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●奥州金ケ崎休日診療所　
■場所　奥州医師会館（奥州市水沢多賀 21-1）
■診療時間　午前 8時 30分～午後 4時
問　診療日▶奥州医師会館（☎ 25-3935）　
診療日以外▶奥州金ケ崎行政事務組合（☎ 24-5821）
7月の当番医　7日日小見英夫先生（小見レディースクリニッ
ク）/14日日石川元子先生（石川病院）/15日月長野雅史先生（な
がの内科クリニック）/21日日石川健先生（石川内科循環器ク
リニック）/28日日井筒岳先生（美希病院）

●母子保健・予防接種日程（7月）
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）

事業名 月　日 場　所 受付時間
母子健康手帳交付・
妊婦相談

毎週㈪　
※祝祭日は除く

保健福祉
センター 13：00～17：００

離乳食教室
※1週間前までに要予約 7月 9日㈫ 保健センター 13：00～13：30

1歳 6カ月児健診 7月 17日㈬ 保健センター 13：00～13：30
乳児健診 7月 23日㈫ 保健センター 13：00～13：30
3歳 6カ月児健診 7月 30日㈫ 保健センター 13：00～13：30

◎消費生活相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所　中央生涯教育センター
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎消費生活出張相談
（相談日前週の水までに予約）
■時間　午前 10時～午後 2時 30分
■場所　役場住民課
　　　　（相談員は奥州市相談員）
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎多重債務弁護士無料相談
■時間　午前 10時～午後 3時（要予約）
■場所　奥州市役所総合相談室
■予約先・問　奥州市役所（☎24-2111）
◎DV相談（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 3時
■場所および予約先・問
　中央生涯教育センター（☎ 44-3123）
◎人権相談
■時間　午後 1時～ 4時
■場所　福祉センター
問　住民課（内線 2127）
◎暮らしとお金の安心相談
（相談日前週の木までに予約）
■時間　午前 10時～午後 4時
■場所　役場 2階 203会議室
■予約先・問　住民課（内線 2121）
◎メンタルヘルス相談
■時間　午前 9時～午後 5時
■場所　保健センター
問　保健福祉センター（☎ 44-4560）
◎行政相談（7月）
■時間　午前 10時～正午
■場所　三ケ尻地区生涯教育センター
問　総合政策課（内線 2311）

各種相談

♥婦人科診療
■受付時間　午前 8時 30分～ 11時 30分
♥神経内科診療
■受付時間　午後 1時 30分～ 3時 30分
♥眼科診療（完全予約制）
■受付時間　午後 1時 30分～ 4時 30分
♥整形外科診療（完全予約制）
■受付時間　午前 8時 30分～ 11時
♥→問　金ケ崎診療所（☎ 44-2121）

◎広報暮らしのカレンダー
日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat
6/30 7/1

♥眼科診療
◎消費生活相談

2 3
◎多重債務弁護
士無料相談

4
区長配布
♥神経内科診療

5
♣ぴよぴよ

6

7 8
♥眼科診療
◎消費生活出張相談

9
●離乳食教室

10
♥整形外科診療
◎暮らしとお金
の安心相談

11
♥婦人科診療

12
臨時区長配布
（選挙公報）
♣とことこ

13
♥土曜診療

14 15 16
◎消費生活相談
◎多重債務弁護
士無料相談

17
● 1 歳 6 カ 月
児健診

18
区長配布
♥神経内科診療

19
♣ぴょんぴょん

20

21 22
♥眼科診療
◎消費生活出張相談
◎メンタルヘル
ス相談

23
●乳児健診

24
♥整形外科診療

25
♥婦人科診療

26
♣ぴょんぴょん

27
♥土曜診療

28 29
♥眼科診療

30
● 3 歳 6 カ 月
児健診

31 8/1
♥神経内科診療

2 3

♥土曜診療
■診療科目　内科（検査・レントゲン除く）
■受付時間　午前 8時 30分～ 11時 30分
♣オープンデイ（あそびのひろば）
■時間　午前 10時～ 11時 30分
■場所　町子育て支援センター
■対象　▶ぴよぴよ…0歳児親子▶とことこ…
1歳児親子▶ぴょんぴょん…2・3歳児親子
問　町子育て支援センター（☎ 44-3365）
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避難勧告等に関するガイドラインが改正されました
■主な変更点
　国では、平成30年7月豪雨において、様々な防災情報が発信されてはいるものの、
多様かつ難解であるため、多くの住民が活用できない状況であったと認識していま
す。これを踏まえ、住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、新たに防災情報
を5段階の警戒レベルにより提供し、住民等の避難行動を支援することとしました。

■防災情報の発信内容
▶改正前

避難勧告の種別 取るべき行動

避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等は避難
その他の住民は避難準備

避難勧告 避難

避難指示（緊急） 避難

▶改正後

危険度レベル

危険度レベル

■防災情報の伝達方法
　防災情報は、防災無線、緊急告知FMラジオ、いわてモバイルメール（金ケ崎町からのお知らせ）、エ
リアメール等でお知らせします。

警戒レベル３：高齢者等避難 警戒レベル４：全員避難

⬇　
⬇

警戒レベル 行動を促す情報 取るべき行動

警戒レベル１ 警報級の可能性 心構えを高める

警戒レベル２ 注意報 避難行動の確認

警戒レベル３ 避難準備
高齢者等避難開始

高齢者等は避難
その他の住民は避難準備

警戒レベル４ 避難勧告
避難指示（緊急） 避難

警戒レベル５ 災害発生情報 命を守る最善の行動

※警戒レベル１～２は気象庁が発表、警戒レベル３～５は町が発令します。


