
　心臓突然死は、しばしば心室細動という重症の不整
脈により引き起こされます。心室細動は、心臓の筋肉が
無秩序に細かく収縮するため、心臓からの血液の拍出
は完全に停止し、急速に死に至るきわめて危険な状態
です。その唯一の治療法が除細動という電気ショック
です。この電気ショックを行う機器がＡED（自動体外
式除細動器）です。
　ＡEDは、電源を入れると音声で操作が指示され、救
助者がそれに従って疾病者の心臓に電気ショックを与
える装置です。自動的に心電図を診断し、電気ショック
を与える必要があるかどうか判断しますので、専門的
な医学知識が少ない一般市民でも音声による指示に従
い簡単な操作で救命処置ができます。

日曜日、祝日に急病になったら
休日・準夜応急診療当番医…�日曜日や祝日に急病になった場合に備えて、午前9時～午後5時と午後6時～

9時に、市内の医療機関が当番制で診療にあたっています。詳しくは、「広報あ
きしま」または市ホームページをご覧ください。

その他の救急医療情報提供サービス…
　　　　　　　　　　　　　　　■東京消防庁救急相談センター
　　　　　　　　　　　　　　　◇電話番号　＃7119（ダイヤル回線からは042-521-2323）
　　　　　　　　　　　　　　　■東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
　　　　　　　　　　　　　　　◇電話番号　03-5272-0303
　　　　　　　　　　　　　　　◇ホームページ　http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

■ＡEDを設置している市の公共施設
　市役所、保健福祉センター「あいぽっく」、KOTORI
ホール（市民会館）・公民館、勤労商工市民センター、市民
交流センター、松原町コミュニティセンター、青少年交
流センター、市民図書館、つつじが丘分室（新幹線電車図
書館）、水道部、中神土地区画整理事務所、児童センター
「ぱれっと」、清掃センター、環境コミュニケーションセ
ンター、エコ・パーク、みほり体育館、総合スポーツセン
ター、市民プール（夏期）、多摩川遊歩道・市民プール前、
大神グラウンド管理棟、ネッツ多摩昭島スタジアム（昭
島市民球場）、朝日町高齢者福祉センター、松原町高齢者
福祉センター、拝島町高齢者福祉センター、なしのき保
育園、各市立会館、市立小・中学校、旧拝島第四小に設置
しています。
■ＡEDを貸し出します
　貸し出し用のＡEDが2台あります。イベントなどの
開催に伴い貸し出しを希望するときは、生活福祉課福
祉推進係に申請してください。

ＡED（自動体外式除細動器）
 ▶生活福祉課福祉推進係

急病、防犯、葬祭ほか

スポーツ・レクリエーションフェスティバル
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　万が一交通事故に遭ったときに、見舞金が受けられる
制度です。申し込みは、市役所、東部出張所、市内各金融
機関（郵便局を除く）で受け付けています。
◇加入できる方　市内に住民登録のある方
◇�共済期間　4月1日～翌年3月31日（期間途中での加
入は、申し込みの翌日から有効）
◇加入金額
＊Ａコース＝1000円
＊Bコース＝500円
◇�見舞金が受けられる場合　加入年度の共済期間内
に、日本国内で、自動車、オートバイ、自転車、電車、船
舶、航空機、身体障害者用車椅子（道路上のみ）などの
交通機関による交通事故に遭ったとき
※見舞金請求には、交通事故（人身）証明書が必要です。
※�事故の大小にかかわらず、自転車などの単独事故な
どであっても、すぐに警察署へ届け出てください。
※�請求期間は、交通災害を受けた日から1年以内です。
◇災害の程度と見舞金　下の表のとおり

■自動通話録音機無償貸与
　特殊詐欺（振り込め詐欺等）の犯人からの電話を、警
告メッセージと録音機能により被害を未然に防ぐこと
のできる「自動通話録音機」を無料で貸し出します。
◇�対象　65歳以上の方がいる世帯
◇�申し込み　昭島警察署生活安全課（☎546-0110）に
電話し、「自動通話録音機の申し込み」と伝えてくだ
さい。

　市民の方が利用する駅の周辺に「街頭防犯カメラ」を
設置して、犯罪の抑止や予防効果を高め、安全で安心し
て生活できるまちづくりを推進しています。

交通災害共済 ▶市民課市民係

※�見舞金額は、平成30年度以降に加入した方が対象と
なります。

■交通遺児年金
　交通災害共済の会員が死亡事故に遭ったとき、生計
を同じくする遺児が中学修了年限に達するまで、1人に
つき年額12万円の交通遺児年金が支給されます。

等級 交通災害の程度 Ａコース Bコース
1等級 死亡 300万円 150万円
2等級 重度の後遺障害 200万円 100万円
3等級 入院日数30日以上の傷害 34万円 17万円

4等級
入院日数10日以上30日未
満、または、実治療日数30日
以上の傷害

14万円 7万円

5等級 実治療日数10日以上30日
未満の傷害 8万円 4万円

6等級 実治療日数10日未満の傷害 4万円 2万円

　青色回転灯をつけた安全・安心まちづくり広報車「青
パト」で、小学生の下校時などに市内の防犯パトロール
を行っています。なお、1台は自治会やコミュニティ協
議会に貸し出し、地域の防犯活動を行っています。

安全・安心まちづくり広報車「青パト」
 ▶生活コミュニティ課暮らしの安全係

昭和公園のサクラ サンシュユ ギョイコウ

特殊詐欺（振り込め詐欺等）防止
 ▶生活コミュニティ課暮らしの安全係

街頭防犯カメラ
 ▶生活コミュニティ課暮らしの安全係
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　市の委託業者「株式会社ドリーミー」が、祭壇などの
貸し出し、火葬場の手配、霊きゅう車の取り次ぎなどを
行います。また、希望により有料で葬祭に必要な用具の
販売、死亡届・火葬場使用申請の手続き代行や葬儀全般
に関しての相談も行います。
　詳しくは、委託業者へ問い合わせてください。

万一のときの葬祭には
 ▶生活コミュニティ課暮らしの安全係

■株式会社ドリーミー（委託業者）
◇電話番号　544-8070
◇受付時間　年中無休（24時間対応）

葬祭用品 金額

祭　　壇
3段 13,000円
5段 26,000円

天　　幕 1張 � 1,300円
テーブル 1台 � � �400円
椅　　子 1脚 � � �� 40円
放送器具 1式 � � �650円

葬祭用具の貸し出し事業
▼葬祭用具貸し出し料金（3日以内）
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　下記葬祭業者と、一般料金より安く葬儀が行えるよ
う協定を結んでいます。直接協定業者に「市民葬祭事
業」と言って申し込んでください。
■市民葬祭協定業者
＊�セレモア（ガーデン会館昭島）＝玉川町2-4-12　� �

☎546-8000
＊��東京サービスセンター（セレモニーホール昭島）� �
＝宮沢町1-7-2　☎542-3504
＊�JA全農東京　JA東京葬祭センター（昭島ホール）� �
＝中神町3-1-1　☎0120-594-024
＊ドリーミー＝田中町1-27-15　☎0120-297-511
＊�クオーレ＝立川市一番町1-41-11� �

☎042-520-7600
＊�フォーギブネス＝玉川町1-3-1-111� �

☎0120-779-279
＊�村尾組（そうしんホール昭島）＝武蔵野3-5-1� �

☎0120-0-45464
＊�結セレモニー（くじら葬祭）＝福島町3-23-28� �

☎0120-79-9778
＊�あさひセレモニー＝玉川町4-1-10� �

☎0120-844-644

葬祭業者との協定事業

立川聖苑
昭島市・立川市・国立市の市民 無料
大人（12歳以上） 80,000円
小人（12歳未満） 50,000円

◇所在地　立川市羽衣町3-20-18　＊☎042-522-2730
　立川聖苑は昭島市・立川市・国立市の3市で組織され
た、火葬業務を行う一部組合です。

総合防災訓練

もし火災や事故が起こってしまったら
①何がありましたか
②どこですか
③いつですか
④現場または犯人はどうなっていますか
⑤あなたの住所、氏名、連絡先は、
　などを簡潔に落ち着いて通報しましょう

携帯電話やPHSなどから通報する場合の注意点
●運転中の電話は危険です。必ず、安全な場所に車を停止して

から通報しましょう。 
●通りがかりなどで正確な住所が分からない場合は、付近の目

標物をくわしく伝えましょう。 
●高速道路を走行中の場合は、高速道路名と上下線別と道路

左端の「キロポスト」を伝えましょう。 
●県境付近からの通報の場合は、隣県に入電することがありま

すので、現在地をよく確認した上で通報しましょう。

災害時緊急連絡先

事件・事故

海の事件・事故

火事・救急・救助

通報はあわてずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！

局番なし

局番なし

局番なし

災害用伝言ダイヤル

震度６以上の地震など、大
きな災害が発生した場合に、
携帯電話上に緊急開設され
ます。

大災害に際し、被災地との通話
が困難になった場合、災害用伝
言ダイヤルが提供されています。

携帯電話各社
災害用伝言板サービス

各携帯電話会社のトップメニュー

災害用伝言板

伝言登録の場合 伝言確認の場合

登録 確認

⬇

⬇ ⬇

メッセージ 電話番号
⬇ ⬇

登録 検索
⬇ ⬇

⬇ ⬇

ダイヤルした後、ガイダンスに従ってください

をダイヤルします

⬇

祭壇種類

1 400,000円 左記料金には、祭壇用
品一式、納棺用品一式、
枕飾一式、記帳類一式、
受付用具一式、焼香用
具一式、役所手続き、式
進行、司会料金を含む。

2 300,000円
3 200,000円
4 150,000円
5 100,000円

※上記金額には、消費税が含まれていません。
　このほか、内容により別途費用がかかる場合があり
ます。

▼協定料金表

▼火葬場使用料金
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もし火災や事故が起こってしまったら
①何がありましたか
②どこですか
③いつですか
④現場または犯人はどうなっていますか
⑤あなたの住所、氏名、連絡先は、
　などを簡潔に落ち着いて通報しましょう

携帯電話やPHSなどから通報する場合の注意点
●運転中の電話は危険です。必ず、安全な場所に車を停止して

から通報しましょう。 
●通りがかりなどで正確な住所が分からない場合は、付近の目

標物をくわしく伝えましょう。 
●高速道路を走行中の場合は、高速道路名と上下線別と道路

左端の「キロポスト」を伝えましょう。 
●県境付近からの通報の場合は、隣県に入電することがありま

すので、現在地をよく確認した上で通報しましょう。

災害時緊急連絡先

事件・事故

海の事件・事故

火事・救急・救助

通報はあわてずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！

局番なし

局番なし

局番なし

災害用伝言ダイヤル

震度６以上の地震など、大
きな災害が発生した場合に、
携帯電話上に緊急開設され
ます。

大災害に際し、被災地との通話
が困難になった場合、災害用伝
言ダイヤルが提供されています。

携帯電話各社
災害用伝言板サービス

各携帯電話会社のトップメニュー

災害用伝言板

伝言登録の場合 伝言確認の場合

登録 確認

⬇

⬇ ⬇

メッセージ 電話番号
⬇ ⬇

登録 検索
⬇ ⬇

⬇ ⬇

ダイヤルした後、ガイダンスに従ってください

をダイヤルします

⬇
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124 昭島市 市民便利帳
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URL.http://office-usui.com

会社設立･許認可申請もおまかせ下さい

臼井 事務所行 政 書 士
社会保険労務士

秘密厳守 初回相談無料

昭島市拝島町4-16-25
TEL 042-533-3516

相続手続
ー煩わしい諸手続きのお手伝いー

戸籍収集･名義変更･解約など

でお困りの方遺産分割協議書
遺言書の作成

お気軽に
お問い合わせ下さい
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