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あらゆる災害から 尊い命を守るため

避難所の見直しを行っています
危機管理課（☎㉑5523）

これまでの経緯と今後の予定

東日本大震災は、多くの尊い命を一瞬のうちに奪い去りました。
この震災を受け、従来は、地震の揺れや火災への対策に重きを置いていま
したが、津波対策も求められるようになりました。
伊勢市ではこれまで、合併前の各市町村が定めた避難所を引き続き指定し
ていましたが、今後は統一した考え方で避難所を指定する必要があります。
また、東日本大震災では、避難所で津波被害に遭った人も多かったことか
ら、避難所自体の安全性についても考える必要があります。
これらのことを踏まえ、地震・風水害など、あらゆる災害に対して安心・
安全な避難所を指定し、市民の皆さんの大切な命を守ることができるよう、
避難所の見直しを進めています。

平成23年
11月

伊勢市地域防災計画
の作成を行う「伊勢
市防災会議」の中に
「避難所検討専門委
員会」を立ち上げ、
避難所の見直しに関
する専門的調査を開
始

平成24年
６月

避難所を指定するた
めの基準素案がまと
まる

避難所指定基準（案）についての意見を募集

６〜８月

小学校区単位で基準
素案に対する意見交
換会を開催

市では現在、避難所の見直しをする際の基本的な考え方となる「避難所指
定基準」を作成しています。基準作成に当たり、市民の皆さんの意見をいた
だくため、基準（案）に対する意見を募集します。
募集期間 ９月18日㈫〜10月19日㈮（必着）
提出方法 住所・氏名・電話番号・意見を記入（様式は自由）し、直接または
郵送・ファクス・Ｅメールで危機管理課（〒516-8601岩渕１丁目７-29、
FAX ⑳3151、アドレス kikikanri@city.ise.mie.jp ）へ
※基準（案）の概要については、２ページをご覧ください。また、意見募集の
期間中、次の場所や市のホームページでご覧いただけます。

９月

意見交換会で出され
た意見を避難所検討
専門委員会で集約
し、基準（案）をまと
めてパブリックコメ
ント（意見募集）を実
施

10月

案の閲覧場所 危機管理課、総務課、市役所本館・１階市民ホール、各総合
支所地域振興課、各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習センターいせ
トピア、二見生涯学習センター、いせ市民活動センター

パブリックコメント
で基準（案）に対して
いただいた意見を検
証し、基準を作成

11〜１月

基準に基づき避難所
候補を抽出

平成25年
２月

避難所を確定

東日本大震災直後の様子（宮城県仙台市）

避難所指定基準（案）の概要
（１）あらゆる災害に対して身の安全を確保できる施設
（場所）を指定する。なお、各自がより安全な避
難所を目指すことができるよう、避難所に安全度のランクを付ける。
（２）市が指定する避難所は「指定避難所」
「津波緊急避難所（場所）」
「要援護者避難所」とする。
①指定避難所
想定される各種災害から身の安全が確保できる施設を指定する。
②津波緊急避難所（場所）
想定される最大の津波から身の安全が確保できる施設を指定す
るが、浸水想定区域内では「津波避難ビル等に係るガイドライ
（防災担当））」に全てが適
ン（平成17年６月内閣府政策統括官
合していない施設も含まれる。
大雨による浸水被害
③要援護者避難所
伊勢市と災害時の利用について協定を締結していただいている施設を指定する。ただし、想定
される各種災害からの安全性の検証を行う必要がある。
（３）自治会が開設・運営する「自治会避難所」を、自治会からの届けにより認定する。（自治会から
届けを受け、想定される各種災害からの安全性の確認を市が行う）
（４）今回指定する避難所は各種災害から身の安全を確保するための場所であり、長期間にわたって避
難生活を送る場所ではない。避難を行った後、住家が被害を受けるなどの理由で帰宅できない場
合には、体育館などの避難生活施設を開設する。

これまでの避難所の考え方と新たな基準（案）での考え方
従来の避難場所の種類
風水害・震災のそれぞれの災害に対し、一次
（緊急）避難場所と二次（収容）避難場所を指定し
ていました。

風水害

基準（案）の避難所の種類
市が指定する避難所
指定避難所
職員を派遣して市が開設する避難所で、原則として学校・
体育館などの大規模人員を収容できる施設

一次（緊急）避難場所

津波緊急避難所（場所）

二次（収容）避難場所

津波から一時的に避難する施設（場所）
であり、避難生活をする場所ではない

震災
一次（緊急）避難場所
二次（収容）避難場所
※一次避難場所とは、緊急に避難することを要
する場合に、とりあえず避難する施設・場所
のことです。
※二次避難場所とは、一次避難場所に避難した
者のうち、居住場所を確保できなくなった被
災者などを収容・保護するための施設・場所
です。

東日本大震災による被害（宮城県名取市）

要援護者避難所
福祉避難所として、市と協定を締結し
ている施設で、施設管理者が運営する

その他の避難所
自治会避難所

避難生活施設

自治会が自主的に開設・運営する避難所

帰宅できない人のため体育館などを開設
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床に

新病院建設に向けて
第３回策定委員会を開催
病床数は
伊勢総合病院総務課
︵☎ ９０５２︶

委員からの主な意見

対象 再就職を希望し︑公

共職業安定所に求職申し込

みをしている人

※受講料は無料ですが︑別

途教材費・作業服代が必要

です︒

※事前説明会にご参加くだ

20人

さい︒

説明会

８月３日︑新病院の建設に向けた第３回新市立伊勢総

15人

合病院建設基本計画策定委員会を開催しました︒

１月８日㈫〜６月28日㈮

病床数については︑前回の委員会で提案した２８０床

募 集

公共職業訓練生を募集

独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構 南伊勢職
業能力開発促進センター
︵☎㊲３１２１︶

同センターでは︑離職者

が早期に再就職をすること

ができるよう︑企業での生

産現場の実態に即した職業

訓練を実施しています︒

15人

溶接技術科

参加費などの記載のない
ものは無料

訓練科・訓練期間・定員
下表のとおり

機械加工科（短期デュアルコース） 12月６日㈭〜６月24日㈪

ー

訓練場所 ポリテクセンタ

公共職業訓練生を募集

ナー

ー 南 伊 勢︵ 小 俣 町 明 野 ６ ８

17人

床

がんなどの生命を脅かす疾病
に伴う痛みをはじめとする体
のつらさ、気持ちのつらさ、
療養場所や医療費のことなど、
患者や家族が直面するさまざ
まな問題に対して援助する医
療のこと。

９月28日㈮
10月12日㈮
10月26日㈮
10月26日㈮
11月16日㈮
11月30日㈮

11月28日㈬〜５月31日㈮

テクニカルオペレーション科

のほか︑地域に不足している緩和ケア病棟を新たに

用語解説【緩和ケア】

15人

開設することで了承されました︒これにより︑新病院の

20 床

９月14日㈮
９月28日㈮
10月12日㈮

住宅リフォーム技術科

病床数は全体で３００床となります︒

緩和ケア病床

11月13日㈫〜５月17日㈮

診療科については︑既存の診療科に加え︑リハビリテ

20 床

定員

電気設備科

ーション科・緩和ケア内科を追加するとともに︑現在は

療養病床

訓練期間

訓練科

20

非常勤医師のみとなっている脳神経外科について︑新病

40 床

・・緩和ケアはニーズがある
ので︑地域連携や広報活動
により患者は増えるのでは
ないか
・・伊勢総合病院が緩和ケア
を行っていることをきちん
と情報発信してもらいたい
・・脳神経外科は︑今から医
師へアプローチして新病院
開院前に開設を目指してい
ただきたい
・・なるべく早く建設候補地
を示した方が議論も深まる
・・建設地は︑津波の心配が
ない場所が良い
・・建設地によっては︑交通
アクセスの整備が必要とな
る場合もある
建設基本計画策定にかかる経費
〔平成24年度予算額〕 1,234万９千円

300

院の開院までに常勤医師の着任を目指すことが確認され

新病院建設について、皆さんから意見を
いただくため、次の場所に意見箱を設置し
ています。いただいた意見は、新病院建設
に向けた検討材料とします。
・伊勢総合病院・総合案内
・市役所本館・１階市民ホール
・各総合支所地域振興課

ました︒

合計 300 床

また︑新病院の建設候補地に求められる条件について

220 床
一般病床

報
情 コ
５︶
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回復期リハビリ
テーション病床

意見交換がされました︒

新病院の病床数

催し物
市 民 ふ れ あ い ウ ォーキング

健康の日における啓発事業

生活習慣病予防講演会

月

日㈭︑午後１

健康課︵☎㉗２４３５︶

とき

月〜平成 年１月

のセミナーを開催します︒
とき
の毎月第３火曜日︑午後１
分〜３時 分

いの振る舞い︑地震体験車

フリーマーケットの
出店者を募集

ところ 県営総合競技場・
体育館本館

時
ところ いせ市民活動セン

募集数

１ ６ ０ ブ ー ス︵ 先

タ ー 北 館︵ い せ シ テ ィ プ ラ
ザ︶・２階Ｂ会議室

着順︑１人２ブースまで︶

ところ ハートプラザみその

対象

ｍです︒

定員 各 人︵先着順︶

００円

北 村 由 美 子 さ ん︵ キ

人など

申し込み 事前に同サポー

日㈯か
ら︑同事務所へ

９月

※区画の大きさは２ｍ×２

対象 健康診査などでメタ
講師

歳の人

ボリックシンドロームの改

〜

〜初秋の自然を見つめて〜

内容 メタボリックシンド

トステーションへ

月

９時〜︶
ロームと脳卒中や心臓病な

不動産鑑定士による
無料相談会

いせ若者就業サポートス

直市︑伊勢うどん・相可高

バドミントン無料体験︑産

分〜午後３時

２会議室

分︵ 正

土地利用に関する相談

内容 地価・地代・家賃・

階２

ところ 市役所東庁舎・２

午〜午後１時を除く︶

時

月１日㈪︑午前９

県営総合競技場
感謝フェスティバル

テーションでは︑履歴書の

校青春弁当の販売︑ぜんざ

とき

㈳三重県不動産鑑定士協会
︵☎０５９・２２９・３６７１︶

日㈯︑午前

書き方や面接対策について

グセンター無料開放︑卓球・

フォーマンス︑トレーニン

り︑バルーン作り︑風船パ

骨密度測定︑アロマ小物作

内容 フリーマーケット︑

ところ 県営総合競技場

時〜午後３時

月

県営総合競技場管理事務所
︵☎㉒０１８８︶

申し込み

※午前中に終了します︒
久保裕

どへの重症化予防について
の医師講演
︵講師

史さん
︹久保内科診療所医

円
︵当日持参︶

問い合わせ先 伊勢市レク
師︺︶

参加費
リエーション協会・奥田さ

申し込み 電話またはファ

人
︵先着順︶

定員

２８６２︶

クスで同課
︵

就活に役立つセミナー

FAX

いせ若者就業サポートステー
ション︵☎ ６６０３︶
商工労政課︵☎㉑５５６８︶

10

ん
︵ ☎ ０ ９ ０・ ７ ６ ９ ６・
※荒天の場合は︑午前７時
へ

㉑０６８３︶ とき

に開催可否を決定します︒
※事前申し込みは不要です︒
※小学生以下の子どもは︑
大人と参加してください︒
※参加賞があります︒
※次回
︵１月︶
は外宮〜内宮
参拝コースです︒
予算額︹平成

年度︺
万円︵年間︶

30

−

15

分〜
︵受け付けは午前

39

集合場所 小俣総合支所

とき

小俣町コース
︵約８㎞︶

出店料 １ブースにつき５

分〜３時

25

ャリアコンサルタント︶

時

30

善や予防が必要と言われた

生涯学習・スポーツ課
︵☎㉒７８９１︶

30

日㈰︑午前９

11

10

15

12

：

時

30

10

50

15

30

10
10

10

21

24

30

10

30
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みえスポーツ
フェスティバル２０１２

ウォークラリー大会
伊勢を歩こう蔵のあるまち

申し込み

月

日㈭まで

に︑代表者の連絡先と参加
者の名前・年齢を︑ファク
スまたはＥメールで同協会

( ０ ５ ９・ ２ ４ ６・ ９ ８
mie-rec@

※雨天決行ですが︑警報発

へ
ztv.ne.jp)

㈳三 重 県 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会
０ １︑ ア ド レ ス
︵☎０５９・２４６・９８００︶

日㈰︑午前９
令などの場合は中止しま

月

時〜
す︒
︵当日午前７時に決定︑

とき
コース 市役所〜河崎〜市
連絡先
伊藤さん
︹☎０９

役所
︵約４㎞︶
０・１６３５・２７１０︺︶

申し込み
月１日㈪〜

日㈪に同公園へ

ところ

三 重 刑 務 所︵ 津 市
１︶

はじめ︑利用・運営状況や

内容 受刑者が社会復帰の

点から公共施設を評価・分

まとめられ︑さまざまな観

運営費に関する情報などが

願いを込めて製作した刑務

析し︑施設の全体像を﹁見

修成町

所作業製品の展示・即売︑

える化﹂しています︒

２階︶
で販売しています︒

す︒また︑同室︵市役所本館・

ページでご覧いただけま

俣図書館などや市のホーム

白書は︑伊勢図書館・小

パネルなどの資料展示︑性
格検査など

お知らせ

公共施設マネジメント
白書を発行

情報調査室︵☎㉑５５４８︶

公共施設の現状を知り︑

在り方を考える資料として

﹁伊勢市公共施設マネジメ

ント白書﹂を発行しました︒

この白書には︑市が保有

する公共施設の設置状況を

白書作成にかかる経費
︹平成 ・ 年度予算額︺
１１４２万８千円

規格／Ａ４判・290ページ
金額／2,300円

集合場所 市役所
ムページ
︵
http://www.ztv.
︶を ご 覧
ne.jp/web/mie-rec/

ください︒

分〜午後４時

24

※詳しくは︑同協会のホー

グループ
※小学生以下の子どもは
歳以上の人︑体が不自由な
人は同伴者と一緒に参加し
てください︒

三重矯正展

﹁社会を明るくする運動﹂

三重刑務所
︵☎０５９・２２６・９１４４︶

年のコーチが︑

プロ歴

の一環として︑犯罪・非行
ちの更生についての理解を

初級から選手レベルまで︑
教えます︒

深めることを目的に︑三重

の防止と︑罪を犯した人た
とき・回数 下表のとおり

矯正展を開催します︒
とき ９月 日㈯︑午前９

ところ 県営大仏山公園・

テニスがうまくなる秘訣を

県営大仏山公園管理事務所
︵☎㉓６５６５︶

内容 コマ図
︵略地図︶
を頼 県営大仏山公園
テニス教室

りに歩き︑コース途中で簡
単な問題を解いたり︑ゲー
ムに挑戦したりして︑楽し
くウォーキングします
持ち物 歩きやすい服装・
靴︑鉛筆︑タオル︑昼食︑
１人３００円
︵保

飲み物︑雨具など
参加費

険料を含む︑当日持参︶

テニスコート

時

16

−

18

受講料 １万２６００円

23

回数

15

ゲーム
クラス

FAX

対象 １チーム２〜６人の

20

10

29

28

※就学前の子どもは無料で
す︒

広告
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5

中級
クラス

10月17日〜12月19日の毎週水曜日、9：00〜
10月18日〜12月20日の毎週木曜日、9：00〜
10月19日〜12月21日の毎週金曜日、9：00〜
10月17日〜12月19日の毎週水曜日、10：30〜
10月18日〜12月20日の毎週木曜日、10：30〜 各10回
10月19日〜12月21日の毎週金曜日、10：30〜
10月17日〜12月19日の毎週水曜日、13：00〜
10月18日〜12月20日の毎週木曜日、13：00〜
10月19日〜12月21日の毎週金曜日、13：00〜
初級
クラス

：

き
と
クラス

10

34

県営大仏山公園テニス教室

30

10

狭あい道路拡幅整備事業

後退用地の寄付に助成
用地課︵☎㉑５５６２︶

市では︑安全で安心して

万円を助成

接種の助成対象となるの
は︑次の年齢の人です︒

上限
※２方向以上が対象道路に

中学１年生相当︑高校３年

満︑小学校就学前の１年間︑

１歳〜２歳未

対象年齢

万円

面している土地の場合は︑
助成金に加えて上限
の報償金を支給します︒

予算額︹平成 年度︺
１７９９万７千円
︵全額が国交付金収入︶

※ 詳 し く は︑
﹁ 広 報 い せ ﹂ 市有地を先着順で売却

生相当

があります︒詳しくは同課

暮らせるまちづくりのため︑ ※一部対象にならない場合
建築基準法に定められてい

５月１日号をご覧ください︒

より売却します︒

左表の市有地を先着順に

用地課︵☎㉑５５６２︶

へ問い合わせてください︒
予算額︹平成 年度︺
６３０万２千円
︵うち国補助金３００万円︶

対象 一定の資格を満たす
個人または法人

年１月

麻しんは感染力が強く︑

報を整備するため︑９月か

ていますが︑地図台帳の情

地 区 ︶を 地 図 台 帳 で 管 理 し

所が○番○号となっている

ページにも掲載します︒

ります︒また︑市のホーム

※売却の案内書は同課にあ

書類を直接同課へ

日㈭までに︑申込書・添付

申し込み 平成

重い病気です︒風しんは︑

ら住居表示地区の現地調査

市では︑住居表示地区︵住

戸籍住民課︵☎㉑５５５３︶

住居表示地区の
現地調査をしています

る４ｍの道路幅員を確保す
る取り組みを進めています︒
幅員４ｍ未満の道路を拡
幅整備するための後退用地
を寄付していただいた場合︑
測量・分筆費用に対する助
成 が 受 け ら れ ま す︒
︵左図

いる道路で︑建築基準法第

妊娠初期の女性がかかる

を行っています︒

麻しん風しん
予防接種を受けましょう

条第２項に該当する道路

と︑赤ちゃんに重大な影響

調査は︑道路側から建物

参照︶

助成内容 道路中心線から

を及ぼす場合があります︒

や土地の情報を把握する方
へ個別に伺うことはありま

117.06㎡ 5,912,000円

小俣町本町

143.26㎡ 7,005,000円

︵幅員４ｍ未満の道路︶

道路中心線

健康課︵☎㉗２４３５︶

２ｍ後退した後退用地を分

今年は︑風しんが流行し
にかかったことがない人で

せんので︑ご理解をお願い

売却物件

対象道路 市道認定されて

筆して市へ寄付した場合︑

法で行いますので︑各住宅
予防接種を受けていない妊

します︒
な お︑ 調 査 員 は︑﹁ 伊 勢

娠適齢期の人や︑妊婦の家
族の皆さんは︑
予防接種
︵有

市住居表示調査員﹂と書か
れた腕章を着け︑調査員証

料 ︶を 受 け る こ と を お 勧 め
します︒

を携帯しています︒

3,845,000円
桜木町字丸山
104.48㎡
203番53

広告

正 ７：30〜18：00

誤 ７：30〜17：30

25

24

なお︑麻しん風しん予防

お詫びと訂正 こども課
（☎㉑5579）

15

ています︒これまで風しん

敷地

31

※いずれも、地目は宅地です。

50

24

常磐１丁目
1027番

82番

２ｍ
既存道路の
境界線

最低売却価格
面積
所在地

２ｍ
４ｍ未満
の道路
既存道路の
境界線

42

建築物
後退用地を寄
付すると、測
量・分筆費用
を助成

「広報いせ」９月１日号・10〜11ページ
に掲載しました「保育所・幼稚園などの入
園児を募集」の記事中、保育所の一覧表に
ついて、「浜郷保育所」の開所時間に次の
とおり誤りがありましたので、お詫びして
訂正します。

6
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このコーナーは、国・県・市または教育委員会が共催・後援などをするイベ
ント情報を案内するコーナーです。参加費などの記載のないものは無料です。

イベント掲示板

裕次郎の夢〜全国縦断チャリティ上映会

第31回リサイクル品即売会
小俣町消費生活学級・植村さん（☎22-2984）
時 10月13日㈯・8：30〜16：00、14日㈰・8：30〜14：
00 所 小俣農村環境改善センター・多目的ホール
内 限りある資源を有効利用するため、家庭に眠って
いる品物を出品していただいて販売します
出品するリサイクル品を募集
時 10月１日㈪〜６日㈯、9：00〜16：00 所 小俣公民
館・１階

㈱ケーブルコモンネット三重（☎059-236-5221）
時 10月13日 ㈯、12：30〜16：00・17：30〜21：00
（２
回上映） 所 三重県総合文化センター・中ホール
内 映画「黒部の太陽」
（完全版）の上映会 料 1,200円
（前売り1,000円）

※チケットは、ファミリーマート（ Fami ポート）、三
重県文化会館チケットカウンターで販売中です。
※収益金は、東日本大震災被災地への義援金とします。

※品物が売れた場合は、販売価格の半額を提供者に還
元し、残りの半額は社会福祉事業へ寄付します。
※受け付けできない品物もあります。
※売れ残った品物は返却しませんのでご了承ください。

このコーナーは、市民団体の皆さんが、イベント案内や会員募集などに利用
できるコーナーです。参加費などの記載のないものは無料です。

みんなの広場
すし組合全国大会

高校生海外派遣スピーチコンテスト

三重県鮨業生活衛生同業組合（☎059-225-7756）
時 10月３日㈬、①10：00〜16：00・②15：15〜16：00
所 観光文化会館

内 ①物産展・近代化展、②基調講

演「人も料理も仕込みしだい」村林新吾さん（相可
高等学校教諭）
〔一般の人も聴講できます〕 定 500人

税理士による無料税務相談
東海税理士会伊勢支部
（☎27-0723）

伊勢ライオンズクラブ
（☎28-9261）
時 ９月29日㈯、13：30〜16：00 所 ハートプラザみ
その 内 豊かな国際感覚と国際社会に貢献できる人
材育成を目的とする。今回第２回海外派遣のために
スピーチコンテストを行います。 定 100人（先着
順） 申 ９月15日㈯〜25日㈫に同クラブへ

フラワーアレンジメント
NPO 法人ときわ会 藍ちゃんの家（☎20-5155）

時 毎週月曜日・水曜日・金曜日
（祝日を除く）
、10：

00〜15：00

所 伊勢商工会議所・４階 対 税理士に
関与の無い人 内 個人所得税・法人税・消費税・相
続税・贈与税など税務に関する相談 申 相談日の前
日までに同支部へ

上映実行委員募集中！
「降りてゆく生き方」ご縁会
（☎25-3667）
時 ９月21日㈮、19：00〜21：00

所 生涯学習センタ

ーいせトピア・学習室３ 内 11月10日㈯に開催す
る「本当の幸せ映画祭」①カンタ！ティモール上映
会のご縁をつなぐ仲間大募集！DVD 試写と説明をし
ます。

パン教室生徒募集

時 第２・４火曜日、14：10〜16：00 所 藍ちゃんの
家（宮町１丁目８-19） 対 市内在住の人 内 生け花
の経験のない方もオアシスを使って、珍しい花や季
節の花を自由な発想でアレンジを楽しんでいただけ
ます。 料 入会金1,000円、会費月額500円、花代・
喫茶代2,000円（１回につき） 申 事前に同会へ

中国語（①初級・②日常）会話講座
すうざん

伊勢嵩山友好会（☎25-3922）
時 10月〜平成25年３月の①第１・３月曜日・②第２・

４月曜日、19：00〜20：30 所 朝熊ふれあい会館
内 ①初級会話・②日常会話コース。講師は①②とも
毛惟哲さん（皇學館大学生）です。 定 各15人
料 ①②とも月額1,000円 申 事前に同会へ
もう

い

てつ

わかばパン教室・前田さん
（☎36-5059）
時 第１木曜日、10：00〜14：00

7
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所 生涯学習センタ

時 とき

所 ところ

ーいせトピア 内 楽しくパンを作りませんか？基礎
から応用まで楽しく学べます。その後は、みんなで
ランチを楽しめます。 料 月額1,500円（材料費を含
む）

料 料金

申 申し込み

広報いせ ●平成24年９月15日号

対 対象

内 内容

定 定員

掲載申し込み締め切り
11月15日号＝9月28日㈮

12月１日号＝10月15日㈪

市民の皆さんの
意見を募集します
市では、次の方針（案）や計画（案）などに対する意見を募集しています。
提出資格 市内に在住または通勤・通学している人、利害関係人
※いただいた意見については、個別に回答せず、市のホームページなどで公表します。

地球温暖化防止実行計画（案） 人権施策基本方針（案）
環境課
（☎㉑5540）
市では、
「地球温暖化対策の推進に関する法律」
に基づき、
「伊勢市地球温暖化防止実行計画」の策
定を進めており、計画案がまとまりましたので、次
のとおり意見を募集します。
募集期間 ９月10日㈪〜10月９日㈫（必着）
提出方法 住所・氏名・電話番号・意見を記入（様
式は自由）し、直接または郵送・ファクス・Ｅメ
ールで環境課（〒516-8601岩渕１丁目７-29、FAX
㉑5522、アドレス kankyo@city.ise.mie.jp ）へ

計画案の閲覧
計画案は、意見募集の期間中、環境課、市役所本
館・１階市民ホール、総務課、各総合支所生活福祉課、
各支所、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習センタ
ーいせトピア、二見生涯学習センター、いせ市民活
動センター、観光文化会館でご覧いただけます。ま
た、市のホームページにも掲載します。

人権政策課
（☎㉑5545）
市では、「伊勢市人権施策基本方針」の策定を進
めており、方針案がまとまりましたので、次のとお
り意見を募集します。
募集期間 ９月18日㈫〜10月17日㈬（必着）
提出方法 住所・氏名・電話番号・意見を記入（様
式は自由）
し、直接または郵送・ファクス・Ｅメー
ルで人権政策課 ( 〒516-8601岩渕１丁目７-29、

FAX ㉑5642、アドレス jinken@city.ise.mie.jp) へ
方針案の閲覧
方針案は、意見募集の期間中、人権政策課、市役
所本館・１階市民ホール、総務課、各総合支所地域
振興課、各支所、福祉健康センター、二見老人福祉
センター、小俣保健センター、朝熊・大久保・黒瀬
の各市民館、伊勢図書館、小俣図書館、生涯学習セ
ンターいせトピア、二見生涯学習センター、いせ市
民活動センター、ハートプラザみそのでご覧いただ
けます。また、市のホームページにも掲載します。

景観計画変更素案（二見町茶屋地区）
都市計画課
（☎㉑5591）
市では、二見町茶屋地区の景観計画の変更
（重点地区の範囲と景観
形成基準の変更、国道42号の沿道景観形成地区の追加）を進めており、
変更素案がまとまりましたので、次のとおり意見を募集します。
募集期間 ９月18日㈫〜10月18日㈭（必着）
提出方法 住所・氏名・電話番号・意見を記入（様式は自由）し、直接
または郵送・ファクス・Ｅメールで都市計画課
（〒516-8601岩渕１
丁目７-29、FAX ㉑5585、アドレス toshikei@city.ise.mie.jp ）へ

伊勢市健康医療ダイヤル24
フリーダイヤル

0000-000-000（通話料無料）

広報いせ 第101号
発行日／平成24年９月15日
発 行／伊勢市
編 集／情報戦略局広報広聴課

伊勢市
携帯サイト

広報いせ発行事業費〔平成24年度予算〕 約2,400万円（24回分）

変更素案の閲覧
変更素案は、意見募集の期間中、
都市計画課、市役所本館・１階市
民ホール、総務課、各総合支所地
域振興課、各支所、伊勢図書館、
小俣図書館、生涯学習センターい
せトピア、二見生涯学習センター、
いせ市民活動センターでご覧いた
だけます。また、市のホームペー
ジにも掲載します。

心や体の健康などについて、医師・看護師・保健師など
が年中無休・24時間体制で電話相談に応じています。

問い合わせ

健康課
（☎㉗2435）

※本サービスは、民間業者に委託をして運営しています

〒516-8601 伊勢市岩渕１丁目７番29号
「広報いせ」では、財源を確保
TEL 0596-21-5515 FAX 0596-22-9699 するため、一部のページに企業
パソコン http://www.city.ise.mie.jp
広告を掲載していますが、これ
携帯 http://www.city.ise.mie.jp/m/
らは市が広告主や商品を推奨す
E メール ise-koho@city.ise.mie.jp
るものではありません。
印刷 千巻印刷産業株式会社

平成24年９月15日号 8
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この広報紙は、
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