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「もしも…」の備えに

救急医療情報キットを配付しています
　市では、おおむね 65 歳以上の高齢者世帯などを対象に、万一の
救急時に備え、駆けつけた救急隊員などに必要な情報を素早く伝
え救命活動に生かす「救急医療情報キット」を無料で配付してい
ます。「もしも」の際に備え、ぜひご活用ください。　

　「救急医療情報キット」とは、持病や通院先、服薬状況、緊急時の連絡
先などの情報のほか、本人確認用の顔写真や健康保険証の写しなどを
あらかじめボトルに入れておき、自宅の冷蔵庫に保管しておくもので
す。救急時には、救急隊員や医師が、このキットの情報を活用し、迅速に
救命活動を行います。　
　利用を希望される方は、お問い合わせください。

■申し込み・問い合わせ先／
・市地域包括支援センター（市ワン・テン庁舎）　   ☎ 22-6600 内線 419
・唐桑総合支所保健福祉課（燦さん館）　　　　    ☎ 32-4811
・本吉総合支所保健福祉課　　　　　　　   ☎ 42-2975
・大島地域包括支援センター（廻舘）　　　　　   ☎ 25-8570
・北部地域包括支援センター（唐桑町石浜）　　  ☎ 25-9755
・南部地域包括支援センター（本吉町津谷舘岡）   ☎ 31-1052

■救急隊員や医師に素早く情報を伝達

■最新の情報を入れましょう

緊急の際に 119 番通報
※キットの場所を示すシール　
　は事前に冷蔵庫に貼っておく

救急隊員が冷蔵庫のキットから
情報を確認し救急処置を行う

医療機関への搬送時、救急隊員
がキットの情報を医師に伝達
し、適切な対応を行う

② 救
急

119①

救
急

③

キットの活用例

　医療情報や緊急連絡先などは最新の情報が必要となりますので、内容
に変更があった場合は、その都度書き換えてください。

　歯ぐきの検査、口の中の清掃状態の確認、入れ歯のチェックのほか、
その他の異常についても検診します。口がきれいになると、のどの
奥や口の中のばい菌が少なくなり、肺炎やインフルエンザの予防に
もなります。この機会にぜひ受診ください。

■問い合わせ先／
　市健康増進課 　☎ 21-1212歯周病検診歯周病検診を実施します

40・50・60・70歳 対象

■対象者／
・40歳（昭和53年4月2日～54年4月1日生）
・50歳（昭和43年4月2日～44年4月1日生）
・60歳（昭和33年4月2日～34年4月1日生）
・70歳（昭和23年4月2日～24年4月1日生）
■検診期間／８月１日から11月30日まで
■検診料金／
（１）40 歳、50 歳、60 歳　　　… 500 円
（２）70 歳、生活保護世帯の方   … 無料

■検診場所／市内および一関市、平泉町の登録医療機関
・歯科休日当番医でも受診できます。
・一関市、平泉町で受診を希望する方、受診券に同封の資料を
ご確認下さい。

・登録医療機関へ電話予約の上、受診してください。

■その他／対象の方には、７月上旬に受診券を郵送
しています。対象の方で受診券が届かない場合は
お問い合わせください。

商品・役務別相談状況

市商工課 消費生活センター（市本庁舎１階）  ☎ 22-3437
専門相談員が対応、秘密厳守。安心してご利用ください

受付時間／月～金（祝日除く）　午前９時 から 午後４時 まで

土日・祝日は い  や  や

をご利用ください
消費者ホットライン  ☎１８８

消費生活センター からのお知らせ  － 平成29年度の相談状況 －

１通信サービスの相談が全体の約 34％

　昨年度の消費生活相談は254件（前年比17件増）で、そのう
ち通信サービスの相談件数は86件で全体の33.9％を占め、４
年連続で最多となりました。相談内容では、有名企業をかた
る架空請求メールのほか、光回線などの契約・解約に関する
相談が多く寄せられ、「安くなると言われたのに、安くならな
い」といった事例がありました。
　契約する際には、その場ですぐに判断せず、家族や身近な
人などに相談して、冷静に判断しましょう。

２不審なメールやはがきでの架空請求が増加しています

　架空請求の手口は、常に変化し、巧妙化しています。最近の事例では、有名企業を装い、注文し
ていないのに「注文を受け付けました」という内容のメールを送る手口が増加しています。
　注文した覚えがない場合は、企業の公式サイトから問い合わせ先を確認してください。メール
中の問い合わせ先には、絶対に電話（返信）しないでください。
　不安な場合は、市消費生活センターに相談しましょう。

通信サービス
　　33.9％

※
       食料品
     6.3％

商品一般
  13.4％

教養娯楽・
その他   
36.2％

 金融・
 保険
10.2％

■受入場所／クリーン・ヒル・センター
■受付時間／午前９時から正午まで
■料金／ 50 キログラムあたり 324 円
■その他／畳など数量を制限してい
るものやベッド、ソファーなど金
属類を取り除く必要があるものも
ありますので、事前にお問い合わ
せください。当日は、混雑が予想さ
れますので、時間に余裕を持ってお
いでください。

※粗大ごみの受入は平日も行っています。
■問い合わせ先／
　市循環型社会推進課 廃棄物処理係
　　　　　　　　　　   ☎ 22-9680

■問い合わせ先／市循環型社会推進課　☎ 22-9680

９月２日は
粗大ごみの
日曜日受入の日です 「段ボール」と「雑がみ」は分けて出しましょう

このほかにもリサイクルできない紙製品がありますの
で、「ごみ出しルールポスター」を確認してください。

ボックスティッシュのビニー
ルフィルムやプラスチック製
品などは「雑がみ」に混入さ
せないでください。

「雑がみ」にビニールなどを入れないでください

断面が波型になっているものは「段ボール」

断面が波型になっていないものは「雑がみ」

資源ごみの分別アドバイス

××
←ビニールなどの混入例

－出す前に確認しましょう－

※商品一般：
　商品が不明もしくは
     限定できないもの
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