場所で使用する。
□ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

《４つの対策》
□ 逃げ遅れを防ぐために、住宅火災警報器を設置する。
□ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎商品を使用する。
□ 火災を小さいうちに消火するために、消火器等を設置する。
□ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

大仙市・大仙市消防団大曲支団

☆家族の命をまもる☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

住宅火災警報器ついていますか？
平成２３年６月から、一般住宅への住宅用火災警報
器の設置が義務化されています。
皆さんのお宅では設置はお済みでしょうか？

◎「設置が義務化」されている場所

＝

寝室、階段

◎「設置が推奨」されている場所

＝ 台所

※台所に設置する場合は「熱感知式警報器」をおすすめします
予期しない火災から、大切な家族の命を守るためにも、適切な設置をお願いいたします。

☆地域防災の希望の星☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

消 防 団 員 募 集 中 !!
大仙市では消防団員を募集しています
ご興味のある方は担当までお問い合わせ下さい
□条件

①大仙在住

□待遇

・
・
・
・

★担当

②１８歳以上の健康な方

③男女不問

年報酬をお支払いします（36,500 円～）
出動手当をお支払いします（１日の災害出動で 4,400 円）
５年以上勤続された方に退職報償金をお支払いします
消防団活動での負傷等に対して補償制度があります

市役所 総合防災課 ６３－１１１１（内線２８８）★

www.os-kouiki.org/gyoumu/syoubou/menu.htm

サイレンが鳴ったけど？消防車が
通ったけどなにかあったの！？
今起きている災害・火災の情報を
お知らせしております。

大曲仙北広域市町村圏組合ホーム
ページ内にある「消防」をクリックし
てください！
消防の仕事を紹介しております。ま
た、各種申請書や届出用紙がダウ
ンロード出来ます。

平成２９年

秋の 火災予防運動
全県一斉に秋の火災予防運動が実施されます。
【運動期間：１１月５日（日）～１１月１１日（土）】

原稿
（統一標語）

「火 の 用 心

こ と ば を 形 に 習 慣 に」

暖かいストーブが恋しい季節になりました。空気が乾燥し、暖房器具を使う機会も多くな
る今の時期は、火災が発生しやすい時期です。
火災から身を守るためには、火を出さないため日頃からの “備え”
備え” と “心がけ”
心がけ”
そして、いざ火災が起きた時の “早期発見”
早期発見” や “初期消火”
初期消火” が大切です。
火災に対する日頃の備え 「住宅防火 命を守る ７つのポイント」
７つのポイント」 を確認し、家族みん
なで火災予防に努めましょう。
※11月5日（日）午前7:00から「一ツ森公園」を会場に消防訓練を実施しますので
付近を通行の際はご協力お願いいたします。また防災行政無線のサイレンが鳴ります。

住宅防火 命を守る ７つのポイント
《３つの習慣》
□ 寝たばこは、絶対やめる。
□ ストーブは、燃えやすいものから離れた場所で使用する。
□ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

《４つの対策》
□ 逃げ遅れを防ぐために、住宅火災警報器を設置する。
□ 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
□ 火災を小さいうちに消火するために、住宅用消火器等を設置する。
□ お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

大仙市・大仙市消防団仙北支団

☆家族の命をまもる☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

住宅火災警報器ついていますか？
平成２３年６月から、一般住宅への住宅用火災警報
器の設置が義務化されています。
皆さんのお宅では設置はお済みでしょうか？

◎「設置が義務化」されている場所

＝

寝室、階段

◎「設置が推奨」されている場所

＝ 台所

※台所に設置する場合は「熱感知式警報器」をおすすめします
予期しない火災から、大切な家族の命を守るためにも、適切な設置をお願いいたします。
☆地域防災の希望の星☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

消 防 団 員 募 集 中 !!
大仙市では消防団員を募集しています
ご興味のある方は担当までお問い合わせ下さい
□条件

①大仙在住

□待遇

・
・
・
・

②１８歳以上の健康な方

③男女不問

年報酬をお支払いします（36,500 円～）
出動手当をお支払いします（１日の災害出動で 4,400 円）
５年以上勤続された方に退職報償金をお支払いします
消防団活動での負傷等に対して補償制度があります

★担当 大仙市仙北支所 市民サービス課 63-3003（内線 130）★

www.os-kouiki.org/gyoumu/syoubou/menu.htm

サイレンが鳴ったけど？消防車が
通ったけどなにかあったの！？
今起きている災害・火災の情報を
お知らせしております。

大曲仙北広域市町村圏組合ホーム
ページ内にある「消防」をクリックし
てください！
消防の仕事を紹介しております。ま
た、各種申請書や届出用紙がダウ
ンロード出来ます。

平成29年春の火災予防運動
全県一斉に春の火災予防運動が実施されます。
【運動期間：4月2日（日）～4月8日（土）】
（統一標語）

「消しましょう その火その時 その場所で」
＝＝３つの習慣＝＝
☆寝たばこは、絶対にしない
☆ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
☆ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す

７つのポイント
＝＝４つの対策＝＝
☆逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
☆寝具や衣類からの火災を防ぐために、防炎製品を使用する
☆火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する
☆お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る

火災は間違った火の取扱い方により発生します。わが家とその周辺をチェックして、しっかりと予
防に努め、いざという時に慌てないように近くの消火設備なども確認しておきましょう。

チェック
チェック
点検項目
点検項目
コンセントに埃が溜まっている
家の周りに燃えやすい物を置いている
ゴミは収集日以外の日でも出してしまうことがある
寝室に灰皿を置いている
住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置していない
寝たばこをしてしまうことがある
近くの消火器の場所がどこだかわからない
コンロの近くに燃えやすいものがある
タコ足配線している場所がある
火を使用している時に、離れてしまうことがある
※もしチェック

があれば無くなるように改善しましょう。

大仙市・大曲消防署東分署・大仙市消防団仙北支団

住宅用火災警報器ついていますか？
平成２３年６月から、一般住宅への住宅用火
災警報器の設置が義務化されています。
皆さんのお宅では設置はお済みでしょうか？

◎「設置が義務化」されている場所

＝

寝室、階段

◎「設置が推奨」されている場所

＝ 台所

※台所に設置する場合は「熱感知式警報器」をおすすめします
☆地域防災の希望の星☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

消防団員 募集中!!
大仙市では消防団員を募集しています。ご興味のある方は担当までお問い合わせ下さい。
□条件

①大仙市在住

②１８歳以上の健康な方 ③男女不問

□待遇

①年報酬をお支払いいたします（36,500 円～）
②出動手当をお支払いいたします（１日の災害出動で 4,400 円）
③５年以上勤続された方に退職報償金をお支払いいたします
④消防団活動での負傷等に対して補償制度があります

★担当

大仙市役所仙北支所市民サービス課
大仙市役所仙北支所市民サービス課 ６３－３００３
６３－３００３（内線
３００３（内線１３０
（内線１３０）
１３０）

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

www.os-kouiki.org/gyoumu/syoubou/menu.htm

サイレンが鳴ったけど？消防車が
通ったけどなにかあったの！？
今起きている災害・火災の情報を
お知らせしております。

大曲仙北広域市町村圏組合ホーム
ページ内にある「消防」をクリックし
てください！
消防の仕事を紹介しております。ま
た、各種申請書や届出用紙がダウ
ンロード出来ます。

