
訓　練　会　場　　  お願いと注意事項
❶９時頃、会場周辺で「緊急地震速報」

を防災無線で放送します。市内全域の携

帯電話やスマートフォンに緊急速報メー

ルが配信されますが、訓練広報ですので

ご注意ください。

※会議や行事などがある場合は、メール

の受信音が鳴らないよう設定しておくこ

とをお勧めします。

※市外の市境付近でもメールを受信する

場合がありますが、ご理解をお願いいた

します。

❷ヘリコプターなどが会場上空を低空飛

行するほか、会場周辺を訓練関係車両が

多数往来します。騒音やサイレン音など

で付近住民の皆様にはご迷惑をおかけし

ますが、ご理解とご協力をお願いします。

❸会場周辺の駐車場は、関係者の駐車場などとして使用します。見学をご希望の方は、徒歩でお越しいただくか、無料バスをご利用く

ださい。

■…開会式・閉会式・展示体験エリア
■…救助・救出・救護エリア
■…避難所運営支援エリア
■…訓練関係者駐車場

●…交通規制箇所　
会場内外への通行の際は、係員の指示に
従いますよう、ご協力をお願いします。

MAP上エリア説明
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「平賀体育館前」
バス乗り場

　消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を
図るとともに、消防活動の充実発展に寄与す
ることを目的とし、日ごろの訓練により培っ
た技術を競い合う大会です。５人１組で指揮
者の合図でポンプ車から
ホースをつなぎ、標的を
めがけて放水し、撤収す
るまでの動作やタイムを
点数で競い合います。

Fight!!

平川市消防団が
県消防操法大会に
出場します !

　８月 25 日に県消防学校で行われる『第 30 回青森県
消防操法大会』に、平川市消防団『尾上地域東地区管轄・
第４方面隊（第 11分団、第 13分団、第 16分団）』の
選抜隊が出場します。
　出場する選手は、約３か月間に及ぶ夜間練習や早朝
練習を積んで大会に挑みます。

●消防操法大会とは

　市では、平成 30 年４月現在 653 名の消防
団員がそれぞれの職業を持ちながら「自分
たちのまちは自分たちで守る」という精神
のもと、地域住民の生命や財産を守るため
に活躍しています。

　
　消防団員は、消防・防災に関する知識や技
術を習得し、火災発生時における消火活動、
地震や風水害といった大規模災害発生時にお
ける救助・救出活動、警戒巡視、避難誘導、
遭難捜索などに従事します。

消防団員募集 !!

県総合防災訓練を
実施します

　県および市主催の県総合防災訓練が、ひらかドー
ム周辺などで実施されます。
　訓練はどなたでもご自由に見学ができます。防災
について市民の皆さんと一緒に考え、取り組みたい
と思いますのでぜひご来場ください。

実施日時　９月４日（火）９時～ 12時
実施場所　ひらかドーム周辺、平賀体育館、
　　　  陸上競技場　ほか

災害想定
９月４日９時、津軽山地西縁断層帯を震源域

とする M7.3 の地震が発生した。当市では最大

震度６強の地震を観測し、市内では建物の倒壊や火災が発生、ライフライ

ンにも被害が生じているほか、山間部では大規模な土砂崩れも発生してい

る状況。

●総務課　消防防災係からのおしらせ

「自分たちのまちは自分たちで守る」を
モットーに！

主な訓練項目

１．資格

市内に居住または勤務
し、年齢 18 歳以上 60 歳
未満であり、心身ともに
健康であること（定年は
65歳）

消防団は、地域の安心・安全のために
活躍する消防機関の一つです ２．入団方法

総務課消防防災係までご
連絡ください。
居住地域の分団を紹介
し、分団長からの推薦を
受け手続きを行います。

☞
入
団
を
希
望
さ
れ
る
方
は

Fire corps volunteer

[ 問合せ ]　総務課　消防防災係　☎44-1111（内線 1352・1354）

　　 (上り４音チャイム) 
『これは、Ｊアラートのテストです。』×３回

『こちらは、ぼうさいひらかわこうほうです。』

　　 (下り４音チャイム)

行き「文化センター第２駐車場（食ラボひらかわ側）」発～
「平賀体育館前」着　７時 40 分～ 9時まで　  10 分おきに出発
　　　　　　　　　  ９時 30 分～ 11 時まで　30 分おきに出発

帰り「平賀体育館前」発～
「文化センター第２駐車場（食ラボひらかわ側）」着
12 時～ 13 時まで　10 分おきに出発

・避難者対応訓練（平賀体育館）　・市街地災害対応訓練  （ひらかドーム周辺、陸上競技場　ほか）
・林野火災対応等訓練（早瀬野ダム：大鰐町）   　など

バス運行時間　　●乗り場：文化センター第２駐車場（食ラボひらかわ側）　　※乗車は無料です

放送日時  ８月29日（水）11時頃

Jアラートでの情報伝達訓練
地震発生や武力攻撃などの緊急時に備え、情報伝達訓練を実施します。

　市内全域の防災無

線スピーカー、公共

施設などに設置され

る戸別受信機から訓

練用の広報文が自動

放送されます。

放送内容（予定）

H29 年度　出初式の様子

＼平常時はさまざまなイベントに参加しています／

多くの若者と女性も活躍しています！　■20代 43 人　■30代 170 人　■女性 38人　　皆さんの入団をお待ちしております !!
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