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令和二年の新
春を迎え︑県民
の皆様並びに消
防職・団員はじ
め消防関係者の
皆様に謹んで御挨拶を申し上げます︒
皆様には︑日ごろから地域住民の
生命 財
･ 産をあらゆる災害から守る
ため︑昼夜を問わず活動され︑様々
な努力をされていることに心から感
謝と敬意を表します︒
昨年九月︑中田前会長の後任とし
て私が会長に就任いたしました︒
消防を取り巻く環境は依然厳しい
状況にありますが︑消防職・団員の
士気高揚と資質向上に鋭意努めてま
いりますので︑よろしくお願いいた
します︒
昨年を振り返ってみますと︑六月
二二日に由利本荘市で﹁第七二回秋
田県消防大会﹂を開催しました︒
県内各地域から五〇〇名を超える

令和元年度全国統一防火標語

ひとつずつ
いいね！で確認
火の用心

秋田市山王７丁目５−29
株式会社 松原印刷社
電話 018−862−8760
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消防職員・団員が参加し︑一五回目
となる意見発表会では︑各支部から
選出された消防団歴四〇年のベテラ
ンから二年の団員まで︑消防活動に
対する提言等を発表しました︒
八月二四日には﹁第五六回秋田県
消防操法大会﹂を開催しました︒
各操法部門とも士気が高く︑白熱
した競技が展開されました︒
九月一九日︑青森市で﹁第二五回
全国女性消防団員活性化青森大会﹂
が開催され︑本県から一一〇名︵女
性団員五一名︶が参加しました︒
他県の女性団員の防災意識の高さ
と多彩な取組に参加者の多くが刺激
を受け︑自らの活動を広げていくヒ
ントを得ることができました︒
一一月一三日︑横浜市で﹁第二四
回全国女性消防操法大会﹂が開催さ
れ︑本県から秋田市女性消防隊が出
場しました︒
残念ながら入賞には届きませんで
したが︑優れたチームワークで大い
に健闘しました︒
さて︑昨年一月︑能代市で発生し
た住宅火災の消火活動中︑消防職員
二名が殉職する痛ましい事故が発生
しました︒

改めて︑お二人の御冥福をお祈り
しますとともに︑御遺族の皆様に心
からお悔やみ申し上げます︒
安心・安全に対する地域住民の期
待が高まるなか︑その負託に応えて
いくために︑私たち自身の安全を確
保することが極めて重要であると決
意を新たにしました︒
また︑昨年︑関東地方に大きな被
害をもたらした台風や風水害のよう
に︑これまでの予測や経験を超える
災害がいつでもどこでも発生するよ
うになってきております︒
こうした事態に対応するために
は︑消防職・団員の装備の充実や教
育訓練︑さらに地域住民を巻き込ん
だ防災減災の備えが一層重要になっ
てきます︒
消防の果たす役割が多様化するな
か︑皆さまには︑地域における消防防
災の要として︑これまで培われてき
た知識と豊富な経験を活かし︑御尽
力を頂きますようお願いいたします︒
本年が災禍なく平穏な年になりま
すことと︑皆様にとって充実した素
晴らしい年でありますことを祈念
し︑新年の御挨拶といたします︒

本年もよろしく
おねがいします!

令和２年１月15日（毎月１回15日発行） №791
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令和二年の
新春を迎えて
秋田県知事

佐竹

敬久

令和二年の輝
かしい新春を迎
え︑県内消防関
係者の皆様に謹
んで新年のお慶
びを申し上げます︒
皆様には︑平素から消防活動に精
励していただいていることに対しま
して︑深く敬意を表します︒
さて︑昨年の国内での主な災害を
振り返りますと︑九月の台風第一五
号では︑暴風により三四二棟の全壊
を含む約七万四千棟の住宅が被害を
受けたほか︑電柱の倒壊などによる
大規模な停電が発生するなど︑大き
な被害が生じました︒
また︑一〇月の台風第一九号で
は︑死者︑行方不明者を合わせて一
〇二名が犠牲になったほか︑多数の
河川の決壊や氾濫により多くの家屋
等が浸水するなど︑記録的な災害と
なりました︒改めて心からお見舞い
申し上げます︒
本県においては︑大雨や台風など
の災害はありましたが︑幸いにも亡
くなった方が出なかったことは︑市
町村をはじめ︑地域防災を支える消

防団員の皆様が︑適時的確な住民の
避難活動に従事されたおかげである
と考えております︒
さらに︑台風第一九号の際には︑
秋田県緊急消防援助隊として︑県内
一三消防本部から計二二八人が宮城
県丸森町に出動し︑行方不明者の捜
索や住民の救助・誘導︑避難所や病
院への搬送などの支援を行っていた
だいたことに︑深く感謝申し上げま
す︒
県としましては︑自然災害や火災
などから県民の生命と財産を守り︑
安全安心に暮らせる社会を維持して
いくため︑各市町村︑消防本部との
連携をより強固にし︑消防・防災体
制や救急救命体制の更なる向上をは
じめ︑消防団や自主防災組織の強化
など︑総合的な防災力の向上に取り
組んでまいります︒
昨年一一月には︑
﹁全国女性消防操
法大会﹂が横浜市で開催され︑本県代
表の﹁秋田市女性消防隊﹂が︑二七位
の成績を収めました︒今後も︑地域防
災力の強化に向けた技術力向上に期
待しております︒
県では︑引き続き︑女性消防団員
の情報交換の場である﹁秋田県女性
消防団ネットワーク会議﹂や若手消
防団員によるイベントを支援するな
ど︑消防団活動の活性化を促進して
まいります︒
結びに︑本年が火災や災害のない

平穏な一年でありますことと︑皆様
方の一層の御健勝︑御活躍を祈念い
たしまして︑年頭のあいさつといた
します︒

新年の
御挨拶
鉱一

秋田県議会議長

加藤

令和二年の輝
かしい新春を迎
え︑消防関係者
の皆様に謹んで
御挨拶を申し上
げます︒
皆様には︑常日頃より防災の最前
線にあって︑県民の生命と財産を守
るため︑昼夜の別なく献身的に御尽
力いただいていることに対しまして︑
県議会を代表して心から敬意を表す
るとともに厚く御礼申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑本県にお
いても大雨や強風などによる災害が
発生しましたが︑幸いにも人的被害
に至らなかったことは︑消防団や自
主防災組織の適切な避難誘導や救助
活動など︑日頃からの備えと地域の
共助の力によるものと深く感謝申し
上げます︒
一方︑国内を見てみますと︑相次

ぐ台風の上陸による豪雨や暴風など
により︑各地で甚大な被害が発生し
ております︒被災された方々には︑
改めて心からお見舞い申し上げます
とともに︑一刻も早い復旧︑復興を
お祈り申し上げます︒
災害は年を追うごとに大規模化・
頻発化しており︑安全・安心の担い
手として︑消防の果たす役割はます
ます大きくなっております︒
消防職員や消防団員を中心に︑そ
れぞれの地域が主体となった消防防
災体制をより一層強化する必要があ
りますが︑人口減少社会にあって︑
消防団員の確保は一層困難となって
きており︑団員数は二〇年前に比べ
て約二割減少しております︒
このため︑各種ＰＲ活動による基
本団員の確保とあわせて︑県内各地
で導入が進む機能別団員制度などを
大いに活用することによって︑地域
防災力の充実強化に努められること
を期待いたします︒
皆様におかれましては︑地域住民
が安心して暮らせる安全な地域づく
りのため︑一層の御精進と御尽力を
賜りますよう心からお願い申し上げ
ます︒
終わりに︑皆様のますますの御健
勝と︑本年が災害のない平穏な年で
ありますことを御祈念申し上げまし
て︑新年の挨拶といたします︒

令和２年１月15日（毎月１回15日発行） №791
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年 頭 の 辞
林﨑

消防庁長官

理

令和二年の新
春を迎えるに当
たり︑全国の消
防関係者の皆様
に謹んで年頭の
御挨拶を申し上げます︒皆様方に
は︑平素から消防防災活動や消防関
係団体業務などに御尽力頂いてお
り︑心から敬意を表し︑深く感謝申
し上げます︒
昨年は︑台風やその影響による集
中豪雨等の幾多の自然災害に見舞わ
れ︑また七月には京都市伏見区の爆
発火災が発生したことなどにより︑
多くの方々が犠牲になりました︒お
亡くなりになられた方々のご冥福を
お祈りするとともに︑被災された方
々に心からお見舞い申し上げます︒
また︑災害現場においては︑被災
地の消防本部や地元消防団はもとよ
り︑被災状況により県内消防応援隊
や緊急消防援助隊も総力を挙げて救
急・救助活動等に当たって頂き︑多
くの人命を救助して頂きました︒改
めて皆さんの御活躍・御尽力に敬意
を表しますとともに︑心から御礼申

し上げます︒
振り返れば︑平成は︑阪神淡路大
震災を受けた災害対策法制の見直し
︵平成七年︶︑緊急消防援助隊の法
律への位置づけ︵平成一五年︶︑東
日本大震災︵平成二三年︶を受けた
相互応援の強化や住民の円滑かつ安
全な避難の確保など︑我が国におい
ては不可避である大災害の不幸な経
験を経つつ︑被害の最小限化を目指
して不断の努力を積み重ねてきた時
代でした︒
新たな令和の時代におきまして
も︑これまでの災害等による先人達
の犠牲を決して無駄にすることがな
いよう︑今後発生が危惧される南海
トラフ地震や首都直下地震等の大規
模災害等に備え︑減災への各種施策
の一層の推進に取り組んでまいりま
す︒
また︑昨年は︑Ｇ２０大阪サミッ
ト ︑ ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ ２０ １
９及び皇位継承式典等という大規模
で歴史的な行事が続き︑消防庁とし
ても︑関係府省庁及び各自治体・消
防本部と連携し︑安心・安全対策に
取り組み︑万全な消防・救急体制を
整えたところです︒
本年はいよいよ２０２０年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大
会が開催されます︒皆様方におかれ
ましては︑国民が安心して暮らせる

安全な地域づくりとそれを支える我
が国の消防防災・危機管理体制の更
なる発展のため︑より一層の御支援
と御協力を賜りますようお願い申し
上げます︒
結びに︑皆様の益々の御健勝と御
発展を祈念いたしまして︑年頭の挨
拶とさせて頂きます︒

総力結集で
のりこえましょう︒
︱ 新春のごあいさつ ︱

本

敏文

公益財団法人日本消防協会

会長 秋

明けましてお
めでとうごさい
ます︒秋田県消
防の皆様がそれ
ぞれの地域の安
全のためご尽力頂いていることに対
し︑深く感謝し︑敬意を表します︒
ありがとうございます︒
昨年は︑能代市において発生した
火災により︑消防職員お二人の方が
殉職されるという大変痛ましい事故
が発生しました︒お亡くなりになっ
たお二人の安らかなるご冥福を心か
らお祈り申し上げます︒また︑ご遺
族の皆様には︑まだまだおつらい
日々であると存じますが︑ご健勝に
お過ごし頂いて︑いつかお幸せな

日々をお迎え頂くことができますよ
う心からお祈り申し上げます︒
このところ︑日本だけでなく︑世
界中で災害の様相が変わっているよ
うです︒また︑人口動態など社会の
様子も変化していて︑思いがけない
災害︑被害が発生しています︒消防
は︑このような事態を﹁想定外﹂と
いってすます訳にはまいりません︒
生命を守り抜くことができるよう
に︑自らの安全を守りながら全力を
尽くさなければなりません︒
その場合に大切なのは︑ひと言で
申しますと﹁総力結集﹂ではないか
と思います︒地域の皆さんの総参加
による地域防災体制の整備が必要で
すし︑消防機関の皆様のほか︑学
者︑研究者︑消防機器メーカーの皆
様など巾広い消防関係者の間で率直
な意見を交換しながら︑知識︑経験
を総合的に活かしていく︑総力を結
集する︑いわば消防防災総合力を高
めることが必要ではないかと思われ
ます︒
今︑新しい日本消防会館の建設を
進めていますが︑新会館は︑みなさ
んのご意見を頂きながら︑こうした
さまざまな視点を含めて︑日本消防
発展の総合的中核拠点として貢献で
きるものにしなければなりません︒
いろいろな課題がございますが︑
今年も皆さんともに日本消防の更な

令和２年１月15日（毎月１回15日発行）（４)

志

る発展のため努力してまいります︒
どうぞよろしくお願いいたします︒
最後に県内各地の平穏無事︑秋田
県消防の皆様のご健勝ご多幸を心か
らお祈り申し上げ︑新年のごあいさ
つとさせて頂きます︒

年頭の
ごあいさつ
穂積

秋田県市長会会長
秋田市長

全県の消防関
係者の皆様に謹
んで新年のごあ
いさつを申しあ
げます︒
皆様おかれましては︑地域におい
て人々の命を守るため︑日々鍛錬を
重ねておられますことに心から敬意
を表します︒
さて︑昨年は︑六月一八日に発生し
た﹁山形県沖を震源とする地震﹂︑九
月九日に日本列島を襲い︑高圧電線
の倒壊などの強風被害をもたらした
﹁台風一五号﹂︑一〇月一二日から一
三日にかけて広範囲にわたる洪水被
害をもたらした﹁台風一九号﹂など︑
一昨年に続いて災害が多い一年であ
りました︒
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以前は﹁災害は忘れた頃にやって
くる﹂と言われていましたが︑昨今
では﹁災害は忘れないうちにやって
くる﹂という被災状況であります︒
﹁まだ大丈夫﹂﹁ここは大丈夫﹂とい
う思いによる避難の遅れ︑電気・水
道などの生活インフラの脆弱性︑備
蓄倉庫の冠水︑避難所の環境問題︑有
害物質の流出等々︑災害に遭うたび
に新たな教訓が生まれます︒
私たち首長は︑こうした教訓を常
日頃から意識し︑
﹁災害は必ずやって
くる﹂という考えのもと︑市民の意識
啓発︑行政の災害対応体制の強化︑ソ
フト・ハード面の対策などを着実に
遂行していく必要性を痛感している
ところであります︒
また︑東北市長会において︑災害発
生直後の物的・人的相互支援のため︑
全市長が携帯電話番号を共有し︑速
やかな対応ができるよう︑連携強化
を図っているところであります︒
消防関係者の皆様におかれまして
も︑市民の安全・安心な生活を守る
ため︑引き続き︑日々の防災活動や地
域の防災意識の高揚などにお力添え
を賜りますようお願いいたします︒
結びに︑消防職員ならびに消防団
員の皆様︑そして関係各位のご健勝
とご多幸を祈念申し上げ︑年頭のご
あいさつとさせていただきます︒

令和二年の
新春を迎えて
秋田県消防長会
会長 伊藤 弥真彦

令和二年︑新
元号初めての輝
かしい新春を迎
え︑県内の消防
関係者の皆様に
謹んで新年のお慶びを申し上げま
す︒
皆様には︑日頃から消防防災行政
の第一線に立ち︑火災をはじめとす
る各種災害から地域住民の生命︑身
体︑財産を守るため︑日夜献身的に
ご尽力されておられますことに︑改
めて心から感謝と敬意を表します︒
また昨年の消防長会各種事業にお
きましては︑開催地の消防関係者の
皆様から特段のご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます︒
さて︑昨年は全国で自然災害が頻
発しました︒九月から立て続けに台
風が上陸し︑想定を遙かに超える自
然の力に多くの尊い人命と貴重な財
産が失われるなど︑改めて自然災害
の頻発国であることを痛感させられ
ました︒
消防では管轄地域はもちろん県内
の広域応援や︑時には全国各地の災

害への対応も求められており︑広域
災害対応能力の一層の向上を強く感
じたところであります︒
このような中︑一二都県で大雨特
別警報が発表され︑平成三〇年の西
日本豪雨の浸水面積を上回った台風
第一九号災害では︑発災直後に秋田
県緊急消防援助隊︑統合機動部隊を
宮城県伊具郡丸森町へ派遣し︑早期
に救助活動を開始するなど︑県内消
防の連携の強さを示すことができた
ものと考えております︒
今後本県においては︑人口減少や
超高齢化︑生活様式の多様化など︑
社会環境の変化に応じたきめ細やか
な対応が求められており︑地域社会
における消防の役割はさらに増大し
てまいります︒
消防︑防災のプロフェッショナル
として︑今まで以上に防災対応力の
高度かつ専門化を図れるよう︑消防
団︑警察︑自衛隊及び医療機関等と
の連携をより強固にし︑一歩踏み込
んだ取組が必要と考えております︒
結びに︑皆様方の益々のご健勝と
ご多幸︑そして本年が平穏な一年で
あることを祈念し︑年頭のご挨拶と
いたします︒

﹁災害現場での女性の役割
〜現場に出動して思うこと〜﹂
発表者 仙
…北市消防団
班長 西宮 三春

消防団活動事例

令和元年度全県消防団長研修会が
一二月六日︵金︶午後二時から︑秋
田市中通﹁イヤタカ﹂で︑消防団長
など消防関係者約六〇名が参加し開
催されました︒
研修会では︑仙北市消防団 西宮三
春班長による災害現場での活動体験
発表︑
︵一社︶リスクウォッチ代表 長
谷川祐子氏の講演︑秋田県総合防災
課 佐藤良和主幹の進行で︑長谷川氏
との意見交換を行いました︒

令和元年度 全県消防団長研修会
度
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西宮班長

講

演

﹃米軍基地で学んだ
米国安全文化と危機管理﹄
講師 ︵一社︶リスクウォッチ
…
代長 長谷川 祐子 氏

■講演の内容
一 在日米海軍司令部
⑴アメリカ海軍に学ぶ
リーダーシップの作り方
⑵リーダーとして必須な四つ
⑶私たちへの人事のヒント
⑷何故米国の危機管理を学ぶのか
⑸司令塔は脳？それとも
⑹トモダチ作戦に見る米軍の
危機管理
⑺子供の時からの教育の違い
二 ＷＩＬＤ ＦＩＲＥ︒山火事
⑴山火事多発の原因
⑵最新技術の消防士へのサポート
⑶ドローンの監視システム
⑷米国タイムライン

講師の長谷川氏

三 消防団の活動
⑴消防団 次のステップ
⑵消防団活動は人生を豊かにする

意 見 交 換

■意見交換の内容
意見交換ではテーマを設けず︑団
長の方々が普段感じていることにつ
いて率直に語り︑長谷川氏の意見を
聞きました︒主な内容は次のとおり︒
一 小学校などで︑年齢差がある子
供に分かりやすく説明するコツ
二 入団した団員が仲間づくりに苦
労しないコミュニケーション方法
三 若者の入団が促進される消防団
のあり方
四 女性団員の入団促進につながる
活躍の場の作り方
五 消防団のボランティア精神と報
酬のあり方

能代市渡邊団長
五城目町藤井団長
八峰町本多団長
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防災活動車が交付されました


日本消防協会から北秋田市消防団
に福祉共済事業による車両が交付さ
れ︑同消防団から御礼のメッセージ
が寄せられました︒
この度︑日本消防協会より︑日産
エクストレイル︵防災活動車︶一台
を寄贈していただきました︒
北秋田市は︑世界一の大太鼓や森
吉山︑安の滝など︑四季折々の自然
を楽しめる一方︑県内二番目の面積
を有し︑捜索︑林野火災等さまざま
な消防活動を行っています︒
火災︑自然災害から市民を守るた
め︑防災活動車を最大限活用させて
いただきます︒誠にありがとうござ
いました︒
北秋田市消防団長 戸島 丈夫

ホームページ http://it-yokote.sakura.ne.jp/
E - m a i l ykttkg@jasmine.ocn.ne.jp

﹁臨時理事会﹂を開催
一二月六日︵金︶午後一時から︑イ
ヤタカで臨時理事会を開催しました︒
空席だった副会長には︑横手市消
防団長菊池二郎氏が選任されました︒
主な審議内容は次のとおりです︒
︻協議事項︼
①協会事業の見直しについて
⑴個別事業の支出額の縮減等は︑
令和二年度予算に反映させる︒
⑵﹁女性消防団ネットワーク会議﹂
と﹁若手消防団活性化推進会議﹂
を一本化し︑若手中堅層の人材
育成事業への再編を検討する︒
⑶消防大会のあり方について︑各
支部に意見照会し再度協議する︒
②全国消防操法大会出場隊の選考に
ついて
⑴軽可搬ポンプ操法の選考を﹁全
国大会開催年度の県大会優勝
隊﹂に変更する︒
⑵県大会に予備日を設定する︒
︻報告事項︼
①令和元年度第三回理事会並びに消
防功労者表彰式の開催日について
⑴第三回理事会
令和二年二月二八日︵金︶
午後四時 イヤタカ
⑵消防功労者表彰式
令和二年三月一二日︵木︶
午後︵予定︶ 県庁第二庁舎

秋田県横手市寿町１番28号
ＴＥＬ （0182）
（32）3880
ＦＡＸ （0182）
（32）0839

ＦＡＸ 018（824）3651

猿田興業ビル３Ｆ

ＴＥＬ 018（863）1551㈹

秋田市山王六丁目10番９号

 ︻今 後︼
隊員の中に有名な登山家がいるわ
秋田市消防山岳救助隊 が発隊
けでもありません︒ただ山岳救助に
秋田市消防本部
興味ある隊員が集結しました︒高い
モチベーションのもと︑あらゆる山
岳事案に対応できるよう知識技術の
向上に務めたいと考えております︒


︻発隊の経緯︼
秋田市は︑幅広い年齢層の方が気
軽に登山を楽しめる太平山︑山菜︑
キノコ等山の幸が豊富な河辺・雄和
地域を管轄しています︒
近年︑こうした山岳地域への入山
者が増加していることに伴い︑負傷
や急病事案が発生していますが︑特
に平成二九年二月に太平山で発生し
た冬期登山者の遭難事案では︑非常
に困難な活動を強いられました︒
このため︑山岳事故における本市
の消防救助体制の充実強化を図ると
ともに︑安全かつ効率的な山岳救助
活動を行うため︑平成三一年四月︑
﹁秋田市消防山岳救助隊﹂を発隊し
ました︒
︻活動体制︼
◇隊員二二名うち救急救命士六名
◇山岳救助車・山岳救助資機材
︻訓練・研修︼
主な訓練場所は︑太平山︑河辺︑雄
和の山岳とし︑月一回程度︑年間計画
のとおり訓練を実施しています︒
この他︑国立登山研修所︑山岳ガ
イド研修会︑山岳レスキュー研修
会︑全国山岳遭難対策協議会等︑外
部研修にも積極的に参加し︑知識技
術の習得に努めています︒

シ バ ウ ラ ポ ン プ

モリタ消防ポンプ

山岳基礎知識研修会、ロープワーク基本技術訓練
山岳踏査訓練（金山滝〜前岳）
山岳研修会（コンパス、地図読み、山岳医療）
山岳踏査訓練（旭又〜奥岳）
指令課ドローン飛行との捜索連携訓練
防災ヘリ「なまはげ」との連携訓練、救助システム訓練
山岳踏査訓練（旭又〜奥岳〜赤倉岳〜旭又）
太平山（ブラインド訓練、搬送訓練、救助システム訓練）
筑紫森（救助システム訓練）
国立登山研修所等派遣職員からの伝達研修、実技訓練
山岳踏査訓練（金山滝〜中岳）
山岳踏査訓練（金山滝〜中岳）
今年度振り返りと翌年度訓練計画立案等
４月
５月①
５月②
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
秋田美術大学附属高等学院
加藤優凪さん作成

年間訓練計画

章
示
標
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12月

累計

12月

累計

年計

12月

累計

物

21

197

22

166

166

 1

31

林

野

0

32

0

14

14

0

18

車

輛

1

31

1

39

39

0

 8

その他

3

95

5

72

72

 2

23

計

25

355

28

291

291

 3

64

死者数

1

17

3

18

18

 2

 1

負傷者数

14

87

8

46

46

6

41

消防職員、団員への贈り物

退職・叙勲・受賞・年祝などにご利用下さい。

秋田市川尻みよし町9-3
渡部 顕
090-8924-6122

https://www.nanten64.com

〒 010-0945

南天

まとい工房

︻情報提供＝男鹿潟上南秋支部︼

建

合

同期比較
平成30年
令和元年

八郎 潟 町
﹁秋の駆付︵防災︶訓練﹂を
実施しました

に︑各消防団詰所から一斉に火災現
場へ急行し︑放水作業を開始しまし
た︒
今回の訓練では︑本部分団を除く
七分団が二箇所の防火水槽に部署
し︑うち一箇所は︑ホース二線を延
長し放水を行いました︒
各一線をそれぞれ三分団で担い︑
計六隊が中継し︑水利から火点まで
遠距離送水の想定を各隊の的確な活
動と連携で完遂し︑有意義な訓練に
なりました︒
また︑駆付訓練後︑全分団が馬場
目川河岸にて︑放水訓練を実施し︑
一日市商店街通りを分列行進しまし
た︒
（秋田県総合防災課調べ）

八郎潟町では︑毎年︑春と秋の火
災予防運動週間の初日に駆付訓練を
行っております︒
今年の秋の訓練は一一月三日
︵日︶︑八郎潟町大道地内の住宅地を
火災想定箇所としました︒
付近に保育園・小学校・役場等の
公共施設が隣接しています︒
午後二時のサイレンの吹鳴ととも

火災の発生状況（速報値）

令和２年１月15日（毎月１回15日発行）（８)

田
秋
防
消
№791（昭和26年８月１日第３種郵便物認可）

