
　今年３月に発見されたネオワイズ彗星は、短期間の内に明る
くなり大彗星となりました。
　宮城県では曇りや雨の日が多く、観測することが困難な日が
続いたため、７月１７日２０時４９分に秋田県において雄大な
彗星の尾を撮影することが出来ました。
　この日の彗星光度は２.５等で肉眼でも少し右にカーブした尾
が綺麗に見えました。写真と紹介文　おおさき星の会・天文ボランティア　佐々木一男氏



消防情報

Installation of home fire alarm is required targeted for all 
housing by fire prevention ordinance.
《Home fire alarm set-up place》
　①An alarm is necessary to a bedroom part.(smoke style)
　②An alarm is necessary to a kitchen part.(smoke style or　
　　heat style)
　③When there is 2 story of bedroom on the 2nd floor of 
　　the housing, the 2nd floor of installation of an alarm is
　　necessary to the upper part in a stair case with a 
　　bedroom part.(smoke style) 

住宅火災における死者の原因（全国）
令和元年（１月～１２月）総務省消防庁調べ

大崎広域消防本部　予防課　☎２４－４２６８　大崎圏域の各消防署・分署・出張所



消防情報

令和２年度消防功労者総務大臣表彰伝達式について

令和２年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練実施にかかるお願い

夜間に消防署へ直接駆けつけて通報される場合の方法・手順について

　令和２年９月７日組合庁舎講堂において、宮城県婦人防火クラブ連絡協議会副会長　佐
さ さ き

々木文
ふみ

子
こ

様の表彰伝達
式を開催しました。
　この度の消防功労者総務大臣表彰は、国民の生命、身体、財産を災害から防護するため、郷土愛護精神に基づ
き、消防活動、火災予防思想の普及啓発に、献身的に尽力されている消防団員及び婦人防火クラブ員に対して贈
られるもので、令和２年度は、全国で消防団員６名、婦人防火クラブ員５名が受賞されました。
　佐々木文子様は、豊富な防火知識と経験を活かし、大崎地域婦人防火クラブ連合会を２１年にわたり会長とし
て発展に導かれ、宮城県婦人防火クラブ連絡協議会では、７年にわたり副会長の重責を担ってこられました。

　令和２年１０月３日（土）、大崎市鳴子温泉地域を会場に「令和２年度緊急消防援助隊北海
道東北ブロック合同訓練」を実施することとしてお知らせしておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の観点から規模を縮小して実施することとなりました。そのため、一般の
方の見学はご遠慮いただきますようご理解のほどよろしくお願いいたします。
　なお、訓練の様子については、次号同時発行予定の広報「大崎広域 特集号」でお知らせす
る予定としております。
（ご注意）新型コロナウイルス感染症の状況や災害の発生等により中止となる場合があります。

　鳴子消防署、加美消防署及び遠田消防署では令和２年１０月１日（木）より、夜間駆けつけ対応強化のため、
夜間（夜１１時００分から翌朝５時００分まで）に直接消防署にお越し頂いての通報やお問い合わせについては、
各消防署の玄関先で下記の手順で対応してまいります。

問 大崎広域消防本部　予防課　☎２４－４２６８

問 大崎広域消防本部　総務課　☎２４－４２４１

問 大崎広域消防本部　防災課　☎２４－４２３９

広　告

①消防署に駆けつけて通報 ②待機する職員と通話 ③出動

消防署の玄関
先に設置する
通話装置

どうされました？
救急車の要請
ですね。



環境衛生情報

農林業系汚染廃棄物の焼却処理について

各施設のモニタリングポスト空間線量について
　７月１５日から、本組合各焼却施設での農林業系汚染廃棄物の焼却処理及びその焼却灰等の大崎広域
大日向クリーンパークへの搬入を開始しました。
　各施設に環境省が設置したモニタリングポストの測定値から、農林業系汚染廃棄物の焼却開始後も測
定値の異常な上昇は見られません。
　下表は令和２年７月におけるモニタリングポストの測定値を、焼却開始前の１日から１４日までと焼
却開始後の１５日から３１日までに分け、それぞれ最大値・最小値・平均値をまとめたものです。最大値・
最小値ともに大きな変化はなく、平均値については若干減少しております。最大値を計測した日時はい
ずれも雨が降っており、空気中に含まれる放射性物質が地表面に落ちてきたことが原因と思われます。
　今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆さまのご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。

　自然界には様々な放射線が存在し、自然界に元々存在する放射線は自然放射線と言われ、人間は日
常的に放射線を被ばくしています。この自然放射線は、大地からくる放射線と宇宙からくる放射線が
存在しており、大地に含まれる岩石の種類や土地の高度により、地域によって空間線量が異なります。
　また、天候によっても空間線量に変化が見られ、特に雨天の場合は空気中に含まれる放射性物質が
雨とともに地表面に落ちてくることで、地表近くの空間線量が高くなる傾向にあります。
※出典：「放射能による健康影響等に関する統一的な基礎資料　令和元年度版」
　ホームページアドレス　http://www.env.go.jp/chemi/rhm/r1kisoshiryo.html

　
農林業系汚染廃棄物焼却開始前

（７月１日～１４日）

農林業系汚染廃棄物焼却開始後

（７月１５日～３１日）

西部玉造

　クリーンセンター

中央

　クリーンセンター

東部

　クリーンセンター

大日向

　クリーンパーク

　　（北口）

放射線の空間線量について

 

 

 

 

 

 

 

 



放射性セシウム濃度の基準値 ・設定値

焼却施設の排ガスの基準値（３か月の平均値） 基準値を超えた場合
⇒農林業系汚染廃棄物の焼却に起因するものと認め
られる場合は焼却を中断し、原因を検証のうえ改
善を図る

焼却灰の設定値　1,193Bq/kg 以内
一般ごみだけを焼却した状態の最大値（393Bq/kg）からの上昇幅
が最大で＋800Bq/kg まで

基準値を超えた場合
⇒原因を検証し、農林業系汚染廃棄物の混焼量に反
映

最終処分場の放流水などの基準値（３か月の平均値） 基準値を超えた場合
⇒農林業系汚染廃棄物の焼却に起因するものと認め　
られる場合は焼却灰等の搬入を中断し、原因を検　
証のうえ改善を図る

環境衛生情報

問 業務課　☎２５－８８６７　施設管理課　☎２８－１６２４

結果の公表

安全対策

各測定の限度・基準・設定値

　各測定結果については、第三者機関に分析を依頼します。その後、結果を取りまとめ、確認事
項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のホームページ上で公表いたします。

　また、原子力規制委員会のホームページから、各施設のモニタリングポストの測定値をリアル
タイムで確認することができます。

組合ホームページアドレス http://www.osakikoiki.jp/

原子力規制委員会ホームページ
放射線モニタリング情報ページアドレス https://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/

●受け入れる焼却対象の放射性セシウム濃度と量を確認します。
●ごみ搬入者等が農林業系汚染廃棄物に接しないよう焼却対象の保管場所を隔離します。
●農林業系汚染廃棄物の飛散防止と適正な混焼率を確保するため袋詰めを実施します。
●測定対象と測定回数を増やします。
●モニタリング等については、法定基準よりも強化した測定回数で実施します。
●焼却施設バグフィルターの定期点検を年２回の実施とします。
●最終処分場水処理用活性炭の交換頻度を年２回の実施とします。
●機器等修繕時には、作業に伴う空間線量の測定と飛散対策を実施します。
●管理する職員及び作業に従事する職員は個人線量計を携帯し、被ばく量を管理します。
●作業従事者には放射線健康診断を実施します。
●農林業系汚染廃棄物の焼却灰等の運搬は、通学時間帯を考慮して行います。

ベクレル (Bq)
放射能の強さ（放射性物質が放出する放射線の量）
を表す単位

マイクロ（μ）
基礎となる単位の100万分の 1を表すもの（ミ
リの1000分の1）

シーベルト (Sv)
放射線が実際に人の体に及ぼす影響の度合いを表
す単位

セシウム134・セシウム137
　放射線を放出する元素の一つ（放射性物質）

空間線量（モニタリングポストの測定値）

焼却施設周辺
自然界からの放射線量0.04 μ Sv/h ＋追加放射線量0.19 μ Sv/h
限度値 ０．２３μSv （マイクロシーベルト） /h （時間）

大崎広域大日向クリーンパーク周辺
大崎広域大日向クリーンパーク周辺協議会との取り決め
限度値 ０．１５μSv （マイクロシーベルト） /h （時間）

限度値を超えた場合　⇒焼却及び焼却灰等の搬入を中断し、原因を検証する。

セシウム134の濃度（Bq/㎥）
20（Bq/㎥）

セシウム134の濃度（Bq/ℓ）
60（Bq/ℓ）

セシウム137の濃度（Bq/㎥）
30（Bq/㎥）

セシウム137の濃度（Bq/ℓ）
90（Bq/ℓ）

+

+

≦1

≦1



生ごみは水切りを
しましょう。

ごみ袋はしっかり縛って
封をしましょう。

ごみ袋の空気を抜いて
出しましょう。

環境衛生情報

（仮称）大崎広域東部斎場整備事業の建設候補地の決定について

新型コロナウイルスなどの感染症対策のための家庭でのごみの捨て方

　（仮称）大崎広域東部斎場整備事業の候補地について、去る５月１日開催の組合会において、大崎市古
川小野字新田裏地内を候補地とすることに決定し、同月１３日開催の組合議員全員協議会に報告しました。
　（仮称）大崎広域東部斎場は、令和５年から工事に着手し、令和８年度の供用開始を目指し、その後は
当面の間、長寿命化対策を施す涌谷斎場、加美斎場と玉造斎場の４斎場での体制となります。

　以上の点に気を付けてごみを出していただくことが、ご家族にとっても、ごみを収集・処理する作業
員にとっても、ごみの円滑・安全な収集・処理を行う上で大切な行動です。
　皆さまのご協力をお願いいたします。（環境省HPより一部抜粋）

問 施設整備課　☎２５－６７８８

◆引渡期間◆
11月２4日（火）抽選後～12月4日（金）

午前８時３０分～午後５時
（土日、祝日を除く。）

※引き渡しの日時を上記の期間内で調
整させていただきます。

◆引渡場所◆
大崎広域リサイクルセンター管理棟

（担当：業務課)
大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1
※受け取りの際は、申込用紙の控えを
持参してください。

◆展示・申込期間◆
11月2日（月）～11月１3日（金）
午前８時３０分～午後５時（土日、祝日を除く。）
※ただし、11月8日（日）は、展示・申込受
付を行います。

◆展示場所◆
大崎広域リサイクルセンター管理棟
１階　再生品展示コーナー

大崎市古川桜ノ目字新高谷地388-1

◆申込方法◆
　展示されている再生品の譲り受けをご
希望の方は、申込期間中に大崎広域リサ
イクルセンター管理棟にご来館のうえ、
状態を確認していただき、申込用紙に必
要事項を記入し、申し込んでください。

　前回好評いただきました再生品の提供事
業､「大崎広域再生工房」の第２回目を開催
いたします。
　11月24日（火）に公開抽選を開催いたし
ますので、申込希望の方は以下の申込条件
等をよくご覧いただき、お申し込みください。

大崎広域
再生工房

■大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町にお住まいの１８歳以上の方に限ります。
　（保護者同伴の場合、１８歳未満の方でも申し込みが可能です。）
■１世帯１点までとし、申込回数は１度の申込期間中に１回とします。
■来館された本人の申し込みに限ります。（来館していない方の代理で申し込むことはできません。）
■営利目的の方は、申し込むことはできません。
■引き渡した再生品が原因となって発生した事故等の責任は負いません。十分に確認を行ったうえで申し込んでください。
■引渡期間内にご自身で再生品を運搬できる方が対象となります。

◆抽選日時◆
11月２4日（火）午前１０時

（公開抽選は、参加自由です。
　　当選後に受け取りも可能です。）

◆抽選場所◆
大崎広域リサイクルセンター管理棟
１階　再生品展示コーナー

※当選者については、個別に連絡します。

① 再生品の状態確認・申し込み ③ 再生品の受け取り② 公開抽選

業務課　☎２５－８８６７

問 業務課　☎２５－８８６７



議会情報

https://www.aquanet.or.jp/
e-mail：aquanet_info@aquanet.or.jp

浄化槽維持管理
廃棄物収集運搬
給排水設備工事
浄化槽設置工事
　　　　　　他

営 業 品 目

広　告

組合管理者・副管理者・議会議員の紹介

副 管 理 者

議 会 議 員

管 理 者

　組合議会は大崎圏域１市４町の市町議会議長、市町議会選出議員
の合わせて15名によって構成されています。

（令和２年９月１日現在）
　広域行政の運営や予算、条例などを審議し、議決機関として圏域
住民の声を反映させ、組合の進路を決定しています。
　これからも圏域の皆さまに信頼される広域行政運営と、時代に即
した事業の推進を図ってまいります。
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資格・試験・講習情報

試験について

資格講習について

講習会について

★危険物取扱者試験日程

★甲種防火管理講習

★消防設備士試験日程
種　類 試験日 受験地 願書受付期間

甲種全類
乙種全類

令和3年
1月30日
（土）

仙台市

電
子
申
請

12月7日（月）
～12月15日（火）

書
面
申
請

12月10日（木）
～12月18日（金）

試験日　　　　　　　 会　　場 受付期間 備　　考

新規講習 12月1日（火）
2日（水）

大 崎 市 古 川
建設産業会館

10月20日（火）
～27日（火）

事業所の防火管理者になるための資格講習で
す。

再 講 習 12月3日（木） 岩 沼 市
岩 沼 消 防 署

10月20日（火）
～27日（火）

甲種防火管理新規講習・再講習修了後、甲種防火管理者として選任
されている方が５年以内ごとに受けなければならない講習です。

種　類 試験日 受験地 願書受付期間

甲　　種
乙　　種
丙　　種

11月29日
（日） 仙台市

電
子
申
請

10月12日（月）
～10月20日（火）

書
面
申
請

10月15日（木）
～10月23日（金）

12月13日
（日）

白石市
石巻市

電
子
申
請

10月25日（日）
～11月3日（火）

書
面
申
請

10月28日（水）
～11月6日（金）

12月20日
（日）

大崎市
（古川工業
高等学校）

電
子
申
請

11月2日（月）
～11月10日（火）

書
面
申
請

11月5日（木）
～11月13日（金）

令和3年
3月7日
（日）

仙台市

電
子
申
請

1月18日（月）
～1月26日（火）

書
面
申
請

1月21日（木）
～1月29日（金）

試験に関する問い合わせ

講習会に関する問い合わせ

願書配布場所
★（一財）消防試験研究センター宮城県支部
★大崎圏域内の各消防署所
★電子申請の場合は（一財）消防試験研究センターホーム
　ページへアクセス（http://www.shoubo-shiken.or.jp/）
　※受付時間：平日午前9時から午後5時まで
　　◆願書（郵送先）
　　　（一財）消防試験研究センター宮城県支部
          ☎022-276-4840
　　◆電子申請（インターネット）
　　　（一財）消防試験研究センター電子申請室
　　　☎0570-07-1000　平日9:00～17:00

古川消防署　☎22-2350
加美消防署　☎63-2003

鳴子消防署　☎82-2349
遠田消防署　☎43-2351

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記の応
急手当講習会は、中止または延期になることがありま
す。開催情報を随時更新いたしますので、ホームペー
ジまたは各消防署へお問い合わせください。皆さまの
ご理解とご協力をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または延
期になることがあります。最新情報については、下記のホー
ムページまたはお問い合わせ先にてご確認ください。

※県内の講習日は、宮城県消防設備協会及び大崎広域消防本部のホームページに掲載しています。
※インターネットまたは FAXによる申し込みとなります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止または延期になることがあります。最新情報については、大崎広域
消防本部のホームページまたは下記お問い合わせ先にてご確認ください。

患者等搬送乗務員講習（３日・延べ２４時間）
１２月　５日（土）

9：00
～17：00 古川消防署１２月１２日（土）

１２月１９日（土）
普通救命講習会【定期】（３時間）

毎月第１土曜日
9：00
～17：00

遠田消防署
毎月第３土曜日 古川消防署
毎月第４土曜日 加美消防署
普通救命講習会【随時】（３時間）

事前連絡により人数等を調整し開催します。

★応急手当講習会　
　大切な命を救うためには、早い通報・応急手当・
AED（除細動）・医療処置のいわゆる救命の連鎖が重要で
す。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人が適切な
応急手当を行うことにより救える命があります。
　そこで、大崎広域消防本部では、大崎圏域内に居住・
通勤・通学している方（中学生以上）と小学生（高学年）
を対象に、応急手当の各種講習会を開催しています。受
講を希望される方は、大崎広域消防本部ホームページ
（http://www.oosakifi re119.jp）から申請書をダウン
ロードし、最寄りの消防署所へお申し込みください。

資格講習に関する問い合わせ
受講申込書配布場所
★（一社）宮城県消防設備協会（事務担当団体）
★（一財）日本防火・防災協会ホームページからダウンロード
★ 大崎圏域の各消防署所

　（一社）宮城県消防設備協会    ☎022-223-3650
FAX022-398-3651

　　大崎広域消防本部予防課　　☎0229-24-4268

問

問



第23回パレット人形劇
フェスティバルは中止します

講演「小さな命の意味を考える」

広　告

　元南極地域観測隊員の方が、昭和基地での体験を伝
えてくれます。
　また、約２万年前の貴重な氷に直接触れることがで
きたり、一瞬でまつげが凍るマイナス３０度の世界
や、ペンギンなど南極の動物の生態、オーロラの美し
さなどを映像で知ることができます。

　毎年多くの皆さんにご参加いただいて
おります「パレット人形劇フェスティバ
ル」ですが、新型コロナウイルス感染症
対策のため、今年度は中止いたします。
 その代わりに１１月１５日（日）より、
手作り人形の材料や過去に地元アマチュ
ア人形劇団が上演した作品を収録したＤ
ＶＤを、渡り回廊で配布いたします。無
くなり次第終了とさせていただきますの
で、ご希望の方はお早めに来館ください。

　東日本各地に大きな被害をもたらした
東日本大震災。あの大規模災害からまも
なく１０年がたとうとしている今、命の大
切さについて一緒に学んでみませんか？
演　題　「小さな命の意味を考える」
講　師　Smart Supply Vision
　　　　特別講師　佐藤敏郎　氏

震災当時、女川町で教鞭をとら
れていた佐藤敏郎氏。震災で次
女を亡くされており、その後
に「小さな命の意味を考える
会」を立ち上げられました。各
地で講演活動を行われているほ
か、各方面でご活躍されており
ます。

日　時　１２月１３日（日）
　　　　１４：００～１５：４５
場　所　多目的ホール
定　員　 １５０名
※申し込み方法等については、ホーム
ページをご覧ください。



星 を み る 会

大人の天文学

パソコン講座

パレット映像館

こんなのやってるでショー

　天体望遠鏡を使って、季節の星や
天体を観望する「星をみる会」は長
らく休止をしていましたが、１０月
より人数限定・時間短縮で再開いた
します。
●１０月１７日（土）
　「火星」
●１１月２８日（土）
　「月・火星」
●１２月１９日（土）
　「火星・すばる・カペラ」
時　間　１９：３０～２０：１５
※当日の天候によって、早期に終了
する場合があります。

場　所　ふれあい広場（晴天時）
            プラネタリウム館 （荒天時）
受　付　１９：００～１９：３０
※ただし、定員になり次第締め切り
ます。

定　員　３０名（当日先着順）
その他　中学生以下は保護者同伴。

詳細については、ホーム
ページでご確認ください。

　参加者相互の交流を楽しみなが
ら、星空や宇宙について学んでみま
せんか。初めて天文学を学ぶ方やお
子さまも気軽にご参加ください。
●１０月１７日（土）
●１１月２８日（土）
●１２月１９日（土）
時　間　１５：４５～１６：３０
対　象　一般（小・中・高校生も歓迎）
場　所　プラネタリウム館
申　込　電話または直接来館で申し

込み。

　毎度おなじみの「こんなのやって
るでショー」です。身近な材料で

作って遊びましょう。無料で体験で
きますので、ご家族で気軽に遊びに
来てください。
●１０月４日（日）・１８日（日）
　「８の字かざぐるま」
●１１月１日（日）・２２日（日）
　「空飛ぶカモメ」
●１２月６日（日）・２０日（日）
　「ハンググライダー」
時　間　１０：３０～１１：３０
　　　　１３：００～１３：３０
　　　　（１日２回実施）
場　所　みんなの部屋　 　　　　
対　象　中学生以下
　　　　（未就学児は保護者同伴）
その他　当日直接お越しください。

ただし、材料がなくなり次
第終了します。

①PowerPoint入門
日　時　１１月１８日（水）
　　　　　　～１９日（木）
　　　　９：３０～１６：００
内　容　Microsoft Offi  ce Power
　　　　Point2016に関する基本

的な操作を学習するための
講座です。（デジタルアル
バム作成等）

申込期限　１１月５日（木）必着
公開抽選　１１月６日（金）
　　　　１０：００
②Word入門
日　時　１２月９日(水)
  　　　 　～１０日(木)
　　　　９：３０～１６：００
内　容　Microsoft Offi  ce Word2016

に関する基本的な操作を学
習するための講座です。
（簡単な文書や年賀状の作
成等）

申込期限　１１月２６日（木）必着
公開抽選　１１月２７日（金）
　　　　１０：００

〈共通事項〉
対　象　大崎圏域に居住又は通勤・

通学している方
場　所　メディア研修室
受講料　７００円（テキスト代）
定　員　１０名
※申し込みは、往復はがきに、住
所・氏名（ふりがな）・年齢・職
業・電話番号・受講希望の講座名
を記入し、大崎生涯学習センター
各講座係までお願いします。はが
きは、１人１通でお願いします。
定員を超えた場合は、上記の日程
で事務室前にて公開抽選を行いま
す。

　YouTubeにて「パレット映像
館」を公開しています。パレット映
像館では大崎生涯学習センターが所
有する貴重な映像作品や、自作教材
等を紹介しております。ぜひ一度ご
覧ください。
（視聴方法）
①パレット映像館に直接アクセスし
て視聴する。（パレット映像館：
http://www.youtube.com/
user/paletteoosakitv）
②検索サイト（Google、Yahoo!
等）で「パレット映像館」を検索
する。
③ＱＲコードを利用する。

※視聴にはインターネット環境が必
要です。
※携帯端末で視聴される場合にはパ
ケット通信料が発生しますのでご
注意ください。パケット定額制も
しくはWi-Fi環境での視聴を推奨
します。　



この広報誌は環境にやさしい植物
性大豆油インキで印刷しています再生紙を使用しています ☎

パレットおおさき

☎

新型コロナウイルス感染症予防対策に
ご協力ください。
●観覧前に、検温、手指消毒を実施しております。
●『密接』回避のため、座席を１席空けてお座りいただき
ます。同伴の方の場合でも、同様にお願いいたします。
●当面、１回あたりの観覧人数を７５名に制限させていた
だきます。
●各回の投影終了後に座席等の消毒と換気を行います。
●スタッフによる星座生解説は、14:45～の星空散歩の
みとし、各投影時間も短縮させていただきます。
●マスク着用、咳エチケットのご協力をお願いいたします。
●咳や発熱など体調に不安がある方は、来館をお控えくだ
さい。

投　影　日 第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回 第 ４ 回


