令 和３ 年 度 防 災 訓 練 計 画
地域防災力の向上を図ります︒

自転車を利用する皆さんへ
ましょう︒悲惨な交通事故を

知します︶

▼会場＝市内︵詳細は別途周

▼日程＝ 月６日㈯

◇第 回九都県市合同防災訓練

警戒区域内の市民

▼対象＝市内全域の土砂災害

学校︑中央公民館︑瑞穂小学校

▼会場＝大網小学校︑大網中

▼日程＝６月 日㈰

◇土砂災害避難訓練

て︑安全に利用してください︒

転車もルールとマナーを守っ

亡事故が発生しています︒自

☎０４３︵２２３︶２２６３

千葉県くらし安全推進課

すので︑災害と間 違えないよ

最大音量で一斉に放送されま

また︑自転車の運転時には︑
自転車用ヘルメットをかぶり

消 防団員 を募 集

住民の安心安全のため︑災害
から地域を守っていますが︑
題となっています︒

近年では団員不足が深刻な課
﹁大切な地域や家族を災害か
ら守る﹂という 使 命のもと︑
あなたも消防団に入団しませ

ば﹂を目指しましょう︒

安全対策課生活安全班
☎０４７５︵７０︶０３８７

歳で市内在
住・在勤の健 康な方なら︑男

地震・津波や武力攻撃など
うご注意ください︒

☎０４７５︵７０︶０３０３

んか︒ 歳から

災害対応訓練を併せて実施︒

職業を持ちながら﹁自分たち

安全対策課消防防災班

女問わず入団できます︒

の発生時に備え︑緊 急情報を
▼訓練日時＝５月 日㈬ 時
す﹂

消防団は普段︑それぞれの

避難所運営訓練︑災害ボラン
安全対策課消防防災班

う郷土愛護精神のもと︑地域

の街は自分たちで守る﹂とい

国から人工衛星などを通じて
▼放送内容

・下りチャイム音

アドレスが入力されます︒

大網白里市からの防災情報の
受信準備はできていますか
災害時に市から複数の情報
伝達方法を用いて情報を発信
します︒市では次の情 報 伝達
ご利用ください︒

方法で情報を発信しますので
◇大網白里市メール配信サー
ビス
災害時に︑市から事前登録
報を配信します︒登録が必要

ように設定の変更をお願いし

から送られます︒迷 惑メール

メールは﹁ oamishirasato.mail※
﹂
haishin@city.oamishirasato.lg.jp

ールを送信し︑返信されたメー

ます︒設定方法はご利用の携

で すので ︑﹁
oa
m
is
h i r asa- 対策をしている方はこのアド
﹂に空メ レスからメールを受信できる
to@entry.mail-dpt.jp
ルの内容に沿って登録してくだ

東金警察署管内安全安心キャラクター
「とうがめくん」

開設時間
10時〜
11時30分

10時〜
11時30分
10時〜
11時30分

14時〜15時

10時〜
11時30分

14時〜15時

14時〜15時

14時〜15時

10時〜
11時30分
10時〜
11時30分
10時〜
11時30分
10時〜
11時30分
10時〜
11時30分

集合時間
15時

14時10分

市では︑駐輪場の利用料金

白里市シルバー人材センター

☎０４７５︵７３︶６７７１

☎０４７５︵７０︶０３０３

安全対策課消防防災班

ォローをお願いします︒

信していきますので︑ぜひフ

災・防犯啓発の情報などを発

災 害 時 に 必 要 な 情 報 ︑防

を始めました︒

市安全対策課﹂のツイッター

報などを発信する﹁大網白里

４月１日から防災・防犯情

☎０４７５︵７０︶０３８７

安全対策課生活安全班

◇﹁安全対策課﹂ツイッター

配信される場合があります︒

いる場合︑隣接市町の情報が

た︑市内で隣接市町の近くに

場合しか受信できません︒ま

配信しますので︑市内にいる

せん︒配信エリアを指定して

信のための通話料もかかりま

ものです︒登録は不要で︑受

対して一斉に情報を発信する

携 帯 電話・スマートフォンに

このサービスは︑市内にある

ール﹂を導入しています︒

天モバイル㈱の﹁緊急速報メ

トバンク ㈱・ＫＤＤＩ㈱・楽

﹁エリアメール﹂およ びソフ

市では︑㈱ＮＴＴドコモの

◇緊急速報メール

が表示されます︒

１７

▼所在地＝大網白里市大網３

読み取るとインストール画面

受け取れます︒ＱＲコードを

設定することで︑防災情報を

よび自治体からの緊急情報を

リをインストールし︑地域お

Ｙａｈｏｏ！防災速報アプ

◇Ｙａｈｏｏ！防災速報アプリ

確認ください︒

▼委託先＝一般社団法人大網

の収納事務を委託しています︒

駐 輪 場の利用 料 金の収 納 を
委託しています

安全安心コーナー

共助に重点を置いた防災啓発
例
※年計画されている総合防
災訓練および津波避難訓練

は九都県市合同防災訓練に
５月は自転車安全利用推進

▼対象＝全市民
▼概要＝取るべき避難行動の

て併せて実施します︒

▼概要＝千葉県を含む首都圏

市では︑地震や風水害など

の九都県市における首都直下
周知︑避難勧告等の発令区分

無くすため︑交 通ルールとマ

地震などの大災害に備えて︑
に基づく避難要領の実践︑避

強化月間です︒

の災害発生に備えて︑各種訓

千葉県と共催で各防災機関と
難路や指定緊急避難場所の確認

ナーを守って﹁交通安全県ち

練を行い︑自助・共助・公助

連携した実践的な訓練︵救出

自転車の交通違反による死

の相互のつながりを強化し︑

救助実動訓練︑津波避難訓練︑
土
※砂災害避難訓練時に職員

ティアセンター設置運営訓練
☎０４７５︵７０︶０３０３

瞬時に伝える︑全国瞬時警報

・﹁こちらは防 災 大 網 白 里で

など︶の実 施のほか︑自 助・

システム︵Ｊアラート︶を用
・上りチャイム音

安全対策課消防防災班

60

帯電話事業者やプロバイダに

したメールアドレスに防災 情

▲大網白里市
メール配信
サービス

全国瞬時警報システム︵Jアラート︶
の伝達訓練を実施します

いた訓練を実施します︒
・﹁これは︑Ｊアラートのテ

11

18

さい︒ＱＲコードを読み取ると

▲@anzen̲os̲0303

19

３月 18 日一般競争入札実施分
〇件
名 都市公園管理業務（その３）
場
所 みずほ台地内
落札業者 ㈱翔和緑花建設
落札金額 4,796,000 円
落 札 率 92.37%
〇件
名 都市公園管理業務（その４）
場
所 みどりが丘地内
落札業者 ㈲グリーンメイク
落札金額 7,733,000 円
落 札 率 88.43%
〇件
名 都市公園管理業務（その５）
場
所 季美の森南地内
落札業者 河崎造園土木（株）
落札金額 10,725,000 円
落 札 率 91.64%
〇件
名 白里海岸公園管理業務
場
所 南今泉外 2 地内
落札業者 ㈱ところ園
落札金額 5,049,000 円
落 札 率 94.25%

14時〜15時

▲Android

27

☎０４７５︵７０︶０３０３

財政課契約管財班
☎０４７５（７０）０３１２

市内に設置してある防災行

市が発注する建設工事、業務委託、物品購入等
の入札結果のうち、主なもの（落札金額が工事５０
０万円以上・業務委託３００万円以上・物品購入等
２００万円以上）について公表します。
なお、そのほかの結果も含め、全入札結果は、入
札情報サービス、市役所受付行政情報コーナー、財
政課で公表しています。
注：金額は税込表示

仮想通貨（暗号資産）や海外事業へ
●今月の移動交番開設日
の投資など、国民の関心が高いテーマ
開設予定日
開設場所
に便乗して出資名目でお金をだまし取る
14日㈮
利殖商法、高齢者世帯を狙って屋根や セブンイレブン
床下等の点検を口実に訪問し必要の無 季美の森店
24日㈪
い工事で高額な料金を請求する点検商
法、健康食品や化粧品等の商品やファ
17日㈪
ンド型投資商品などのマルチ商法など、 ケーヨーＤ２
悪質商法による被害が発生しています。 大網永田店
27日㈭
〈被害に遭わないためのポイント〉
・相手の身分と用件をしっかり確認する。
21日㈮
主婦の店
・うまい話、
儲かる話を信用しない。
大網店
・すぐ契約するように迫ってきても、安
31日㈪
易に契約をしない。
・あいまいな返事をせず、勇気を出して
12日㈬
農村環境改善センター
はっきりと断る。
いずみの里
・１人で判断しないで、家族や知人、相
26日㈬
談機関へ相談する。
19日㈬
・しつこい場合は１１０番をする。
みどりが丘自治会館
▶相談窓口
27日㈭
被害に遭ったときや、不安を感じたと
きは一刻も早く相談を。
クーリング・オフ
により被害の防止・回復ができる場合が ショッピングセンター 10日㈪
あります。
アミリィ
25日㈫
▶警察本部相談サポートコーナー
＝☎０４３
（２２７）
９１１０
大網白里市役所
7日㈮
▶県消費者センター
＝☎０４７
（４３４）
０９９９
市立大網病院
6日㈭
▶市消費生活センター
＝☎０４７５
（７０）
０３４４
●合同パトロール予定
千葉県警生活経済課
集合場所
実施日
☎０４３
（２０１）
０１１０
大網小学校
10日㈪
東金警察署
大網東小学校
13日㈭
☎０４７５(５４)０１１０

▲iOS

11

政無線および戸別受信機から︑ ストです﹂ ３

入札結果の公表

悪質商法の被害に遭わないために

42
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