お盆時期の火災予防
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には、その適正な管理が
求められ、危険な状態で
放置されている空き家は
①そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上

特定空き家等として

認定され、所有者等には、
危険となるおそれの

※
その改善命令等を受ける
ある状態

態

① ※ １対 象 火 気 器 具 等 を 使 用 す る
露店等を開設しようとする場合
の届出
※２
多数の人が集合する催しで
対象火気器具を使用する露店等を
開設しようとする場合、火災時に
おける被害拡大防止の観点から、
開設しようとする人は 日前まで
に消防署長への届出が必要となり
ます。
②多数の人が集合する催しにおけ
る消火器の準備
多数の人が集合する催しで卓上
コンロや発電機、炭などの対象火
気器具等を使用する場合は、迅速
な初期消火作業と被害拡大防止の
観点から消火器の準備が必要とな
ります。

★Ｈ28年度空き家バンク登録・成立状況（累計）

☆各種イベントの主催者・出店者
の皆さまには、市民の皆さまが
安心してイベントに参加できま
すよう、火災予防にご協力をお
願いいたします。

消火器の貸し出しについて
・開設届を出していただいた方
を対象に消火器の無料貸し出
しを行います。
・消火器の本数には限りがあり
ます。
・貸し出しは原則、安芸高田市
民に限ります。

※２
多数の人が集合する催しと
は？
第三者の出入りがある地域で
行われるお祭りなどの催しすべ
てが対象です。
ただし家族のみなさんで行う
バーベキューや花見などは対象
外となります。

※１
対象火気器具等とは？
気体、液体、固体燃料及び電
気を熱源とする器具のことです。
︵例︶卓上コンロ、発電機、バー
ベキューコンロ、炭、薪など火
気を伴うもの

②著しく衛生上有害と
なるおそれのある状

場合があります。
市では、空き家が危険
な状態になるのを防ぐだ

祭りなどの多数の人が
集まる催しをする時は
届出が必要です。
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お問い合わせ先
住宅政策課
☎４７－１２０２

1

平成 年 月 日、京都府福知
山市において死者 名、負傷者
名が発生した福知山市花火大会の
事故を踏まえ、平成 年に安芸高
田市火災予防条例の一部が改正さ
れ、次の２点のことが必要になり
ました。
15

区分

空 き家 関 連

ナ
8

注視を怠らず時間と心にゆとりを持って交通事故防止に
努めましょう

28

・風の強い時は花火をしない。
・マッチやライターで直接火をつ
けるのは危険なので、ローソク
や線香を用意する。
・手持ち花火は一
本ずつ体から離
して持ち、人に
向けたり、ふり
まわさない。
・筒状の花火は途中で火が消えて
も、中をのぞかない。
・火が消えた花火は、水バケツに
入れる。
■後片付けをするときは
・消えていると思っても火種が
残っていて再度火がつくことが
あるので、水バケツにつけてお
くなど注意して後片付けをする。
・使い終わった花火はごみ袋等に
入れる前に、火が消えているか
もう一度確かめる。
火災ややけど等の事故を起こさ
ないよう、正しい使用方法で取扱
いましょう。

救

安芸高田警察署交通ミニコーナー
H28.6末現在
●平成28年交通事故発生状況（年間累計） 安芸高田警察署管内

お盆には、お墓や仏壇で線香や
ろうそく、バーベキューや花火な
ど火を使う機会が多くなり、また
空気も乾燥し火災が起こりやすい
季節でもあります。
過去には、盆灯篭や仏壇のろう
そくが原因で火災
が発生していま
す。次のことに注
意しましょう。
・盆灯篭やろうそくは倒れないよ
うにしっかりと固定し、帰ると
きにはつけた火は確実に消す。
・お墓掃除で出たゴミなどは燃や
さず持ち帰る。
・仏壇から離れる時はろうそくな
どの火は消す。
■花火をするときは
・必ず大人と一緒に行う。
・家や燃えやすいものから遠くは
なれた所で行う。
・水バケツを用意する。
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負傷者数

～皆様のご協力をお願いいたします～

（17件）

死 者 数
（1４件）

～ 平成28年広島県交通安全スローガン ～
「こんばんは 早めのライトで、ごあいさつ」
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そ の 他

44件
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57人
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3件

○管内交通事故の特徴
・正面衝突（カーブで対向車と衝突）１件
・追突事故 ３件
・出会い頭衝突 ２件 でした
運転中は、車間距離を十分にとり、前方左右に対する
（10件）

49件
2人
72人

火
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★夏期の交通事故防止
例年、この時期、行楽・帰省などで交通量が増加する
とともに、夏の解放感や暑さによる気の緩みから交通事
故が多発する傾向にあります。
緊張感を持った運転に心がけてください。
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平成28年

前年同期比増減数

区 分

とにかく早目に危険を察知して相手か
ら離れる、大声を出す、誰かに助けを
求める、すぐ110番する！

ーを利用しましょう。
○エレベーターに乗る前は、周囲をよく確認して、男
性と二人きりになるのは避ける。
○戸締りは確実に、簡単にドアを開けないようにす
る。また一人暮らしを悟られない工夫をする。

６月

人身事故

もしもの時は？

夏になると女性を狙った卑劣な犯罪が増加します。
女性の皆さん、「私は大丈夫」と思っていません
か。
風邪の予防も手洗いやうがいで防ぐことができるよ
うに、犯罪もほんの少しの心がけで、被害を防止する
ことができます。
○携帯電話に気を取られず、まわり、特に背後に注意
する。
○夜間の一人歩きはなるべく避け、背後に注意する。
○帰りが遅くなったら、迎えに来てもらうか、タクシ

HP http://www.akitakata.jp/ja/
shisei/section/119/

女性の安全のために！
減らそう犯罪

