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カートリッジタンクのふたがしっかり閉
まっていないために灯油がこぼれ、点
火時に引火

ガソリンと灯油を同じ容器で保管して
いたため、ガソリンが混入した灯油を
給油し引火

衣類が暖房器具の高温部に接触して
着火し、火災が発生

石油ファンヒーター・石油ストーブは正しく使用しましょう

　施設の用途や延べ面積で、自動火災報知設備の設置が消防法で義務付けられています。増築や屋根などで
施設を接続すると延べ面積が増え、設置対象になる場合があります。

□予防課　☎42-3951
　お太助フォン42-3952
問設置義務を怠ると重大な消防法違反になる場合がありますので、増築

や改修時は事前に消防本部予防課へ相談してください。
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200㎡
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接続施設の合計延べ面積

自動火災報知設備の
設置義務無し

600㎡

事故を防ぐポイント

工場2棟の間に
屋根を設置

自動火災報知設備の
設置義務有り

合計延べ面積が規定以上それぞれの施設は規定以下

こんな事
故が

多発してま
す！ 給油する前には必ず消火

給油後は給油口のふたを
しっかり閉める

灯油が漏れないことを
確認してから本体にセット

灯油は灯油用ポリタンクに入れ、
ガソリンとは別の場所に保管

就寝前には必ず消火し
就寝時は絶対に使用しない

延べ面積が合算されます！

知らない間
に重大違反

!?

日時

お問い合わせ 警防課　救急係　☎42-3952

午前：2時間（短縮コース：ウェブ講習受講済の方対象です）
午後：3時間（普通コース）
※受講時間は変更できる場合があります。

12月20日（日）［ 毎月第３日曜日 ］

屋根

心肺蘇生法、AED使用方法、異物除去方法、止血法など

（例）

施設の改築・用途変更時は要注意 1 建物の接続の場合 ［ 教育長賞 ］
よくかんで 体もじょうぶ 歯もじょうぶ

　栗本 琉生（愛郷小4年）

［ 入選 ］
歯みがきは だれもができる 健康づくり

　土井 葵（八千代小6年）

その虫歯 病気につながる 第一歩

　岡﨑 琥珀（美土里小5年）

歯っとする きづいた時に 歯周病

　伊藤 拓哉（美土里小6年）

9月30日（水）の市議会本会議において、
米村副市長の選任が同意され、10月12
日（月）付で就任しました（任期：令和2年
10月12日～令和6年10月11日）。

〈 主な経歴 〉
広島県企業局や県議会事務局
等を経て、庄原市副市長や広
島県企業局総務課長を歴任

［ 歯科医師会長賞 ］
大人のは これからずっと よろしくね

　西川 来夢（八千代小3年）

［ 入選 ］
おくばまで きれいにみがいて むしば０

　上田 真由（高宮小3年）

きれいなは みんなのえ顔も きらきらだ

　田辺 真那斗（甲田小3年）

はみがきで だいじにしたいよ おとなのは

　川崎 未徠（向原小1年）
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副市長就任

寄附・寄贈のお礼と報告 【 新型コロナウイルス感染症対策 】

【 8020表彰 】
（80歳で自分の歯が20本以上ある方）

歯と口の健康に関する表彰 【 歯と口の健康づくり標語の表彰 】

【 はつらつ家族表彰 】
（昨年度3歳児健康診査対象者でむし歯のない親子）

小学生低学年の部 小学生高学年の部
［ 市長賞 ］
かみしめる 生きる幸せ 歯とともに

　園田 匠（甲田中2年）

［ 入選 ］
歯みがきは 健康づくりの 第1歩

　勝田 翼（美土里中1年）

歯みがきで キミの笑顔を 1UP

　末光 志帆（吉田中3年）

歯みがきで 守ろう 笑顔と健康を

　末長 真衣（吉田中3年）

中学生の部

令和2年度 地方教育行政功労者表彰受賞

敬称略

米村 公男
よねむら　 きみお

教育長　永井 初男
ながい　  はつお

平成24年4月の教育長就任以来、卓越した指導力を発揮し、郷土理解教育
の推進や小学校規模適正化事業による統合小学校の整備など、市域全体
の教育振興と生涯学習・スポーツの充実に寄与した功績が認められ、文部
科学大臣より授与されました。

新型コロナウイルス感染症への対策として
市内外の企業・団体・個人の方々から寄附・
寄贈していただきました。

宮島ボートレース企業団（廿日市市）
明治安田生命保険相互会社広島支社（広島市東区）
安芸高田ライオンズクラブ（吉田町）

 そのだ たくみ

 かつた  つばさ

                                                                         ワンアップ
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菅野 瑞枝
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倉本 勝子
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西中 清子

藤本 初子

松浦 博幸
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