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非常通報システム（写真）は、独りぐらしのお年寄りが体に異
常を来した時に、専用通報機または胸に掛けたペンダントのボタ
ンを押すことにより、コールセンターに通報が入ります。センタ
ーでは、看護師または保健師の資格を持ったスタッフが24時間
体制で対応し、緊急時には、救急車や親族への連絡を行います。
また、在宅時に倒れて動けなくなった時や意識不明となった時
に自動通報する「生活リズムセンサー」を取り付けることにより、
助かる命を救えた実績があります。区の調査では、利用意向が
34％もあり、大きく設置を促進していくことが求められています。
2018年度から、65歳以
上で区に「ひとり暮らし登
録」すればどなたでも設置
できます。非常通報は月額
280円。センサーをあわせ
て利用する方は480円。住
民税非課税の世帯の方は無
料です。

●毎月第３木曜日午後２時〜３時半
●区役所５階日本共産党控室
☎（3715）1111 （内）3030
●各区議地域でも随時行っています。お問い合わせ下さい。
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困った時はいつでもどうぞ
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診断士会と協力して事業を行っ ﹁目黒区でも商店街の空き店舗

65歳から利用できます

法律・生活相談
無料
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