①②④救急課☎6481−3966③保健企画課☎4869−3010

15

＝先着順で受け付ける定員

このたびの災害で多くいただいたお問い合わせ
Q 指定避難場所への避難はどのように判断すれば

いいですか？

A 市が
「避難準備情報・高齢者等避難開始」
を発令し

た段階で、避難に時間が掛かる高齢者などの要支援

者は、自宅近くの指定避難場所に避難を開始してく

子どもの育ち支援センターシンポ
ジウム「発達に課題のある子と不
登校 今、必要な支援とは何か」
ID 1013056

コールセンター（裏表紙参照）
、こども自立支
援担当 FAX6489−6805
10月10日㈬午後２時〜４時45分、
女性センタ

ートレピ エで、講 演

グッと！ 尼っ子リンリンサポーター
認定制度
ID1011934

生活安全課☎︎6489−6502 FAX6489−6166 、
〒660−8501【住所不要】
「尼崎市自転車のまちづくり推進条例」に基づく

自転車のまちづくりの推進に取り組む事業者や団体

などを認定します。認定証を交付し、市のホームペ

ージなどにサポーターの紹介や活動報告を掲載し
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ます。

を福祉避難所として追加指定しました。福祉避難所

必ず助けてもらえるのですか？

～ 21日 に 電 話 で コ

の楽しみを広める取り組み｜に関することなどに取

要配慮者の利用に適した環境を確保できる施設で

あり、助けてもらえることを保証するものではありま

きます。

災害発生時に支援を受けられる可能性が高まります。

所、
氏名、
電話番号を 昨年は児童虐待につながる
書いてファクスでこ 発達障害について議論を深
ども自立支援担当。 めました

平成30年９月号

＝費用

救急隊員が到着したら、これまでの

が見えたら、手を振って誘導する▽

若王寺３丁目16−３

や公開討論を。 120

す。現在市内に25施設あり、1,200人程度が利用で

＝対象者

きに救急車が利用できるよう、救急

容体の変化や応急手当の内容などを

が活動しています。本当に必要なと

車の適正な利用をお願いします。い

伝える。

③救急告示医療機関など

ざというときに適切な対応ができる

ように、普段から「救急受診ガイド

１０１１８６６）
」をご 覧いた だ

市内には、救急の患者が対象の優

先ベッドなどを備える
「救急告示医療

住所
西難波町５丁目12−１

ださい。

は、バリアフリーや冷暖房が整備されているなど、

＝申し込み

９月９日は「救急の日」
、９日〜

日は「救急医療週間」です。

年中に市内の救急車が出動

①救急車の出動状況

平成

（

き、各症状における緊急度を知って

した件数は２万９９３７件です。出

おきましょう。

ID

29

備されていないため、生活が困難になる場合があり

ます。これらの人を受け入れるため、右上表の施設

５

向が続くと、救急出動対応が遅れる

は、通常の指定避難場所では、生活環境が十分に整

動件数は年々増加しており、この傾

高齢者や障害者などで災害時に配慮が必要な人

機 関」
と応急的な対応を行う
「 休日夜

ID 1002243

恐れがあります。

■

福祉避難所を追加指定

■

間の医療機関」
があります
（左上表）
。

用されないよう指導を行い、適正管理に努めます。

特別養護老人ホーム アマリリス

②救急車を呼ぶときは

認書は同課にあります。個人情報は、無用に共有・利

児童養護施設 子どもの家

傷病者への対応が遅くなると、救

郵送、ファクスで市役所北館３階福祉課へ。同意確

事業所名
特別養護老人ホーム はなみずき

④熱中症に注意

情報の提供に同意する人は、同意確認書を直接か

追加指定した福祉避難所

救急車を呼ぶときは１１９番に電

支援を必要とする理由です。

。所定の
急課（ FAX 6483－5023）

用紙は各消防署にあります。

える命が救えない危険性が出てきま

は、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、避難

をファクスか直接同センター救

話し、落ち着いて次のことを心掛け

できる体制を整備しています。名簿に記載する情報

す。一般の人の利用は控えてください。

20人

す。緊 急 性のない軽いけがや 入 院、

お住まいの地域の支援者などに提供し、迅速に支援

また、福祉避難所は要配慮者が優先的に利用しま

中学生以上の人

今年度、市内において熱中症で救

必要となる人の名簿（避難行動要支援者名簿）を、

避難場所に避難してください。

で。

９月10日～ 28日に所定の用紙

◆予防方法 ▽エアコンや扇風機

合いが大切です。本市では、避難するときに支援が

せん。災害発生時は身の安全を最優先し、
まずは指定

を使う▽暑さを避ける▽涼しくして

災害時の被害を少なくするためには、地域での助け

で、最初から避難場所として利用することはできま

午後５時30分、市防災センター

寝る▽体調に異変を感じたときは早

ID 1002251

なお、福祉避難所は必要に応じて開設されるもの

めに休息を取る。

個人情報提供の同意確認について

ID 1002468

10月10日㈬ 午前９時30分～

急搬送された人は約４００人（７月

休日夜間の医療機関
医療機関名
所在地
電話番号
口腔
（こうくう）
衛生
東難波町４丁目13−14 6481－3005
センター (休日のみ)
休日夜間 急 病 診 療
所
（内科・※小児科・ 水堂町３丁目15－20
6436－8701
耳鼻咽喉科・眼科）

上級救命講習

福祉課☎︎6489−6348 FAX 6489−6329 、〒660−8501【住所不要】

▽火事か救急か、住所（場所）
、現

青木外科整形外科 若王寺１丁目２－23
6491－0148
はくほう会セントラ
東園田町４丁目23－１ 4960－6800
ル病院

てください。

国土交通省のホーム

防災に関す

■

災害時、支援や配慮が必要な人へ

6438－3761

東園田町４丁目101－４ 6499－0888

※小児科の受付時間については12ページ参照

高齢者や障害者など

6430−1800

通院のための救急要請は控えてくだ

アイワ病院

6416－6931

さい。救急搬送件数のうち約半数は、

稲葉荘１丁目８−17

末時点）で、昨年より増加していま

立花町４丁目３－18

場の目標となるもの、傷病者の氏名

立花病院

西原クリニック

6416－1221

入院を必要としない軽症となってい

武庫川町２丁目２

稲葉荘３丁目１－69

す。重症化すると死亡するケースも

田中病院

関西労災病院

がなければ心肺蘇生を開始▽救急車

◆河川情報

長洲西通１丁目８−20 6488−1601

や病気・けがの状況などを伝える▽

杭瀬本町２丁目17−13 6481－1667

合志病院

ます。自 分で病 院に行 ける場 合は、

大隈病院

6493−1210

6499−3045

あるので、注意してください。

潮江１丁目12−１

傷病者の意識・呼吸を確認し、呼吸

潮江１丁目３−43

尼崎中央病院

24

時間、９台の救急車

尼崎新都心病院

本市では、

市内の救急告示医療機関
医療機関名
所在地
電話番号
安藤病院
東難波町５丁目19－16 6482−2922
県 立 尼崎 総 合医 療
東難波町２丁目17−77 6480－7000
センター
近藤病院
昭和通４丁目114
6411－6181

救急車以外の手段で病院へ。

９月 １日 は 防 災 の日

◆尼崎市防災ブック

ID

ページ「川の防災情報」
。

12

る 情 報 を一つ に ま と め た 冊 子 で す

２１６２）
。

（平成 年 月に全戸配布。 １００

津波等一時避難場所

26

ID

１００１８４０

年７月豪雨と、立て続けに大き

大阪府北部を震源とする地震、平

30

災害対策課☎6489・６１６５

成

な災害がありました。これらの災害

本市では、津波や洪水などに備え

■

を教訓とし、改めて災害に備える取

年に

て、民間のマンションや商 業 施設な

願いしています。対象は昭和

どに津波等一時避難場所の提供をお

施行された新耐震基準を満たす鉄筋

上の建物です。

コンクリート造りなどの３階建て以

◆同避難場所の確認を 事前にお

近くの同避難場所の位置を確認して

ください。なお、確認は建物の位置

や入り口にとどめ、内部に無断で立

ち入ることはご遠慮ください。

56

り組みを行いましょう。

日ごろから災害に備えて

地震や津波、洪水などの災害に普

段から備えておきましょう。▽避難

法・避難先の確認▽ラジオや非常食

場所を把握し、家族で事前に連絡方

などを入れた非常時持ち出し袋・備

蓄品の用意と点検▽家具の転倒防止

を。

▽防災訓練や救命講習への参加など

災害発生の危険性が高いときや避

高齢 者防 火安全指 導 旬間

日は、高齢者防火安

１００２９８０

ID

難が必要な場合などには災害情報が

発信されます。情報をしっかりとキ

日〜

予防課☎６４８１・３９６４

９月

全指導旬間です。高齢者の皆さんが

24

ャッチし、速やかな避難行動を取る

先は次の通りです。

市のホームページや

安全を実感し、安心して暮らすこと

のできる地域づくりを推進しましょ

う。消防局では、高齢者への啓発や

高齢者関連施設に対する立ち入り検

査、消防訓練の指導など、高齢者の

防火安全を向上させるための取り組

みを実施します。

15

ように心掛けましょう。情報の入手

◆避難情報

への空メールの送信で

尼崎市防災ネット（

登録できます）
、市内 カ所に設置し

車などで発信します。また、テレビ

た防災行政無線の屋外拡声器、広報

やラジオなどでも入手できます。

◆気 象情 報 気象庁のホームページ。

36

｜

■

ID 1002989

【記号の説明】 ＝問い合わせ先

救急の日・救急医療週間

災害に備える心構えを

Q 避難行動要支援者名簿の提供に同意した場合、
A 支援者の被災状況によっては支援が困難なことも

せん。しかし、
名簿情報の提供に同意することにより、

人

無料

９月５日

ール センターか、住

▷自転車事故防止▷迷惑駐輪防止▷自転

車盗難防止▷環境負荷の低減▷健康増進▷自転車

り組んでいる市内在住か在勤、在学の人や市内事
業者・団体

９月４日〜 12月28日に所定の用紙を郵

送かファクス、Eメールで生活安全課。所定の用紙

は同課にあります。選考あり。
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４

