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　市は、東日本大震災が発生した3月11日を「と

なりきんじょ防災会議の日」に制定し、市民の

防災力向上を目指しています。東日本大震災を

思い出し、家族や地域、職場などで防災につい

て話し合い、災害への備えを確認しましょう。
確認には、市消防本部ホームページ「生活安全
情報」内の「わが家の防災力チェックノート」
を活用してください。

一関市防災フォーラムを開催します
問消防本部防災課☎㉕5913
　岩手大・ 土井宣夫教授による講演「栗駒山の

最近1万年間の噴火史と災害例」から、栗駒山
の火山活動や登山の心構えや備えを学びます。
◇日時…3月13日㊐13:20～ 15:30

◇場所…川崎市民センター

◇定員・費用…230人・無料
◇申し込み…防災課へ電話で

FMあすも専用ラジオは「貸与品」です
転出時には返却してください
問本庁総務課☎㉑8633
　緊急時の的確な情報と地域の身近な情報を

お知らせするため、市は「FMあすも専用ラジ

オ」を全世帯・全事業所に貸し出しています。
引っ越しなどで市外に転出する場合は、本庁
または最寄りの支所に返却してください。

28年度地域おこし事業を募集します
問本庁まちづくり推進課☎㉑8671または各
支所地域振興課
　3月17日㊍～ 31日㊍に相談に応じます。
◇対象…中学生以上の市民で構成する団体
◇申し込み…4月1日㊎～ 8日㊎

山火事に注意してください
問本庁農地林務課☎㉑8195または一関農林
振興センター☎㉖1893
　3月1日～ 5月31日は山火事防止月間です。
山火事は、小さな心掛けで防げます。▶強風
時・乾燥時や枯れ草などがある火災が起こり

やすい場所では、たき火・火入れ・野焼きを

しない▶たき火の場所を離れるときは消火す

る▶たばこの吸いがらを投げ捨てない▶火入
れの許可を必ず受ける▶火遊びをしない―に

注意し、山を火災から守りましょう。

春季全国火災予防運動を実施します
問市消防本部予防課☎㉕5911または各消防
署・分署
　春季火災予防運動を全国一斉に行います。
スローガンは「無防備な　心に火災が　かくれ

んぼ」です。▶寝たばこをしない▶燃えやすい

ものから離して火気を使用する▶火気のそばを

離れるときは必ず火を消す―に注意し、▶住宅
用火災警報器を設置する▶寝具、衣類やカー

テンは防炎品を使用する▶住宅用消火器を設
置する▶となり近所の協力体制を作る―など

の対策で火事を防ぎましょう。期間中、各消防
署・分署では「消防相談窓口」を開設します。
◇期日…３月１日㊋～３月7日㊊
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市 役 所からのお知らせ

問消防本部防災課☎㉕ 5913

Q.体内中の放射性物質について教えて?

Ａ .体内には、生物に必要な元素・カリウムがあり、体内のカ

リウム濃度は一定になるように保たれています。カリウムの

0.01％は放射性カリウムで、ほとんどの食品に含まれています。
放射性カリウムは、β（ベータ）線とγ（ガンマ）線を放出するた

め、食品を摂取することで内部被ばくすることになります。食品
のカリウムによる被ばく量は、その人の体格によって決まって

いるため、食生活による影響は受けないと考えられています。

問本庁放射線対
策室☎㉑8331

放射線

豆知識

Q&

【参考文献】放射線による健康影響等に関す

る統一的な基礎資料 26年度版 ver.2014001

3月11日は「となりきんじょ防災会議の日」です

藤沢・下大籠南部神楽保存会

一関・富沢神楽保存会

市消防本部

　藤沢町の「下大籠南部神楽保
存会」（高橋義男会長）は、地域
に古くから伝わる神楽の道具と

音響設備を整備しました。保存
会の須藤松雄さんは「念願の音
響設備も整った。地域で披露す

る場を継続し、子供たちや若い

人たちが受け継いでほしい」と

願っていました。

　弥栄の「富沢神楽保存会」（佐
藤徹会長）は、神楽に使用する

道具と音響設備を整備しました。
昨年11月には、地元の神社で行
われた祭典で、整備した道具を

使って上演。佐藤会長は「後継
者も入会し、道具も整備できた。
伝承活動に弾みがつく。今後も

頑張りたい」と力を込めました。

　市消防本部では、心肺蘇生訓
練用マネキンなどを整備しまし

た。マネキンは、タブレット端末
と連動して胸骨圧迫の位置、強さ

や速さなどを示す優れもの。1月
24日には、室根町婦人消防協力
隊が普通救命講習でマネキンを

活用しました。救命技術の向上に

役立てていきます。

神楽の道具と音響設備を整備　

神楽の道具と音響設備を整備

訓練用マネキンなどを整備

　宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として

実施しているコミュニティ助成事業。27年度は助成金を活用して、郷土芸
能や地域防災活動で使用する備品などを整備しました。

（財）自治総合センターコミュニティ助成事業を活用

まちづくりをより活発に
　障がいがある人もない人も、分け隔てなく人格と個性を尊重し合える社会
を目指して、障害者差別解消法を施行します。同法では、障がいを理由にし

た差別を解消するため①行政機関と民間事業者による「障がいを理由とす

る差別の禁止」②障がいがある人から社会的障壁（＊）を取り除くために配
慮を求められた場合、無理がない範囲で必要・合理的な配慮を行うこと―
を定めています。障がいがある人への合理的配慮は、行政機関等は法的義
務、事業者は努力義務になります。詳しくは、内閣府のホームページで確認
してください。　＊社会的障壁は、障がいがある人にとって日常生活または社会生

活を営む上で障壁になるような事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指します

4月1日から障害者差別解消法を施行します

₂

₃

　手続きには、個人番号が必要です。「個人番号の確認」と「本人確認」がで

きる書類を持参してください。代理人申請の場合は、代理人の身元確認が

必要です。詳しくは、本紙2月1日号で確認するか、問い合わせてください。
◇対象者…戦没者等の死亡当時の遺族で❶27年4月1日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得している人❷戦没者等の

子❸戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹　＊戦没者が死亡当時の生計関係

などの要件により、支給する順位が変わります❹上記❶～❸以外の戦没者等の

三親等内の親族（おい、めい等）　＊戦没者等の死亡時まで、生計関係を１年以

上有した人に限る

◇支給額…年額5万円（5年間）　＊5年償還の記名国債として支給。額面は 25

万円（償還開始は 28年４月15日～）

◇申し込み…～ 30年4月2日までに窓口へ。窓口で必要書類について説明
後、申し込みの手続きを行います

　「し尿くみ取り料金」の料金単価が変わります。詳しくは、各地域のし尿く

み取り業者に問い合わせてください。
◇基本料金（1回のくみ取り

量200㍑まで ）…1,500円（税込）　＊現行1,380円（税込）

◇超過料金（200㍑を超
えた場合 ）…10㍑につき75円（税込）　＊現行 69円（税込）

戦没者等の
遺族に対する 第10回特別弔慰金の請求を受け付けています

28年4月
1日から  し尿くみ取り料金を変更します

問本庁福祉課☎㉑ 8355

問本庁長寿社会課☎内 8357 または各支所保健福祉課

問【一関地域・一関、中里、真滝、厳美、舞川、弥栄地区】㈲一関衛生事業

協会☎㉓ 4408【一関地域・山目、萩荘地区】㈲青葉衛生 ☎㉓ 4054 ／【花

泉地域】クリーンセンター花泉㈲ ☎� 5393または㈲花泉衛生社☎� 2358

／【大東・川崎・藤沢地域および千厩地域の磐清水地区】㈲東磐清掃事業

協会 ☎� 2255 ／【東山・室根地域および磐清水地区を除く千厩地域】㈲

東磐浄化そうセンター☎� 2447
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シリーズで勝部市長の仕事を紹介しますシリーズで勝部市長の仕事を紹介します

勝部市長の

勝部市長の

勝部市長の

勝部市長の

勝部市長の

勝部市長の

お仕事百景

　2回目となる農商工連携促進懇談会が開
かれました。一関商工会議所、JAいわて平
泉、一関地方森林組合、一関観光協会、そ

して市。各団体から課題や展望が話されま

した。「連携」という言葉がスローガンに終
わることのないように、小さくてもいいから

成功例をつくっていくことを確認しました。

　全国学校給食週間で、毎年小学校を訪
問し子供たちと一緒に給食を食べていま

す。一関では「餅料理」がメニューに。この

日は山目小の3年生の教室で、お雑煮の給
食でした。「何の餅が好きですか」「お正月
に何個食べましたか」など次々に飛んでく

る質問。にぎやかで楽しい給食でした。

1/25 山目小で餅給食

農商工連携促進懇談会2/15

問消防本部防災課☎㉕ 5913

書き込み式
保存版

　平成23年3月11日の東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）では市

内で震度6弱を観測し、建物の倒壊や道路の寸断等甚大な被害を受け

ました。また、長期間の停電や断水、燃料不足に見舞われ、日常生活が

完全に麻痺しました。現在、震災前の生活を一日も早く取り戻すため、

復興に向けて邁進しているところです。　本市では、この大災害の教訓を忘れず、災害に強いまちづくりを市民

の皆様とともに進めるため、3月11日を「となりきんじょ防災会議の日」

に制定し、毎年防災について考える機会を設けることといたしました。

　この冊子は、市民の皆様が家族や地域などで防災力向上について考

えて頂く基礎資料として刊行いたしました。
　これを活用しながら、市民皆の力で継続的に災害に強いまちづくりを

進めていきましょう。

一関市長
勝部　修

冊子の刊行にあたって

1…▶

3…▶

5…▶

6…▶

7…▶

9…▶

11…▶

●この冊子は地震に備える（1〜2P）、風水害に備える（3〜4P）、情報を得る（5P）、応急手当のポイント（6P）、火災を出さ

ない備え（7〜8P）、わが家の防災力チェックシート（9〜10P）、非常時の持出品・備蓄品チェックリスト（11P）で構成され

ています。
●1ページ以降の地震・風水害・火災等に対する備えなどの情報をもとに、家族で備えなどを確認しましょう。（小さな子ども

達にはイラストの意味などを説明しましょう。）
●9〜10ページのわが家の防災力チェックシートを使い、家族で災害への備えについて話し合ってみましょう。

●各世帯に配布されている防災マップや、地域の自主防災組織で作成した情報紙・防災マップとともに活用しましょう。また、

新聞や雑誌などの防災に関する最新の情報を各ページの上に貼り付けて活用・保存しましょう。

この冊子の構成と使い方

災害に備え、となりきんじょで顔の見える関係をつくるよう心がけましょう。
一　関　市

書き込み式
保存版
書き込み式
保存版

わが家の防災力チェックノート
定期的に家族や地域、また事業所などで防災について話し合い、

災害に強いまちを目指しましょう。

3月11日は「となりきんじょ防災会議の日」です。
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【体重60㌔の場合】
カリウム40　*1 4,000Bq

炭素14　*2 2,500Bq

ルビジウム87　*1 500Bq

鉛・ポロニウム　*3 20Bq

*1 地球起源の核種
*2 宇宙線起源のN-14由来の核種
*3 地球起源ウラン系列の核種


