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春の火災予防運動

令和３年度 東京消防庁防火標語

もう一度 確認 安心 火の用心

作者 菅野 珠加さん(江戸川区在住)

<TOPICS>

・神田消防署管内の火災状況

・身の回りの火災の原因と対策

・消防団員募集

・都内で震度５強の地震が発生

・神田消防署ホームページ

令和３年６月撮影

発 行
神田防火防災協会
神田災害防止会
神田防火管理者協議会
電話 03-3257‐3566

消 防 団 員 募 集

神田消防署のホームページ
に遊びに来てね♪

神田消防署HP

防災教育・
応急救護訓練指導

学校での防災教育など、
地域と連携して啓発活動
を行います。

お祭りやイベント
などの警戒活動

参加者が安心して
イベントを楽しめるよう、
団員が協力します。

女性が
活躍
できる こんな場面で活躍しています！

活躍中の女性団員の声

どうして、消防団に
入団されたのですか？

住んでいる地域に貢献できることが
あればとの思いで入団しました。

消防団員としての目標は？

火事や災害が起きた際、迅速に対応
できるようになることです。

活動に対して不安はありま
せんでしたか？

知らない方ばかりの中で自分らしく
活動できるのか不安でしたが、温か
い先輩団員の方々のおかげで楽しく
活動に参加させていただいています。

平常時はどんな活動をして
いますか？

火災を想定した訓練や火災予防運動、
地域パトロール、イベントや地域行事
の警戒などをしています。

地域のために、共に活動していただける方の入団を
心よりお待ちしております。

入団を考えている方へのメッセージ！

手当と報酬

・年間報酬
42,500円～
・出場1回につき
4,000円～

公務災害補償

活動中にケガなどをした
場合、治療の費用や休業
の補償、介護の補償など
があります。

退職報酬金

5年以上在団して消防活動
を行った方が退団した場合、
勤務年数や階級に応じて
退職金が支払われます。

入団資格

・１８歳以上の健康な方
・団の区域に居住・勤務・
通学している方

神田消防団 第2分団団員

吉田さん 団員歴 ４年

消 防 団 員 の Ｑ ＆ Ａ

神田消防署 Tel 03-3257-0119

鍛冶町出張所 Tel 03-3258-0119

三崎町出張所 Tel 03-5226-0119

入団希望の方は神田消防署消防団担当までご連絡ください！

パソコンやスマートフォンからも入団申請が可能です！

神田消防署HP⇒地域で活躍⇒神田消防団

神
田
消
防
署

広
報
担
当

神
田

よ
く
み



火災予防運動は、都民の皆様に、防火防災に関する意識や防災行動力を
高めていただくことにより、火災の発生・拡大を防止し、尊い生命と財産を
守ることを目的としています。

火災予防運動
ポスター

春の火災予防運動
令和４年３月１日（火）から３月７日（月）

神田消防署管内の火災原因 ワースト３

令和３年中の神田消防署管内の火災件数は27件でした。火災の原因は
「電気火災」が最も多く、全体の４４％を占めています。

原因と対策については右のページ ⇒

たばこ厨房関係

ワースト同率２位

5件 5件

都内で10年ぶりに震度5強の地震が発生

家具類の転倒・落下・移動防止
L字金具・ポール式器具・粘着シート・着脱式
防止ベルトなどで家具を固定しましょう

備蓄品の準備
概ね3日分の水と食料を備蓄

しておきましょう

家族間の連絡
SNSや災害用伝言ダイヤル(171)など
の連絡方法を決めておきましょう

帰宅支援マップの確認
緊急時の職場や学校などからの
帰宅ルートを確認しておきましょう

千代田区は地区内残留地区（広域避難をする必要がない地区）です。
以下のことを見直して災害後も各家庭で継続して生活できるよう備えましょう。

ワースト１位

電気関係 12件

令和４年 春の火災予防運動ポスター

※令和３年中

身の回りの火災の原因と対策

キッチンではこうして火災が発生しています

鍋を火にかけたまま
その場を離れてしまった

清掃不良によるこびりついた
油から発火してしまった

その他（火源に可燃物が接触、
着衣着火等…）

□ 調理中に離れないよ
うにしよう

□ 離れるときは、火を
必ず消そう

□ コンロや換気扇の油等を
定期的に清掃しよう

□ コンロまわりは可燃物を
置かないようにしよう

□ 服に火がつかないように
気を付けよう

コンセントまわりではこうして火災が発生しています

トラッキング現象により
発火してしまった

コンセントやコードの
許容電気量を超えて
使用してしまった

コードの誤った使用方法
により発熱や断線が
起きてしまった

□ こまめに掃除しよう

□ トラッキング防止用品
(コンセントカバー等)を
使用しよう

□ 表示されている電気量を
確認して使用しよう

□ 使っていないプラグは
コンセントから抜いておこう

□ 束ねたり、ねじれたままの状態
で使用しない

□ 家具などの下敷きになったり、
押しつけなどにより傷ついたり
しないように注意しよう

たばこによる火災が発生しています

吸殻を捨てたごみ箱から
出火することがあります

□ 吸殻は、水をかけるなど
確実に消火しよう

□ 灰皿は水を入れて使用し、
定期的に処理しよう
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