消防・防災マニュアル
消防・防災マニュア
ル 「事故は未然に防ぎましょう
「事故は未然に防ぎましょう」
」

纂携帯電話からの１１
９番通報
運転中の自動車からの通報は危険です。安全な
場所に停車してから通報してください。
災害発生場所が登米市内であることを伝えてく
ださい。
住所（場所）や目標物を確認してから通報して
ください。
携帯電話からの通報は、音声が聞き取りにくい
ときがありますので、通話状態の良好な場所で、
はっきりとお話ください。
近くに一般電話や公衆電話がある場合は、そち
らを優先してください。
※電話番号を必ず聞きます
９月の出動件数
ので、いつでもいえるよう （ ）は平成１９年の累計
9件
にしてください。
火 災

ウス操作や文字入力ができる人）
【内容】 ホームページの閲覧、電子
メールの送受信、セキュリティ、
利用のマナー、インターネットの
注意点などについて学習します。

緯 0220（22）0119

【参加費】 1,
000円（テキスト代）
【受け付け】 １１月９日（金）
午前１０時から電話受け付け開始
【申し込み・問い合わせ】
南方住民情報センター
「るるぱ」
緯 0220（58）5557

【定員】 １８人（先着順）
パソコン入門講習（初心者向け）

開館日＝火曜日～日曜日・祝日
の午前９時～午後５時

【日時】 １２月１日（土）・２日（日）
午後１時３０分～４時３０分

休館日＝月曜日、年末年始
※月曜日が休日の場合は、火曜日
が休館

【受講資格】 パソコンを使ったこと
がない人や使ったことはあるが操
作方法を忘れてしまった人など

１１月９日～１
５日まで

《防火対策スリーポイント》
①住宅防火対策
・既存住宅への住宅用火災警報器の早期設置
・暖房器具の安全使用のための事前点検と安全な灯
油用容器の使用
②震災時などにおける出火防止対策
・自主防災組織などと連携した地域の防火安全対策
・火気使用設備、電気器具の特性を踏まえた出火防
止対策
③放火火災予防対策 ～３つのキーワード～
（１）住宅の周囲には燃えやすい物を置かない
（２）ごみは収集日の朝に出す
（３）家の周りに外灯を設置するなど、夜間でも明る
くしておく

（48件）

★守ってほしい119番のマナー：119番は緊急電話です。緊急性のない電話は、深刻な緊急事態
への対応を遅らせることになります。火災や休日当番医の問い合わせは、「消防情報テレホン
サービス」緯 0220（22）8119を利用してください。
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または同程度の知識のある人（マ

「火は見てる あなたが離れる その時を」

落ち着いて１１
９番通報。あなたの早い通報が大切な生命、財産を救います。

【問い合わせ】 消防本部・消防署

南方住民情報センター「るるぱ」
では、市民のＩＴ技術向上を目的と 【定員】 １８人（先着順）
・共通事項
してパソコン講座を開催します。興
味のある人はぜひご参加ください。 【対象】
市内に在住または勤務している人
インターネット＆メール講座
【日時】 １１月２８日（水）～３０日（金） 【場所】 南方住民情報センター「る
るぱ」
（市役所南方庁舎内）シア
午後７時～９時
ターホール
【受講資格】 入門講座を受講した人

秋季全国火災予防運
秋季全国火災予防運動 を実施します

119番の正しいかけ方
纂１１
９番通報は慌てず、大きな声で、正確に！
次の内容を通信員がお聞きします。質問に答えて
ください。
火事ですか？ 救急ですか？
住所（場所）は？ (
番地まではっきりと)
世帯主の名前は？
どのような状態ですか？
（何が燃えているのか？ 誰がどうしたのか？）
大きな目標はありますか？
（目標物の東西南北どちら側か？）
あなたの名前は？
今使っている電話の番号は？
※いざというときのために、これらの事項を記入
して、電話機の前など見やすい場所に準備してお
きましょう！

【内容】 パソコンを使うに当たって
の基礎知識、電源の入れ方切り方、
マウス操作、文字入力などを中心
に初心者向けの学習をします。

救

急

202件
（１,
939件）

救

助

5件
（18件）

★火災は、財産だけでなく、尊い
人の命まで奪うことがあります。
火の取り扱いには十分注意して、
火災のない安全・安心な登米市に
しましょう。

秋・冬は
「ウォームビズ」で
市では、地球温暖化対策の一環と
して１
１月から３月までの間「ウォー
ムビズ」を推進しています。
オフィスや家庭での暖房設定温度
は２０度以下にして、肌寒いときには
室温を上げるのではなく、暖かい服
装にしたり重ね着をしたりして寒さ
を調節しましょう。
市民皆さんも「ウォームビズ」に
取り組んで、登米から地球温暖化を
止めましょう。
【問い合わせ】
市民生活部環境課 環境政策係
緯 0220（58）5553

▼

【内容】 月間予定表と日記、最新
統計資料、仕事・生活に役立つ
資料
【価格】 500円
【申込方法】 電話、ファクシミリ。
ファクシミリの場合は、氏名、
住所、電話番号、行政区、申し
込み冊数、受け取り場所を記入
の上、みやぎ手帳予約希望と明
記してください。
【申込期限】 １１月２２日（木）
【受取方法】 １２月６日（木）から
企画振興課
（市役所迫庁舎２階）
または各総合支所地域生活課で
代金と交換で配布します。
【申し込み・問い合わせ】
企画部企画振興課
企画調整係
緯 0220（22）2147
胃 0220（22）9164
各総合支所地域生活課
地域係

るるぱパソコン講習会
受講生募集

▼

【物件】
①建物：登米市中田町上沼字中ノ土手７
１番地１
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、倉庫ほか全４物件 977㎡
②建物：登米市豊里町上町裏１１４番地５
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、店舗 206.
12㎡
③建物：登米市米山町字桜岡大又257番地３
木造居宅亜鉛メッキ鋼板葺２階建、居宅 84.
29㎡
土地：登米市米山町字桜岡大又253番７ 宅地 99㎡
④土地：登米市迫町森字下柳待井７
１番２ 田 1,
883㎡
⑤土地：登米市登米町登米字小島牛房江258番 田 1,
067㎡
【公売方法】 入札
【最低見積価額】 市役所迫庁舎前掲示場の公告を参照してください。
※落札価額に不動産登録免許税が加算されます。
【公売保証金】 最低見積価額の１割
※入札日には、公売保証金が必要です。
【買受適格証明書】 物件が農地の場合、買受適格証明書の提出が必要です。
１１月１２日（月）までに、対象不動産の登記簿謄本、公告写し、印鑑を持参
の上、市農業委員会（市役所中田庁舎１階）へ申請してください（無料）
。
【入札日時・会場】 １１月３０日（金）１０時～、市役所迫庁舎１階会議室
※１回のみの入札となります。
【その他】 入札時には、身分証などが必要です。詳細は入札前にお問い合わ
せください。
【問い合わせ】 総務部税務課 徴収対策係 緯 0220（22）2169

▼

市税滞納により、差し押さえた不動産を公売します。

平成20年版みやぎ手帳
予約受け付け中

▼

不動産公売のお知らせ

ト メル君

オト メちゃん

協働のまちづくりフォーラム
最近、
「協働」という言葉がよく使われるようになり
ました。市民皆さんが、地域やまちづくりに関心をも
ち参加することは、地域を元気にするため大切なこと
です。市民と市が情報を共有しながら力を合わせてま
ちづくりを進めるため、フォーラムを開催します。登
米市のまちづくりを市民皆さんと一緒に考えていきま
すので、ご参加ください。
日時
場所

11月17日（土）午後１時３０分～
登米祝祭劇場 大ホール

【内容】
◆基調講演：
『協働がひらく、地域づくり』
高崎経済大学地域政策学部准教授 櫻井常矢さん
◆対談：布施市長と櫻井さんのまちづくり対談
『市民の創造力を生かした協働のまちづくり』
◆シンポジウム（事例発表）
：地域づくり実践者や市
民活動の事例発表と意見交換
『始まっている協働のまちづくりのかたち』
◆アトラクションなど
【問い合わせ】
企画部市民活動支援課 市民協働推進係
緯 0220（22）2173

Tome 28

