
●問い合わせ先／
　市危機管理課　
　☎ 22-6600 内線 262

避難準備･
高齢者等避難開始
避難準備･
高齢者等避難開始 避難勧告区分

発令時の
状況

行うべき
行動

避難指示 ( 緊急 )

弱拘束力 中 高

　被害の発生する可能性
が高まった状況

　被害の発生する可能性
が明らかに高まった時

　被害が発生する可能性が
非常に高い状況や発生し
始めた状況

●避難に時間がかかる要
配慮者（高齢者・障害者・
乳幼児など）は、避難
を始めてください。ま
た、周りの方は支援を
始めてください。
●通常の避難ができる方
は、気象情報に注意し、
家族との連絡や非常用
持出品の用意など、避
難の準備を始めてくだ
さい。

※夜間に避難勧告等を発令する可能性がある場合、明るい時間帯に「避難準備・高齢者等避難
開始」を発令する場合があります。

●通常の避難ができる方
は、避難場所などへの
避難を始めてください。

●避難の途中の方は、すぐ
に避難を完了してくださ
い。また、避難時間に余
裕がない場合や外が危険
な場合は、自宅や近くの
建物の２階などに避難し
屋内で安全を確保してく
ださい。

※今後、国ガイ
ドラインの改
定に伴い、行
うべき行動な
どの表現が変
更される場合
があります。

毎月 11日は
~ episode16 ~

防災を 考 える日

「 　　　　  を確認しましょう 」避難情報

■適宜適切に避難しましょう
　市では、さまざまな情報媒体で防災情報を発信していますが、自然災害は自らの判断で避
難行動を行うことが原則です。危険と判断した場合は、情報を待たず安全な場所に避難する
とともに、普段から家庭内で避難方法や避難場所を確認しておきましょう。　

■避難情報について
　災害発生の可能性が高まり、避難が必要になった場合には、市から避難準
備・高齢者等避難開始や避難勧告、避難指示（緊急）を発令します。避難情報は、
防災行政無線や緊急速報メールなどでお知らせします。

■避難勧告などが発令されたら
　避難勧告などが発令された場合には、率先して避難を始めましょう。その
行動が周りの方の避難を促し、命を救うことにもなります。

「病院に行く？」「救急車を呼ぶ？」など迷ったときは
「おとなの救急電話相談」

１０
月１
日

　  開
始！

をご活用ください

♯ ７ １１ ９

　休日・夜間の急な病気やけがについて、医療スタッフが受診
の必要性や対処方法などの助言や医療機関を案内するサービス
です。なお、対象者は 15 歳以上です。

☎ 022-706-7119
■電話番号／プッシュ回線・携帯電話は

【対応時間】平日：午後７時～翌午前８時、土曜日：午後２時～翌午前８時
　　　　　  日曜・祝日：24 時間対応します

プッシュ回線以外・ＰＨＳは

●問い合わせ先／
　宮城県医療政策課
　☎ 022-211-2622

お子さん（15歳未満）の場合には、
子供夜間安心コール「♯8000」
（受付：午後７時～翌午前８時）
に電話してください。
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【採用区分・受験資格】

任期付職員募集

土木
（５人程度）

受験資格　受験資格　職種（募集人数）職種（募集人数）
次のいずれかを満たす方
・土木施行管理技士（１級または２級）、技術士または技術士補（応募職種に関連する
技術部門）、測量士のいずれかの資格を有する方

・行政機関や民間企業などにおける正規の職員として道路、橋りょう、河川、漁港・
海岸施設、上下水道施設等の土木工事または土地区画整理事業に係る設計、積算、
施工管理等に関する業務の職務経験を直近10年（平成19年９月１日から本年８月31
日まで）中に２年以上有する方

次のいずれかを満たす方
・電気工事施工管理技士（１級または２級）、設備設計一級建築士、建築設備士、技
術士または技術士補（応募職種に関連する技術部門）のいずれかの資格を有する方

・行政機関や民間企業などにおける正規の職員として、建築物等における電気設備
の設計、積算、施工管理等に関する業務の職務経験を直近10年（平成19年９月１日
から本年８月31日まで）中に２年以上有する方

学校教育法による大学（短期大学を除く）、大学院において考古学またはこれに類す
る科目を履修し、卒業もしくは修了した方で、埋蔵文化財の発掘調査経験および発
掘調査報告書の作成実績を有する方

精神保健福祉士の資格を有し、精神保健福祉士としての職務経験を直近10年（平成19
年９月１日から本年８月31日まで）中に２年以上有する方

電気
（１人程度）

文化財
（２人程度）

精神保健福祉士
（１人程度）

金1010 2020月 日 まで
申込期限申込期限

■任用期間／平成 30 年１月１日から平成 31 年 12 月 31 日まで（最大５年まで延長の場合あり）
■試験内容／一次試験：書類選考（経歴審査・小論文）　二次試験：人物試験（面接）
■試験会場／二次試験会場は仙台、東京、名古屋のうち、希望する 1か所での受験となります。
■申込方法／市人事課、唐桑・本吉総合支所備え付けの申込用紙または市ホームページ掲載の申
込用紙で持参、郵送のいずれかの方法で申込期間内にお申し込みください。
■申込先／気仙沼市総務部人事課人事研修係〔〒988-8501（住所記載不要）〕
■問い合わせ先／市人事課 人事研修係　☎ 22-6600 内線 223・224・225

　任期満了に伴う宮城県知事選挙が10月５日告示、22日（日）投・開票で執行されます。こ
の選挙では18歳以上の方または誕生日が平成11年10月23日までの方が投票できます。

※このほか選挙について詳しくは、別に配布の『選挙のお知らせ』や市ホームページをご覧いただくか、
市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

投票日10月22日（日）
投票時間 午前７時～午後７時

■問い合わせ先／市選挙管理委員会事務局　☎ 22-3459

■ 期日前投票ができます
　投票日当日、用事があって投票所に行くことのできない方は、期日前投票がで
きます。当日に用事のある方のほか、交通手段がなく投票所へ行くことができな
い方なども、ぜひお近くの期日前投票所をご利用ください。

■ 不在者投票
　投票日当日、仕事や行事などにより住所地以外に滞在している方は、郵便により選挙人
名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ、滞在地の選挙管理委員会で不在者
投票をすることができます。

宮城県知事選挙が執行されます
『 将来を 決めるあなたの この一票』『 将来を 決めるあなたの この一票』

広報

2017. 10. 1 4



●問い合わせ先／
　市危機管理課　
　☎ 22-6600 内線 262

避難準備･
高齢者等避難開始
避難準備･
高齢者等避難開始 避難勧告区分

発令時の
状況

行うべき
行動

避難指示 ( 緊急 )

弱拘束力 中 高

　被害の発生する可能性
が高まった状況

　被害の発生する可能性
が明らかに高まった時

　被害が発生する可能性が
非常に高い状況や発生し
始めた状況

●避難に時間がかかる要
配慮者（高齢者・障害者・
乳幼児など）は、避難
を始めてください。ま
た、周りの方は支援を
始めてください。
●通常の避難ができる方
は、気象情報に注意し、
家族との連絡や非常用
持出品の用意など、避
難の準備を始めてくだ
さい。

※夜間に避難勧告等を発令する可能性がある場合、明るい時間帯に「避難準備・高齢者等避難
開始」を発令する場合があります。

●通常の避難ができる方
は、避難場所などへの
避難を始めてください。

●避難の途中の方は、すぐ
に避難を完了してくださ
い。また、避難時間に余
裕がない場合や外が危険
な場合は、自宅や近くの
建物の２階などに避難し
屋内で安全を確保してく
ださい。

※今後、国ガイ
ドラインの改
定に伴い、行
うべき行動な
どの表現が変
更される場合
があります。

毎月 11日は
~ episode16 ~

防災を 考 える日

「 　　　　  を確認しましょう 」避難情報

■適宜適切に避難しましょう
　市では、さまざまな情報媒体で防災情報を発信していますが、自然災害は自らの判断で避
難行動を行うことが原則です。危険と判断した場合は、情報を待たず安全な場所に避難する
とともに、普段から家庭内で避難方法や避難場所を確認しておきましょう。　

■避難情報について
　災害発生の可能性が高まり、避難が必要になった場合には、市から避難準
備・高齢者等避難開始や避難勧告、避難指示（緊急）を発令します。避難情報は、
防災行政無線や緊急速報メールなどでお知らせします。

■避難勧告などが発令されたら
　避難勧告などが発令された場合には、率先して避難を始めましょう。その
行動が周りの方の避難を促し、命を救うことにもなります。

「病院に行く？」「救急車を呼ぶ？」など迷ったときは
「おとなの救急電話相談」

１０
月１
日

　  開
始！

をご活用ください

♯ ７ １１ ９

　休日・夜間の急な病気やけがについて、医療スタッフが受診
の必要性や対処方法などの助言や医療機関を案内するサービス
です。なお、対象者は 15 歳以上です。

☎ 022-706-7119
■電話番号／プッシュ回線・携帯電話は

【対応時間】平日：午後７時～翌午前８時、土曜日：午後２時～翌午前８時
　　　　　  日曜・祝日：24 時間対応します

プッシュ回線以外・ＰＨＳは

●問い合わせ先／
　宮城県医療政策課
　☎ 022-211-2622

お子さん（15歳未満）の場合には、
子供夜間安心コール「♯8000」
（受付：午後７時～翌午前８時）
に電話してください。

広報

2017. 10. 15


	koho267_0921全頁 4.pdf
	koho267_0921全頁 5

