
あばしりあばしり広
報 6

11月９日は、 です。119番の日
１１９番は、緊急時に皆さんと消防を結ぶホットライン。
緊急性がない用件で安易に 119 番を利用するのはご遠慮ください。

　病院問い合わせ／加入電話からは☎43-2221　　　　　火災等災害情報案内／加入電話からは☎44-9922
携帯電話からは☎0152-43-2221　　 　　　　  　　　　　　携帯電話からは☎0152-44-9922

慌てずゆっくり119番 落ち着いて用件を正確に伝えましょう

１１９番消防です。火事ですか？ 救急ですか？

火事です！ 救急です！

○○条○○丁目○○番○○号です　私は○○○○です

○○局の○○○○です

○○が燃えています ○○が急に倒れました　など

逃げ遅れはいません・○人逃げ遅れました　など 呼吸はありますが意識はありません　など

現場の住所と、あなたの名前を言ってください。

いま使用してる電話の番号は何番ですか？

何が燃えていますか？ 誰がどうしましたか？

逃げ遅れた人はいませんか？ 意識・呼吸はありますか？

わかりました　すぐに向かいます わかりました　すぐに救急車が向かいますので

サイレンが聞こえたら合図してください

携帯電話で通報するときに注意すべきこと！ ファックスからの１１９番通報

○消防からかけ直す場合があります。いつでも通信で
きるように電源を切らないようにしましょう。

○車で走行中の場合は、停車させてから通報してくだ
さい。

○自分の携帯電話番号を確実に言えるようにしておき
ましょう。

○通報する地区によっては近隣の消防につながる場合
がありますが、通話を切らずに指示に従ってくださ
い。

○電波状態によっては用件が正確に伝わらない場合が
あります。近くに公衆電話･一般電話がある場合は、
その電話を利用してください。

　電話での 119 番通報ができない場合には、ファック
スから「火事・救急」の通報ができます。
　必要事項を記入した用紙をファックスにセットし、
「119」をダイヤル後にスタートボタンを押すだけです。
○ファックスの送信が正常に終了したことを必ず確認
してください。送信できなかった場合は、近所に助
けを求めてください。

○ IP 電話をご利用の方はファックスからの通報がで
きない場合があります。加入しているプロバイダに
確認してください。

○住所・氏名・ファックス番号・火事と救急の別が記
載されてあればどのような用紙でも構いません。

本格的な冬を迎える前に、暖房器具の点検を
これからの季節は日に日に寒くなり、暖房器具などを使用する機会が多くなります。

取り扱いには十分に注意し、火災の発生を防ぎましょう。

①洗濯物を暖房器具の上に干していませんか？　②給油は火を消してから行っていますか？
③カーテンの近くで使用していませんか？　　　④本体から異臭がしていませんか？
⑤空気取入口にほこりが付着していませんか？　⑥給排気筒がゴミや雪で詰まっていませんか？
⑦給排気筒が外れていませんか？　⑧機器の周辺に燃えやすいものや布団などはありませんか？

問合先／網走消防署管理課 ☎43-9494

道営住宅
　入居者募集
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■申込条件
・住宅に困窮している方
・同居または同居予定の親族（婚約者含む）のある方
・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条
　第６号に規定する暴力団員でない方

■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
家族数 同居親族 年間総収入額 摘　　　　要
１人 ０人 2,967,999円以下 年金・事業所得者、身体障がい

者、所得のある方が2人以上、
未就学児童がいる世帯などは基
準が異なります。

２人 １人 3,511,999円以下
３人 ２人 3,995,999円以下
４人 ３人 4,471,999円以下

道営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１カ所選んで、お申し込みください。）
№ 住　　　　　　所 室番号 タイプ面積 (㎡ ) 階 住宅使用料 募集区分
1 つくしヶ丘 3丁目 4-3 つくしヶ丘団地 3棟 203 3LDK 79.80 2 23,600円～ 46,300円 一般世帯向け
2 駒場北 2丁目 1番地 6-10駒場団地 1-6棟 101 3LDK 78.40 1 20,100円～ 39,500円 一般世帯向け
3 緑町 2番地の 1 グリーンタウンリバーサイド 1号棟 116 3LDK 78.20 3 20,200円～ 39,700円 一般世帯向け
4 北 12条西 2丁目 2番 7 サンリッチヴィラ B棟 405 3LDK 73.20 4 22,800円～ 44,800円 一般世帯向け
5 北 12条西 2丁目 2番 8 サンリッチヴィラ C棟 406 2LDK 61.10 4 19,300円～ 37,8900円 一般世帯向け

問合先／網走土木現業所企画総務部建設指導課建築住宅係　☎ 41-0643

道営住宅
　入居者募集
■申込方法
　受付期間／ 11月2日～ 6日（３日の祝日を除く）
　受付場所／網走合同庁舎4階建設指導課建築住宅係
　提出書類／収入を証明できるもの(源泉徴収票等)、
　世帯を確認できるもの（保険証等）、印鑑
　抽　　選／ 11月12日

医療の現場で何が起きているのか!?

障がい福祉のために

市有地公売のお知らせ

救急医療講演会

～住民を守ろう！病院を守ろう！～
私たちが安心して生活するために不可欠な医療。しかし今、医療の現場では医師が疲弊か
ら退職するという現象が各地で見られています。本当に医療を必要とする人が必要なとき
に受診できるよう、救急外来をコンビニ感覚で利用することを改めなければなりません。

○基調講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時／ 11月18日 18時30分～ 20時（受付18時）
　講師／北海道医師会常任理事「目 黒 順 一」氏　　　　場　所／エコーセンター 2000

　　　　・救急医療体制は日常生活の安全保障体制　　　主　催／網走保健福祉事務所保健福祉部、網走市
　　　　　　　　　　　　　－北海道の現状と課題－　　共　催／網走医師会、網走地区消防組合
○講　　演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　講師／ JA北海道厚生連網走厚生病院小児科主任医長
　　　　「立 花 幸 晃」氏
　　　　 ・斜網地区における小児救急　－現状と今後に向けて－
　講師／網走地区消防組合警防２課消防司令
　　　　「中　　　 明」氏　　　　　　　　　　　　　　 問合先／網走保健福祉事務所保健福祉企画課
　　　　 ・救急隊の現状と安易な救急要請について　　　　　　　　　　　　　　　 ☎４１－０６８５

入場無料

網走市障がい者福祉計画・障がい福祉計画の策定

障害者基本法を背景に、障がい福祉の取り組みの方向性を分野ごとに定め総合的で計画的な推進を図ろうと、｢障が
い者福祉計画 ｣をつくりました。この計画は、障害者自立支援法施行後のサービス利用状況な
どの最新動向を基に既存の計画を見直したもので ｢ハートプランⅢ ｣と呼ばれます。
　また、ハートプランⅢでの目標をより具体的に進めるため、障がい福祉サービスの実施内容
や見込まれる量、サービス体制などを明らかにする ｢障がい福祉計画 ｣も併せてつくりました。
　希望される方に計画書を差し上げていますので、お気軽にご連絡ください。

問合先／社会福祉課障がい福祉係（内線 410）

問合先／財政課管財係（内線 242）
◆申込期間／ 11月 2日～ 13日（土日・祝日を除く 8時 45分～ 17時 30分）
◆申込方法／申込書に必要事項を記入の上、財政課管財係へ提出してください。
　　　　　　申込書・公売要領は、申込期間中、係にて配布しています。
◆申込資格／市町村に公租公課を滞納していない方、および地方自治法施行令第167条の 4の各号に該当していない方
◆公売日時／ 11月 18日 10 時 入札開始　　◆公売会場／本庁舎 3階第一会議室

番号 所　　　在 地目 面積 ( ) 面積 ( 坪 ) 最低売却価格 附帯工作物 備　　　考
１ 南2条西3丁目1番1 宅地 1,501.72 454.3 5,819 万 7 千円 管理棟、照明灯、フェンス 旧市営南 2条駐車場
２ 字潮見 319 番 69 雑種地 9,509　 2,876.5 1,426 万 3 千円 馬房 旧家畜共進会場


