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感染拡大防止にご協力を
⃝ワクチン接種後であっても、引き続き、マスクの適切
な着用・手洗いや手指消毒・３密（密接・密集・密閉）
を避けるなど、基本的な対策を徹底しましょう。
⃝生活の維持に必要な場合を除き、日中も含め、外出や
移動の自粛をお願いします。
⃝食料品は数日分まとめて買うなどの工夫を行い、外出
の機会を減らしましょう。
⃝大人数・長時間の飲食は避けましょう。また、テイク
アウトを利用するなど、感染リスクを減らしましょう。

新型コロナ自宅待機者生活支援センターを設置
新型コロナウイルス感染拡大によって濃厚接触者と
なり、自宅待機のため外出することができない人で、
日常生活の困りごとの相談がありましたら、下記まで
ご相談ください。

☎080-6978-4176

（専用ダイヤル） FAX

21-5719

ワクチン接種を希望する
妊婦の皆さんへの優先接種
ワクチン接種を希望する妊婦・
妊婦の夫またはパートナーに対し
て優先接種を行います。希望する
人は、健康課へ連絡してください。
※接種日までに、あらかじめ、かか
りつけの産婦人科で接種の相談を
しておきましょう。

ワクチン接種はお済みですか？

ワクチンを接種することにより、発症予防・重
症化予防の効果が期待されます。ワクチン接種を
希望する人は、早期に予約してください。予約が
取れない場合は、９月17日㈮までに 健康課へ連
絡してください。
健康課

☎21-5578または070-2248-7761
FAX 21-5719

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、掲載している行事や催し物などが、中止・延期・内容の一部変更にな
る場合があります。お出掛けなどの際は、事前に、掲載の問い合わせ先へご確認をお願いします。
また、発熱や風邪の症状がある場合は、催し物などの参加を含め、外出を控え、まずは、
コロナ対策 伊勢市
検索
かかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談してください。

お

ます！
えし
答
健康に関する素朴な疑問

市民の皆さんの健康などに関する素朴な質問に対し、谷崎医師が「総合診療科」の観点
から、分かりやすくお答えします。ぜひ、皆さんの生活にお役立てください。

質 問 新型コロナウイルスの変異はどう危険なのでしょうか？
回答

伊勢総合病院
内科・総合診療科副部長

現時点ではデルタ型と呼ばれる変異ウイルスが主流です。
非常に厄介なウイルスです。

新型コロナウイルスは元々感染者１人から新たに感染
させる人数は２・３人程度でしたが、デルタ型の変異ウ
イルスは感染者１人から５～９人に感染させる力があり
ます。「感染させる相手が２・３人から５～９人であれ
ばほんの数人増えるだけだから何とかなるのでは？」と
思うかもしれませんが、ことはそう単純ではありません。
新たに感染した５～９人それぞれが５～９人ずつ感染さ
せていくので、新規感染者は１人→５～９人→25～81
人→125～729人と、とてつもない勢いで感染者が増え
ていくのです。海外のデータでは、従来の新型コロナウ
イルスと比べて入院リスクが２倍以上、死亡リスクも２
～４倍以上といわれており、さらに、新型コロナワクチ
ン接種済みの人でも感染する事例が散見されています。
このように、以前のウイルスとは随分様子が変わって
ちまた
しまい、巷では「シン・新型コロナウイルス」などとも
表現されています。映画シン・ゴジラもシン・エヴァン
ゲリオンも大変おもしろかったのですが、シン・新型コ

谷崎 隆太郎  医師

ロナウイルスは最悪です。
幸いにも、新型コロナワクチンを接種していれば、感
染したとしても入院や死亡のリスクは1/10以下に抑え
られます。
現在の波を抑えるには一人一人が同居家族以外の人と
の接触を避けるしか方法はありませんが、多くの人が新
型コロナワクチンを接種すること
で、今後の第６・７波をより小さ
いものにすることができます。次
の凶悪なウイルス変異が起きる前
に、希望する全ての人がワクチン
接種を終えられるか、今はそんな 新型コロナウイルスの変異株
（デルタ株）
の電子顕微鏡写真像
戦いの最中だと言えます。
画像提供：国立感染症研究所
過去の「広報いせ」掲載分は市のホーム
ページでいつでもご覧になれます。
健康なんでも相談室

伊勢市

検索

※新型コロナワクチン接種について、現在何らかの病気で治療や投薬を受けている人・持病がある人・投薬でアレルギーを起こした人などは、かかりつけ医へ受診時、
事前に相談してください。

10月1日から開始
65歳以上
の人へ

高齢者インフルエンザ予防接種
健康課（☎27－2435

FAX

21－0683）

高齢者がインフルエンザにかかると、肺炎などを併発し、重症化することがあります。
市では、予防接種法に基づき、65歳以上の人を対象にインフルエンザ予防接種を行います。接種を希望
する人は、実施医療機関へ直接申し込んでください。
実施期間

10月１日金～令和４年１月31日月

※接種は１年度につき１回とします。
※接種前に、医療機関にある説明書をよく読み、
実施場所 実施医療機関
（３ページ参照）
理解したうえで、接種を受ける本人の意思で
受けてください。
対
象 接種日当日に市内に住民登録があり、次のいずれかに
※病気で治療中の人やアレルギーのある人な
該当する人
ど、心配なことがある人は、医師とよく相談
①65歳以上の人
してください。
②60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器また ※対象者で生活保護を受給している人は、事前
に申請をすると無料になります。接種する１
はヒト免疫不全ウイルス（HIV）による免疫
週間前までに、健康課または生活支援課・３
機能に、身体障害者手帳１級程度の障がい
総合支所生活福祉課・９支所で申請してくだ
がある人
さい。
※子どもなど対象以外の人は、全額自費になり
料
金
円
ます。接種・料金など詳しくは、かかりつけ
医へ相談してください。
持 ち 物 健康保険証、健康手帳
（②の人は身体障害者手帳）

１,３００
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高齢者（65歳以上）インフルエンザ予防接種 実施医療機関
※この他、県内の医療機関でも実施しています。詳しくは、健康課へ問い合わせてください。

医療機関名

所在地

電話番号

荒木内科循環器科
池田耳鼻咽喉科
石橋外科内科
伊勢慶友病院
伊勢外宮前クリニック
いせ在宅医療クリニック
伊勢志摩腎クリニック
伊勢志摩レディスクリニック
伊勢田中病院
いせはまごうくらた内科
伊勢民主診療所
いせ山川クリニック
伊勢リウマチハンドクリニック
いど胃腸科クリニック
岩田医院
海野内科
MG糖尿病・内分泌・甲状腺クリニック
大西皮ふ科
おざき内科クリニック
越智医院
小野循環器科・内科
小原産婦人科
かとうクリニック
かとう耳鼻咽喉科
角前胃腸科医院
亀谷内科胃腸科
河口外科
河崎クリニック
神田小児科
菊川産婦人科
木村クリニック
久保内科診療所
倉田医院
くわやま整形外科リハビリクリニック
小林胃腸科内科
斎田耳鼻咽喉科
さいとう内科呼吸器科三重スリープクリニック

西豊浜町
３８－０５５５
浦口２丁目
２８－７０４０
河崎２丁目
２８－５９０２
常磐２丁目 (代）
２２－１１５５
宮後１丁目
２1－１１１５
御薗町高向
２０－８１０４
村松町
３８－２６２２
黒瀬町
２１－０８００
大世古４丁目 ２５－３１１１
黒瀬町
２1－５２５２
浦口４丁目
２４－７１５６
小木町
３１－００３１
勢田町
６３－５６９２
一志町
２８－３３５７
二俣１丁目
２８－５３５６
浦口２丁目
２３－１２１１
勢田町
２１－１１１２
岡本３丁目
２３－０３２２
御薗町高向
２０－０１５５
小俣町明野
３７－２２７５
御薗町長屋
２１－０６６０
宮後１丁目
２８－８１１１
一之木４丁目 ６３－５１１１
小木町
３５－０７００
藤里町
２３－５２１１
岩渕１丁目
２２－１１０５
神田久志本町 ２３－２２８８
河崎１丁目
２８－０１００
河崎１丁目
２２－４５４５
一之木５丁目 ２３－１５１５
船江１丁目
２１－０００２
一之木３丁目 ２８－８７１８
常磐２丁目
２８－７５５５
西豊浜町
３８－００３８
馬瀬町
３６－６５００
藤里町
２４－１１１０
小俣町相合

２９－１１５９

清水内科
鈴木小児科クリニック
鷲見内科
整形外科網谷医院
高見内科
宅間内科

神田久志本町
岩渕２丁目
宮後１丁目
八日市場町
岡本１丁目
船江３丁目

２２－０１００
２７－２６１１
２８－２９５３
２８－１１２２
２８－３９３１
２２－０８０８

※通院中・受診歴のある人のみ接種可能

医療機関名

所在地

電話番号

玉石産婦人科
堤内科クリニック
でぐち内科クリニック
寺田クリニック
寺田外科医院
寺村内科クリニック
德田ファミリークリニック
ながや内科クリニック
西井耳鼻咽喉科
西山医院
西山クリニック
ハートクリニック福井
橋上内科皮フ泌尿器科医院
畠中医院
濵口医院
はまぐち内科クリニック
林耳鼻咽喉科クリニック
東谷医院
東山胃腸科内科
藤井整形外科クリニック
ふじさとこどもクリニック
ふじわらクリニック
二見浦内科 アレルギー科・皮フ科・小児科
堀胃腸科医院
まつだこどもクリニック

御薗町長屋
西豊浜町
二見町荘
小木町
一志町
中之町
倭町
船江３丁目
一志町
宇治浦田２丁目
一之木２丁目
御薗町長屋
岩渕２丁目
大湊町
神社港
上地町
楠部町
神久５丁目
小俣町元町
楠部町
藤里町
常磐１丁目
二見町茶屋
河崎１丁目

２２－５６５６
３７－５０３０
４４－１７１１
３１－２０００
２３－１５６１
２０－３１００
２８－８４２５
２７－３０００
２４－３３８７
２２－３３７６
２１－２４８０
２６－２１１１
２８－３４０２
３６－４５７２
３６－４６７１
２０－９８８８
２０－３３８７
２２－１１８１
２２－４３０９
２６－２００１
２０－０２２０
２３－１２５８
４２－１１２２
２８－７５５６

桜木町

２３－２５２５

松葉内科
松本医院
まつもとクリニック
宮村医院
村松有滝診療所
森本内科・循環器科
やのはらクリニック
やまぐちレディースクリニック
山崎外科内科
山添整形外科
やまなかこどもクリニック
やまむら内科内視鏡クリニック
山本医院
山本医院
山本内科クリニック
由井医院
和気ペインクリニック

本町
神社港
黒瀬町
河崎１丁目
村松町
河崎１丁目
小俣町相合
小俣町本町
楠部町
岡本２丁目
小俣町相合
一之木４丁目
二見町溝口
神久６丁目
津村町
岩渕２丁目
岩渕２丁目

２８－７８０２
３６－４６９３
２０－６９１１
２８－４７４７
３８－１２１２
２８－０１０１
２５－８７４１
２１－３００１
２２－２２１８
２３－１２１２
２０－８００５
２１－３２１６
４４－２３２３
２０－１１４５
３９－７７１７
２７－１１８７
２１－１３８０

※患児の保護者のみ接種可能

※実施医療機関の変更があった場合は、市のホームページなどでお知らせします。
※電話での問い合わせが難しい人は、健康課（ FAX 21-0683
ise-hset@city.ise.mie.jp）へ問い合わせてください。

高齢者用

肺炎球菌
定期予防接種

健康課
（☎27－2435
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FAX

今年度中に65・70・75・80・85・90・95・100歳にな
る人で、今までに高齢者用肺炎球菌予防接種の助成を受けた
記録が伊勢市にない人へ、３月に接種券を郵送しています。
初めて接種する人は、接種券を使用できます。接種期間は令
和４年３月31日㈭までです。詳しくは「広報いせ」４月１
日号・32ページまたは市のホームページをご覧ください。

21－0683） ※２回目の接種からは助成制度はありません。接種・料金など詳し
くはかかりつけ医へ相談してください。

マダニ媒介感染症 に
注意しましょう！

伊勢保健所 健康増進課
（☎27－5137

FAX

27－5253）

マダニ（吸血前）

野山には病原微生物を保有するマダニが数パーセント生息して
こうはん
います。マダニにかまれると１週間前後で「日本紅斑熱」や「重
症熱性血小板減少症候群」を発症することがあります。
県内では、伊勢志摩地方を中心に、年間40件程度の日本紅斑
熱症例が報告されており、近年では重症熱性血小板減少症候群の
患者も発生しています。これらの疾患の多くはマダニの活動時期
である春から秋にかけて発生します。
症状が現れた場合は、医療機関を受診し、医師にマダニにかま
れた可能性があることを告げてください。通常、人から人へ感染
することはありません。

主な症状

高熱・頭痛・筋肉痛・

けんたいかん

のない全身に広がる
ほっせき

皮膚の斑状発赤
高熱・頭痛・筋肉痛・
重症熱性血小板 意識障害・消化器症
おう と
減少症候群
状(嘔吐・下痢・腹痛・
（SFTS）
げ けつ
下血)

マダニにかまれたら、

野山に立ち入る際の注意事項

⃝つばの付いた帽子、長袖、長ズボン、長靴（丈の長い物）
などを着用し、肌の露出を避ける。
⃝マダニ対策に効果がある虫よけスプレー（「イカリジン」や「ディート」
の成分を含む物）を使用する。長く野山に立ち入る際は、使用上の注意
に従い使用する。
⃝野山に立ち入った後は、家の外で衣服や体をはたき、マダニを落とす。
⃝衣服はすぐに洗濯し、できるだけ早くシャワーを浴びて、マダニにかま
れていないか全身（特に頭髪部、首、脇の下、脇腹、足の付け根、膝の
裏など）を確認する。

マダニをつぶさない

⃝マダニをつぶさないように頭部を
ピンセットで挟んで、まっすぐ引
き抜く。
⃝自分で取れないときや、マダニの
一部が皮膚に残ったときは、医療
機関に相談する。
⃝かまれた後約１週間は体調の変化
に注意し、上記の主な症状があれ
ば早急に医療機関を受診する。

障害者差別解消法

高齢・障がい福祉課（☎21－5558
「障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律」
（通称：障害者差別解消法〔平成28

かゆ

倦怠感・痒みや痛み

日本紅斑熱

マダニにかまれない事が大切！

～障がいのある人もない人も
共に生きる社会の実現に向けて～

マダニ（吸血後）

FAX

20－8555）

障害者差別解消法のポイント

この法律では、
「不当な差別的取り扱い」と「合理的配
年４月１日施行〕）は、全ての国民の皆さんが、 慮の不提供」が禁止されています。
障がいの有無によって分け隔てられることな ※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務です。

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現を目的としています。

不当な差別的取り扱い
正当な理由もなく、障がいがある
ということを理由にサービスなどの
提供を拒否したり、制限したりする
ことなど。
〈事例〉
「 車いすなので店には入れない」
などは、障がいのない人と違う扱いをし
ているので「不当な差別的取り扱い」と
考えられます。ただし、他に方法がない
場合などは、例外になることがあります。

※令和３年５月、合理的配慮の提供を民間事業者に義務付ける改正障害
者差別解消法が成立しました。改正法は公布日（令和３年６月４日）か
ら起算して３年以内に施行されます。

※1…障がいのある人にとって、日常生活や社会生活
を送るうえで障壁となるもの。例えば、利用しづ
らい設備・施設や制度、障がいのある人を意識して
障がいのある人から何らか
いない慣習・文化、障がいのある人への偏見など。
の配慮を求められた場合、負

合理的配慮の不提供

担になり過ぎない範囲で、社
会的障壁 ※１ を取り除くため
に必要で合理的な
配慮※２を行わ
ないこと。

※2…どのような配慮が合理的配慮に該当するか
は、個別のケースで異なります。例えば、次のよ
うなことは合理的配慮になります。

⃝車いすの人が乗り物に乗る時に手助けをする
⃝映像資料に手話や字幕を付ける
⃝障がいのある人の障がい特性に応じた手段
（筆談・読み上げなど）で対応する

広報いせ 令和３年９月15日号
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イベント掲示板

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。

オクトーバー・ラン＆ウォーク2021

皇學館大学 月例文化講座

オクトーバー・ラン＆ウォーク大会運営事務局〔㈱アールビーズ内〕
（ FAX 0598-67-0543
october@runners.co.jp）

皇學館大学 地域連携推進室
（☎ 22-8635 FAX 27-1704〔代表〕）

時 10月1日㈮～31日㈰

内 オクトーバー・ラン＆ウォークは、
「スポーツの秋」
10月の1カ月、
「全国個人

ランキング」
「居住自治体内個人ランキング」
「全国自治体対抗ランキング」
「都
道府県内自治体対抗ランキング」の4つのランキングを通じて競うイベントで
す。コロナ禍で運動する機会が減少していますが、この機会に家族や仲間と、
そして地域一丸となって10月の歩数・走行距離を競いながら楽しみましょう
対 スマートフォンを持っている人
申 ランニング部門…GPSトレーニングアプリ「TATTA」をダウンロードし、
Sports NET IDと連携させ、アプリ内のイベントページから申し込む。
ウォーキング部門…スマホアプリ「スポーツタウンWALKER」をダウンロー
ドし、Sports NET IDと連携させる。
※申し込みには、Sports NETへの登録が必要です。（無料）
※アプリのダウンロードおよび利用設定など、スマートフォン
の操作については支援できません。
※詳しくは公式ホームページをご覧ください。

時 10月4日 ㈪、10：00～10月31
日㈰
所 インターネット上で受講
（オン
デマンド配信）
内 「海を渡った日本古典」クリス
トファー・メイヨーさん（コミュニ
ケーション学科教授）
※詳しくは、同大学のホームペー
ジをご覧ください。
定 90人
（先着順）
申 同大学のホームページの申し
込みフォームから


このコーナーは、市民団体などの皆さんが、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

不動産鑑定士による無料相談会

一般社団法人 三重県不動産鑑定士協会
（☎ 059-229-3671 FAX 059-229-3648）
時 10月1日㈮、13：00～16：00
所 市役所東館・4階 4-2会議室

内 地価・地代・家賃・土地利用に関する相談

不動産弁護士無料相談会

公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会 伊勢志摩支部
（☎ 24-1685 FAX 28-7732）
時 10月5日㈫、13：30～15：30

所 三重県宅地建物取引業協会伊勢志摩支部
（勢田町472）
内 不動産に関する相談
申 事前に、同支部へ

広告

園 児 募 集

中島こども園
◆ 保育園部 （２号・３号認定）
《受付》 １０月１日～

《場所》 中島こども園

詳しくはＨＰで 《お問合せ》 ☎ ２８－２４３８
5
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すうざん

伊勢嵩山友好会（☎・ FAX 25-3922）

時 10月 ～ 令 和4年3月 の 第2・4火 曜 日、19：00～
けいでんいん
20：30 所 珪田院（朝熊町1436） 内 中国語を習っ
たことのある人、一緒に勉強しませんか。皇學館大
学留学生が2カ月交代で創意を凝らして楽しく教え
てくれます 定 15人（先着順） 料 月額1,000円
申 同会へ

ひばりの音訳体験講座
伊勢市ひばり朗読奉仕会
（☎ 63-6370 FAX 65-6121〔ボランティアセンター・
げんここるーむ内〕）
時 10月28日㈭、10：30～12：00

定 4人
（先着順）

令和 4 年度

中国語・中級講座

所 福祉健康セン

ター内 対 音訳ボランティア活動に興味のある人
内 視覚障がい者が利用する印刷物の音声化の基礎
の学習、声出し、
「広報いせ」などを読んでパソコン
を使っての録音 定 10人（先着順） 申 10月23日
㈯までに、同会へ
イベント掲示板 & みんなの広場
時 とき
定 定員

所 ところ
料 料金

対 対象

申 申し込み

内 内容

掲載申し込み締め切り

11月15日号➡9月30日㈭ 12月1日号➡10月15日㈮

～管理不全空家の解消と空家対策について～

空家等の適切な管理をお願いします
住宅政策課（☎21－5597

FAX

21－5585）

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環
境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める必要があります。
※空家等とは、その建物、付属する工作物およびその敷地（立木を含む）をいいます。

1

例
空家等の適切な管理の

屋根・壁・窓ガラス・
ドアなどの破損を修繕
する

4

ハチの巣が発生した
場合には除去する

2

定期的に庭木の剪定
や雑草の除草をする

3

敷地内のごみ・
落ち葉などの掃除
を行う

5

町会や近隣の人に連絡先を
伝え、問題が起きた場合に連
絡を取れるようにしておく

6

空家等の管理不全が原因で通行人や近隣の建物などに被害を与え
た場合、損害賠償請求など管理責任を問われることがあります。

❶～❺の管理が難しい
ときは、業者へ依頼する

空家バンクに登録してみませんか？
市内の空家を所有している人が、売りたい・貸し
たい場合に、空家バンクに登録のうえ、市のホーム
ページなどに掲載し、空家を購入・賃貸を希望して
いる人に紹介する制度です。登録は無料です。
詳しくは同課に問い合わせるか、
市のホームページをご覧ください。
空家バンク 伊勢市

検索

相続登記をしましょう
相続登記をしていないと、相続関係や手続き
が複雑になるなどの問題があります。
このため、売買や解体などの際に支障をきた
し、利活用ができなくなることがありますので、
早めの手続きをお勧めします。
相続登記のご相談は、法務局または司法書士
などへお願いします。

広報いせ 令和３年９月15日号
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伊勢市の空家に関する 補 助 制 度
市では、空家の利活用・解体を考えている移住者・空家所有者の皆さん
を補助制度などで次のとおり応援しています。
※補助などを受けるには条件があり、また募集件数に限りがあります。詳しくは、
同課へ問い合わせるか、市のホームページをご覧ください。
空家補助 伊勢市

県外

空家の利活用

空家の除却（解体）

からの移住者など向け

木造住宅の除却補助

改修補助
補助内容

空家の改修

対 象 者

県外からの移住者、市内空家の所有者
など

補助金額

工事費の２/３（上限額200万円）

主な条件

空家を10年間以上活用すること、建物
の耐震基準を満たしていること

市外

からの移住者など向け

昭和56年５月31日以前に着工された
木造住宅で、市の行う無料耐震診断の
結果、倒壊のおそれが高いと判定され
た住宅

対 象 者

建物の所有者など

補助金額

工事費の２/３（上限額30万円）

老朽危険空家等の除却補助
対象住宅

空家の家賃・改修

対 象 者

家賃補助…市外からの移住者
改修補助…市外からの移住者、
市内空家の所有者など

家賃補助…単身世帯 月額２万円（上限額）
家族世帯 月額３万円（上限額）

※補助期間は最長３年間で、月額家賃から
住宅手当などを差し引いた額の１/２です。

改修補助…中心市街地に所在する空家住宅の工事
費の３/４（上限額75万円）
上記以外の空家住宅…工事費の１/２
（上限額50万円）
主な条件 空家バンクの登録および成約、空家を
３年間以上活用すること

空家に関する相談は、同課のほか、
「空き家ネットワークみえ」を通じて、
相続・活用など空家等に関する専門知
識やノウハウを有する構成団体に対し
て、随時、無料で相談できます。
※相続調査・登記作成・建物の鑑定など、
個別に調査などを希望する場合は、料
金が発生することがあります。

7
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市が認定した特定空家等、または市が
不良空家と判定した住宅

※鉄骨造や鉄筋コンクリート造など木造以外
も対象です。

補助内容

空家などに関する相談

※空家以外も対象です。

対象住宅

家賃・改修補助

補助金額

検索

対 象 者

建物の所有者など

補助金額

工事費の２/３（上限額30万円）

ブロック塀の撤去補助
※空家以外も対象です。

対

象

市内にあり、道路に面している高さ１
メートル以上のブロック塀

※道路に面している部分のみが対象で、隣家
との境界部分のものなどは対象外です。

対 象 者

ブロック塀の所有者など

補助金額

市が定める標準事業費（１メートルあ
たり10,000円）と実際の工事費と比
べて、低い方の１/２（上限10万円）

「どこに相談すればいいのか？」、「どのように進めればよいの
か？」など、空家に関してお悩みの皆さんは、気軽に利用してく
ださい。
相談の申し込みは、「空家等相談申込書及び情報提
供同意書」を同課に提出してください。なお、その際
に固定資産税の納付通知書などの資料を持参してくだ
さい。
空家等に関する相談 伊勢市 検 索
空き家ネットワークみえ
不動産取引や相続、建築など空家等対策に関して、専門的かつ幅広い分野での情
報・技術を有する構成団体（公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会ほか７団体）

安全･安心な まちづくり

危機管理課（☎21－5524

FAX

20－3151）

10月11日～20日

全国地域安全運動を実施します

この運動は、三重県防犯協会をはじめ地域安全に関係する機関・団体・警察が期

間を定めて運動を強化し、住民の皆さんの防犯意識を向上させ、安全で安心なまち
づくりの実現を図ることを目的として、昭和52年より毎年実施しています。
今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、伊勢度会地区生活安全協会・伊
勢警察署・自主防犯団体などと連携した「地域安全展」などのイベントや、大がか
りな広報啓発活動は自粛することとなりましたが、全国地域安全運動実施期間中は「のぼり旗」や「啓発ポ
スター」などの掲示などにより、犯罪被害防止の活動を実施します。
皆さんも、この機会に安全で安心なまちづくりについて考えていただきたいと思います。
さ

ぎ

詐欺は、
皆さんのすぐそばに
潜んでいます！
架空請求詐欺にご注意
はがき・メールなどで「支払いがあ
ります。支払いが遅れると、差し押さ
え、強制執行を行います。」などと記
載されており、不安な気持ちをあおり
ます。電話してしまうと、個人情報が
知られ、さらには金銭要求をされお金
をだまし取られます。
このような身に覚えが無いはがきや
メールが届いても、連絡しないように
しましょう。

電話などを使って不特定多数の人からお金をだまし取る詐欺のこ
とを、総称で「特殊詐欺」と呼んでいます。
市でも、特殊詐欺の被害防止のための周知・啓発を行っています
が、これらの詐欺は年々手口が巧妙化しており、特に女性や高齢者
を狙った詐欺が多発していますので、注意してください。

多様化する特殊詐欺
市役所や税務署などの公共
機関をかたり、「保険料・医
療費・税金など支払いし過ぎ
た分を返します。」などと、
必要な手続きを装って電話で
指示しながら現金自動預払機
（ＡＴＭ）を操作させ、お金を
だまし取られます。
ＡＴＭの操作で還付金は絶
対に戻りません。また、公共
機関はそのような説明もしな
いので、注意しましょう。

警察官をかたる詐欺に注意
警察官になりすまし、「〇〇警察署
刑事課の者です。詐欺の犯人があなた
の銀行口座を利用しています。確認の
ため暗証番号を教えてください。「
」キ
ャッシュカードを確認する必要がある
ため、今から警察官を向かわせます。」
と言いながら、自宅に訪問しキャッシ
ュカードをだまし取って、口座からお
金を引き出されます。
キャッシュカードや通帳を警察官な
どが預かることはありません。また、
暗証番号を聞き出すこともありません。

特殊詐欺は、他にもさまざまな手口があります。
特殊詐欺の犯人は、電話中に相手に考える時間を与えようとしません。しか
し慌てずに落ち着いて、まずは家族や周りの人に相談しましょう。少しでも怪
しいと感じ、不安に思ったら、伊勢警察署（☎20-0110）
に相談してください。
また市では、伊勢度会地区生活安全協会、伊勢警察署と共同で、特殊詐欺対
策をはじめとする地域住民向けの講習会を、地域に出向いて開催しています。
講習会では、楽しく学んでいただけるように、寸劇なども行っています。少人
数の集まりでも伺いますので、希望される場合は危機管理課（☎21-5524）へ
問い合わせてください。

インターネット上での誹謗中傷はやめましょう
近年、フェイスブックなどのＳＮＳの普及する中で、個人や法人に対する誹謗中傷の被害が多くあります。
うわさ話などから心ない内容で誹謗中傷することは、名誉棄損などの犯罪になる場合があります。
自分が被害に遭った時のことを考え、誹謗中傷するような内容をインターネット上に書き込む行為はやめましょう。
広報いせ 令和３年９月15日号
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教えて

シリーズ消費生活

相談員さん!!

伊勢市消費生活センター（☎21－5717

FAX

22－5014）

水回り修理の高額請求トラブル にご注意‼
トイレ修理や水漏れ修理など、
日常生活でトラブルに遭ったときに、チラシなどを見て業者を呼び、
修理を依頼することがあります。
こうしたことは、専門的な技術や知識が無い消費者が困ったときの手助けとなる一方で、修理完了
後に思わぬ高額請求を受けるなど、料金や作業内容などで業者とトラブルになったという相談事例が
全国の消費生活センターなどに多く寄せられています。
相談事例
⃝トイレが詰まったので、インターネットで見つけた格安業者に修理を依頼した
ところ、「すぐに便器を取り外す必要があり、40万円かかる」と言われ困惑し
たが、トイレが使えないと困るので修理を頼んだ。
⃝蛇口から水が漏れていたので、「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの業
者に見積もりを依頼したところ、「詳しく見る」と蛇口を外し内部を点検した
後、50万円の見積書を出された。「高額なので払えない」と言うと「断るなら
蛇口取り外し料金２万円を支払って」と言われた。
相談事例からみる問題点
⃝慌てて業者を呼んでしまい、作業内容や料金をよく確認せずに支払ってしまう。
⃝解約時にキャンセル料を請求される場合や、事業者がクーリング・オフに応じ
ない場合がある。
⃝見積もり無料のはずが、見積もりにかかる費用を請求される場合がある。

アドバイス

⃝慌てて業者を呼んでしまいがちですが、複数の会社から見積もりを取って、作
業内容や金額をよく確認するようにしましょう。事前に出張費用や見積もりに
かかる料金の有無を確認することも大切です。納得できない場合は、その場で
契約しないようにしましょう。

⃝急を要するトラブルに備え、安心して依頼できる業者の情報を日ごろから集め
ておいたり、自宅の止水栓の位置と締め方を確認しておいたりすることもよい
でしょう。

⃝依頼時に修理内容や料金が決まっていなかったり、事業者が当初示した金額と
かけ離れた修理代を請求してきたりした場合は、消費者が業者を自宅に呼んで
いても、不意打ち性の高い取り引きとしてクーリング・オフの対象となる可能
性があります。

不安に思った場合やトラブルになった場合は、一人で悩まず、
消費生活センターへ相談を!!
9
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シリーズ循環型社会

も

っ

た

い

な

い

～３Ｒ+リスペクト～ をもう一度!!

ごみ分別ＰＲキャラクター

ごみ減量課（☎37－1443

かもしかのごみバスターズ

FAX

37－0189）

食品ロスダイアリーアプリを使ってみよう！
食品ロスダイアリーとは？
食品ロスダイアリーとは、家庭から出る食べ残しや消費
期限切れなどの食品ロスを記録することで、食品ロスの「見
える化」を図り、食品ロスの削減につなげる取り組みです。
神戸市の調査によると、食品ロスダイアリーをつけること
により、右図のグラフのように食品ロスの発生回数が減っ
たことがわかりました。
食品ロスの削減は「ごみの減量」だけでなく「家計の節
約」にもなります。下記に紹介する食品ロスダイアリーア
プリを使って、まずは１カ月、ダイアリーにチャレンジし
てみませんか？

食品ロスダイアリーアプリでできること
●いつ、何を、どのくらいの量を捨てたのか、１日単位で記録すること
ができる。
●発生した食品ロスを金額に換算するとおよそいくらになるのか、記録
ごとに教えてくれる。
アプリ登録者の平均と比較することができる。
●自分の食品ロスの量を、
●自分の食品ロスの量がどのように変化しているかを、グラフで見るこ
とができる。
●どのような食品を廃棄することが多いのか、傾向を教えてくれる。
など

よび利用方法
食品ロスダイアリーアプリの登録お
1 下記URLにアクセスして、ユーザー登録をする。

https://gomi-jp-foodloss.com
（２回目以降）
2 ログインする。
3 食品ロスのある・なしを記録する

こちらからも
アクセス
できます

パソコン、タブレット、スマー
トフォン（通信ができる端末）のい
ずれでもアクセスできます。利用
は無料です。（別途データ通信料
はかかります。）また、ごみ減量課
では、手書きで記録することがで
きる冊子（消費者庁発行）も配布し
ていますので、希望される人は同
課へ連絡してください。
広報いせ 令和３年９月15日号 10

ファミマフードドライブがはじまりました
ごみ減量課（☎37－1443 FAX 37－0189）
伊勢市社会福祉協議会地域福祉課（☎63－5334
９月１日㈬より、皆さんの家庭で余った食品
（飲料
含む）を、次のファミリーマート店舗に持参していた
だくと、伊勢市社会福祉協議会
（社協）
を通じて、支援
が必要な皆さんに届けられる「ファミマフードドライ
ブ」がはじまりました。
住

提携店舗名

伊勢一之木北店

所

御薗町高向526番地１

伊勢外宮西店

八日市場町18番20号

伊勢本町店

支援が

市民の

必要な

皆さん

皆さん

提供

提供

本町５番19号

伊勢豊浜町店

ファミリー

社協

マート

磯町1852番地２

いせ大湊店

馬瀬町1120番地１

伊勢竹ケ鼻町店

運搬

竹ケ鼻町374番地

27－2415）

事業の流れ

一之木５丁目14番30号

伊勢高向店

FAX

※伊勢豊浜町店、いせ大湊店、伊勢竹ケ鼻町店は９月
15日㈬から持ち込みできます。

回収
伊勢市

※提携店舗以外には、持ち込めません。

条件

持ち込みできる食品の

賞味期限まで２カ月以上あるもの

お米や
調味料も！

常温保存のもの
未開封のもの
野菜や生鮮食品、アルコール類は持ち込めません

持ち込み時は

店員さんに声をかけて
ください

11 広報いせ 令和３年９月15日号

「ファミマフードドライブ」に協力していただく
ことで、家庭にある余った食品が活用され、食品ロ
スの削減にもつながります。協力していただける食
品がありましたら、ぜひお近くの提携店舗へ持ち込
んでください。
ご協力よろしくお願いします。

ペットの災害
ペットの
災害への
への備
備え
環境課
（☎21－5541

FAX

大規模な災害時には、飼い主がペ
ットと一緒に避難（同行避難）するこ
とが想定されます。
しかし、避難所の限られた空間で
は、動物のアレルギーがある人や、
動物が苦手な人なども避難している
ため、自宅にいるときと同じ飼い方
はできません。
そこで市では、ペットに関する避
難・救援などをまとめた「災害時の
ペット対策のガイドライン」を作成しています。
このガイドラインは、市のホームページに掲載しているほ
か、市内の動物病院で配布しています。
まずは、災害が発生した場合にどこに避難するか、防災マ
ップなどで確認し、どの道を通るのか、ペットをどのように
連れていくか、考えておきましょう。

9月20日～26日は

21－5642）

災害に備えて
ペットのために用意しておく物
⃝フード・飲み水
食べ慣れた保存のきくフードと水（１週間分
以上）、予備の食器
⃝ケージ（おり）・運搬用ケース（クレート、キ
ャリーケース）
普段からケージなどに入れ、慣れさせておく
⃝鑑札・迷子札
犬は鑑札・狂犬病予防注射済票、猫は迷子札
を首輪につけておく
⃝薬
薬が必要なペットは、予備の薬について獣医
さんに相談しておく
⃝ペットの履歴書
⃝その他
予備の首輪やリード（引き綱）、ペットシーツ、
古新聞、タオルなど

動物愛護週間

です

動物愛護週間は、動物の愛護と適正な飼育についての関心を高め、理解を深めるために、「動物の愛護及び
管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。
動物は、人間にとってかけがえのない存在です。しかし一部では、マナーの悪い飼い主が問題となることが
あります。この週間を機会に、飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

ペットは最後まで愛情を
持って飼いましょう

動物に対する虐待行為などによ
り、動物が苦しんだりする問題や、
鳴き声や臭いなどによって周辺に
迷惑を掛けてしまう問題が数多く
生じています。
同法律では、飼い主には、その
し よう
動物が命を終えるまで適切に飼養
する「終生飼養」の責任があるこ
とが明確にされています。

犬を飼うときは

生後91日以上の犬を飼う場合、
生涯に一度の登録と、狂犬病予防
注射の接種（毎年４～６月の間）が
義務付けられています。令和３年
度は、新型コロナウイルスの影響
などで未接種の場合は、遅くとも
12月末までに接種するようにし
てください。

マナーを守ろう

飼い主のモラルの低下が原因となって、
市や保健所へ寄せられる苦情・トラブルが
多くあります。人に迷惑を掛けないことは、
飼い主の義務です。

犬の飼い主の皆さんへ

犬のストレスを減らし、無駄ぼえなどを
しないようにするためにも、十分な散歩や
しつけをしましょう。

猫の飼い主の皆さんへ

屋外には、交通事故をはじめ、猫同士の
り かん
けんかや接触から感染症に罹患するなど、
危険がたくさんあります。
飼い猫がこれらの危険に遭遇した場合、
命を落としてしまうこともあります。
また、近隣住民に、ふん尿などで迷惑を
掛けることもあり、トラブルのもとになり
かねません。そのようなことが起こらない
ためにも、猫は家の中で飼いましょう。

犬猫不妊去勢手術費
助成金

犬・猫にとってストレスのな
い生活にするとともに、不幸な
捨て犬・捨て猫を減らすため、
不妊・去勢手術を受けさせまし
ょう。
市では、犬や猫の不妊・去勢
手術を行った人に助成金を支給
しています。
手術後60日以内（２～３月の
手術の場合は３月末まで）に、
申請書を環境課へ提出してくだ
さい。

※犬の場合、伊勢市に登録があり、
申請日からさかのぼって１年以
内に狂犬病予防注射を受けてい
る場合に限ります。

助成金額
犬…雄3,000円
猫…雄2,500円

動物愛護に関する予算額

雌4,000円
雌3,500円
397万９千円

広報いせ 令和３年９月15日号 12

コーナー

）から。受講申込チ
nadr.html
ラシは、伊勢商工会議所また
は伊勢市役所商工
労政課・３総合支
所にあります。

13 広報いせ 令和３年９月15日号

座

）

講

３４０１

２２２４）

★蒲郡みかん狩りと紅葉名所
￥
（税・昼食代込） ミステリーツアー

「認知症サポーター養成講座」の
９月28日㈫、13：30～15：00開催分
の「ところ」
誤 小俣図書館・２階 視聴覚室
正 伊勢図書館・２階 視聴覚室

★御在所岳紅葉とバラの
￥
（税・昼食代込） レッドヒルヒーサーの森

15

16

15

募集

お知らせ

講座

24

11

40

催し物

4.3

情報

談をしたうえで申し込んで について演習を交えて学びま
ください。
す。
※地域推薦の内容は、入学者 とき
月 日㈪、９時 分
選抜要項「特別選抜（地域推 ～ 時・ 日㈫、９時 分～
薦型選抜）」で確認をしてく
時 分（全２日間）
ださい。
ところ 伊勢商工会議所・中
選考日
月 頃 を 予 定（ 応 募 ホール
者に後日連絡）
対象 中小企業の管理者・新
選考方法 面接・提出作文
任管理者など、チームを率い
るリーダー、部下との接し方
を学びたい人、チームを活性
三重県立看護大学の試験日程
出願期間
月１日㈪～８日 化させたい人
㈪（インターネット出願のみ） 内容
１日目…リーダーの役割とリ
試験日
月 日㈯
ーダーシップ・チームの力を
合格発表日
月２日㈭
引き出すリーダーシップ
２日目…チームの力を引き出
すリーダーシップ・今後のア
クションプランの作成（演習）
い い や ま じ ろう
講 師 飯 山 晄 朗 さ ん（ 人 財 教
育家・メンタルコーチ）
チーム力を引き出す
人（先着順）
リーダーシップを身に付ける 定員
料金 ２２０００円
リーダーシップ講座
※市内に本社を有する企業・
事業者の人は、伊勢市産業
三重県信用保証協会
支援センターによる受講料
（☎０５９ ２２９ ６０１２
０５９ ２２９ ６３４４）
の負担軽減措置が適用さ
れ、講座を修了すると、受
独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 中小企業大学校瀬戸校
講料の半額が返金されます。
申し込み 中小企業基盤整備
（☎０５６１

０５６１

管理者に求められるリーダ
ーシップの知識・スキルを理
解し、効果的に発揮する方法

広告

☎

集

84

18

17

機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ（
htt
ps://www.smrj.go.jp/insti
tute/seto/training/
sme/2021/favgos000001

★鯖街道の熊野宿と絶景の
￥
（税・昼食代込） 三方五湖レインボーライン

「広報いせ」９月１日号・７ペー
ジ「『認知症サポーター養成講座』
を開催」の開催場所の記述に、次の
とおり誤りがありましたので、お詫
びして訂正させていただきます。

お詫びと訂正

３１－３３３５

申込み

FAX

50

30

URL

12 20

－ －

参加費などの記載のないものは無料

63
－

県立看護大学への入学を志
望する人を対象に、地域推薦
を実施します。
地域推薦制度とは、伊勢総
合病院で就業することを要件
に、市が同大学の特別選抜（地
域 推 薦 型 選 抜 ）受 験 者 に 対 し
て推薦を与える制度です。
入学するためには、大学の
推薦入学試験に合格する必要
があります。
対象 次の要件を全て満た
し、学校長が責任を持って推
薦できる人
・伊勢総合病院に４年以上就
業する強い意志がある
・令和４年３月に高等学校
（県内の高等学校に限らな
い）を卒業見込みである

27
－

10

11

11

－ －

－ －
48 48
－ －

FAX

FAX

募

－

・調査書の国語、数学、外国
語、理科、地理歴史・公民
の評定平均値が 以上であ
る（評定平均の計算方法は、
三重県立看護大学
同大学の令和４年度入学者
地域推薦希望者を募集
選抜要項「特別選抜（地域推
伊勢総合病院 経営企画課
薦 型 選 抜 ）」 を ご 覧 く だ さ
（☎
９０５３
２３１５）
い）
・高等学校で、化学基礎と生
物基礎の両方を履修してお
り、かつ化学または生物を
履修している
・合格した場合、同大学に必
ず入学することを確約でき
る
推薦人数 若干人
申込方法 ９月 日㈮まで
に、学校長による市長宛ての
推薦依頼書、学校所定の調査
書、受験者本人の志望動機の
作文（８００字程度）、返信用
封筒２通（長形３号〔通知書送
付先の住所・氏名を記入し、
円切手を貼付〕）を、直接同
課（ 〒 ５ １ ６ ０ ０ １ ４ 楠 部
町３０３８）へ
※在学している高等学校に相

情報コーナー

第４回起業・創業セミナー＆
交流会

起業・創業者
Ｗｅｂの課題解決

となる場合があります。
ま い
講 師 大 野 真 依 さ ん〔 お 釜 の
上（Ｗｅｂデザイン）代表〕
定員
人（ 申 し 込 み 多 数 の
場合は抽選）
申し込み ９月 日㈬まで
に、住所・氏名・電話番号・
相談内容を、電話またはファ
ク ス・ メ ー ル（
inoue@
）
で同センターへ
ise-cci.or.jp
公民館講座

８６４１）

ギャンブル・ゲーム
依存症予防講座
７８８６

社会教育課

しまったらどのように回復し
ていけるのかを学ぶ
たけ ひと
講 師 市 川 岳 仁 さ ん（ Ｎ Ｐ Ｏ
法人 三重ダルク 代表）
定員
人（先着順）
申し込み
月７日㈭まで
に、 電 話 ま た は メ ー ル（
kyo-syakai@city.ise.mie.
）で同課へ
jp

催し物
～ママ安心サポートいせ～

パパとママの教室
健康課

作業療法士…１人程度

第１次試験（筆記試験）…10月30日
㈯、第２次試験（口述試験）・第３次
試験（口述試験）…募集要項参照

８５５５）

手話を覚えてみよう！

試 験 日
高齢・障がい福祉課
（☎
５５５８

検索

伊勢市

令和４年４月１日

採用予定日

21－5522）
FAX

職員課（☎21－5505

【 休み・休日 】

⬅市のホームページで手話動画を
見ることができます。

昭和57年４月２日～平成13年４月
１日生まれで、作業療法士免許を有
する人または令和４年３月31日まで
に取得見込みの人

60

９月１日㈬～10月20日㈬

申込期間

※諸説あります。
※手話表現の一例を紹介しています。

０６８３）

30

受験資格

両手の手のひらを下に向け、人差し指側を
付け合わせます。とびらを閉める様子をイメ
ージしています。

２４３５

45

はじめての育児。さまざま
な体験を通して、赤ちゃんの
ことを考えてみませんか。一
緒に子育てをしましょう！
とき
月 日㈰、①９時
分～ 時 分・② 時 分～
時 分
ところ 中央保健センター
対象 初妊婦と夫
もくよく
内容 沐浴体験、妊婦模擬体
験、保健師・助産師の話など
定員 ①②とも各６組程度
申し込み 電話またはファク
スで同課へ

21
－

10

職種・採用予定人数

E

FAX

市職員（作業療法士）を再募集

21
－

10

24

30

FAX

20
－

（☎

11

～みんなのＷｅｂ関連の悩み
にお答えします～

30

50

10

45 10

（☎

10

※申し込みは、原則、電子申請（インターネットによる申
し込み）となります。
※詳しくは募集要項をご覧ください。
※募集要項・受験申込書は、同課にあります。また、市の
ホームページに掲載しています。

みんなで手話

27
－

11

FAX

８８５１）

13

22

23
－

FAX

産業支援センター

25

10

10

５６７７
22
－

－

E

ゲームに夢中になっている
だけと思っていませんか。知
らず知らずのうちに依存症の
予備軍になっている人もいま
す。少し自覚症状がある人も
多くいます。本人・家族にと
っても辛い依存症です。なる
前・なってしまった場合の家
族の働きかけを学びましょう。
とき
月９日㈯、 時～
時 分
ところ いせトピア・３階
研修室
対象 市内在住または通勤・
通学している人
内容 依存症の兆候が現れた
らどうすればいいか、なって

22
－

30

（☎

30

起業・創業を考えるとき、
ホームページ作成・ＥＣサイ
ト、ネット販売、ＳＮＳの活
用、ＳＥＯ対策など、Ｗｅｂ
関連の活用を避けては通れな
い時代となりました。経験豊
かなプロの講師を迎え、事前
に参加者からＷｅｂ関連の相
談を受け付け、参加者全員で
その相談の内容と回答を聞い
て学ぶセミナーです。お悩み
相談がなく聞いて学ぶだけの
目的で参加しても十分役立つ
内容のはずです。（相談件数に
よっては時間内に全てを回答
できない場合があります）
起業を考えている人、創業
して間もない人の参加をお勧
めします。
とき ９月 日㈯、 時 分
～ 時 分
ところ 産業支援センター
（朝熊町４３８３ ４６９）
※新型コロナウイルス感染症
の状況により、オンライン

63
－

15
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雑種地
建ぺい率（容積率）

60%（200%）

60%（200%）
用途地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域
最低売却価格

17,288,000円

5,826,000円

月１日～７日は公証週間

「法の日」週間
津地方裁判所 総務課
－

（☎０５９ ２２６ ４１７２）
－

大切な契約や遺言は
公証役場で
６５０６

伊勢公証役場
FAX

法テラス三重
民事法律扶助相談会

宅地

（☎

1

津地方・家庭裁判所では、
６５０８）
月 １ 日 ～ ７ 日 の「 法 の 日 」
週間にちなみ、県内にある裁
判所別に法を身近に感じるク
イズをホームページに掲載し
ます。各裁判所や地域の歴史
の特色にちなんだクイズを通
して、法や裁判所をわかりや
すく紹介します。掲載期間は
月 日㈮～ 日㈰で、 問
全て正解した人には、家庭裁
判所のキャラクターである
「かーくん」と県内の各裁判所
の地域にゆかりのある風景な
どが描かれたオリジナルご当
地カードを贈呈します。
※詳しくは、同裁判所のホー
ムページ（
https://www.
）を ご 覧
courts.go.jp/tsu
ください。
28
－

金銭の貸し借り・土地や建
物の賃貸借などの大切な契約
をしたり、遺言を残したりす
るときは、公正証書の作成を
お勧めします。
公正証書は、法務大臣から
任命された公証人が作成する
文書で、法律によってさまざ
まな効力が認められていま
す。また、原本は公証役場で
保管されるため、紛失や改ざ
んの心配がなく、内容の秘密
も厳守されます。
伊 勢 公 証 役 場（ 岩 渕 ２ 丁 目
５ １・三銀日生ビル５階）で
は、月～金曜日（祝日を除く）
に無料相談を行っていますの
で、利用してください。

10

入札参加条件 一定の資格を
満たす個人・法人（ＫＳＩ官公
庁オークション を取得する
必要があります）
入札参加申込期間 ９月３日
㈮・ 時～ 日㈫・ 時
入札期間
月５日㈫・ 時
～ 日㈫・ 時
※詳しくは、市のホームペー
ジをご覧ください。

地目

法テラス三重

５５２６

資産経営課

（☎

594㎡（約180坪）

13

831.96㎡（約252坪）

14

面積

ID

常磐１丁目769番３

13 10 21

辻久留１丁目187番69

10

10

13

所在地

（☎０５７０ ０７８３４４）

法 テ ラ ス 三 重（ 日 本 司 法 支
援センター三重地方事務所）
では、収入および預貯金額が
一定以下の人を対象に、弁護
士による法律相談を行います。
とき
月８日㈮、 時～
時
ところ 市役所本館・２階広
報広聴課相談室
定員 ６人（先着順）
申し込み 電話で法テラス三
重へ
※収入および預貯金額の要件
は家族数などで異なります。
※ 電話の場合は、☎０５０
３３８３ ５４７０の番
号も利用できます。
16

５７００）

お知らせ

－

10

28
－

－

広告
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13

21
－

FAX

12

市有地を売却

－

10

下表の市有地を、ＫＳＩ官
公庁オークションの一般競争
入札で売却します。

21
－

31

URL

IP

－

市有地を売却

情報コーナー

台風 や 豪雨 等による

土砂災害 に 警戒 を！
危機管理課（☎21－5523
監理課
（☎21－5580

FAX

FAX

20－3151）
21－5585）

土砂災害は、台風や前線活動による豪雨などにより毎年のように全国各地で発生しており、今年７月に静
岡県熱海市で発生した土石流のように、暮らしに大きな影響を与えています。
土砂災害は、「土石流」
「がけ崩れ」
「地すべり」の３つの種類があり、これらは降雨などを引き金にして発
生します。
土砂災害ハザードマップには、自らの命を守るため、土砂災害の警戒区域や避難所などの情報を掲載して
います。
これから10月にかけては、台風や集中豪雨などによる低い土地での浸水・河川の増水・土砂災害が発生
しやすい時期です。自ら気象情報や避難情報を入手し、早めの対策を行うよう心がけましょう。

土砂災害に関する気象情報の
発表基準が変更されました
気象庁ホームページ
大雨・洪水警報の危険度分布「キキクル」
URL https://www.jma.go.jp/bosai/risk

津地方気象台ホームページ
URL http://www.jma-net.go.jp/tsu/

気象庁では、これまでに蓄積された土砂災害のデータに基づいて、
土砂災害警戒情報・大雨警報（土砂災害）と災害発生との結びつきが
より強くなるよう、発表の基準を見直しました。
今回の変更により、伊勢市でも大雨警報（土砂災害）の発表時期が
過去に比べ遅くなり、発表頻度が少なくなることが見込まれます。
今後、大雨警報（土砂災害）が発表された際には、これまでに比べ、
災害発生の高まりがより的確に予想されることを意識してください。
土砂災害の危険のある地域に住んでいる皆さんは、「自らの命は
自ら守る」意識を持ち、防災気象情報などを取得し、自主的に避難
を判断するとともに、避難情報が発令された場合は、速やかに避難
行動をとるようにしてください。
土砂災害が発生する前には、前
ぶれとなる現象がみられることが
あります。
次のような前ぶれ現象を察知し
た場合は、土砂災害が直後に起こ
る可能性があります。直ちに周り
の人と安全な場所へ避難するとと
もに、市に通報してください。

土砂災害ハザードマップ
土砂災害の恐れのある区
域についての危険の周知、
警戒避難体制の整備、住宅
などの新規立地の抑制など
の 対 策 を 推 進 す る た め、
「土砂災害警戒区域（通称：
イエローゾーン）」と「土
砂災害特別警戒区域（通称：レッドソーン）」に分類
し、それぞれ推進すべきことを定めています。
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は、一
定の基準に従い、県により指定されます。
伊勢市では、土砂災害の恐れのある地域を対象に
市のホームページ
「土砂災害ハザードマップ」を作成し、地域に配布
土砂災害
するほか、市のホームページでも掲載しています。
ハザードマップ

伊勢市健康医療ダイヤル24
フリーダイヤル

0120-220- 417

発行日／令和３年９月15日
発 行／伊勢市
編 集／情報戦略局 広報広聴課
印 刷／千巻印刷産業株式会社
広報いせ発行事業費〔予算額〕
3,157万4千円
（22回分）

問い合わせ先

通話料無料

電話での相談が難しい人は、ファクスでの相談ができます。希望する人は健康課へ連絡してください。

広報いせ 第310号

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。

健康課

☎27－2435

FAX

21－0683

※本サービスは、民間業者に委託をして運営しています 予算額 993万5千円

伊勢市情報戦略局 広報広聴課

〒516-8601 伊勢市岩渕１丁目７番29号
☎ 0596-21-5515 FAX 0596-22-9699
ise-koho@city.ise.mie.jp ※一部ページがないなどの落丁があった場合、広報広聴課へご連絡ください。
検索
URL https://www.city.ise.mie.jp 伊勢市役所

植物油インキで印刷しています。
この広報紙は、再生紙を使用
しています。
この広報紙を廃棄する際は、
雑誌・雑がみ類として分別して
ください。

視覚障がいのある人で、
「声の広報いせ」
「点字広報いせ」
を希望する人は、高齢・障がい福祉課
（☎21-5558
FAX 20-8555）
へ連絡してください。また、
「声の広報いせ」
は、直近１カ月分を市のホームページに掲載しています。

「広報いせ」
では、財源を確保するため、一部のページに企業広告を掲載していますが、これらは市が広告主や商品を推奨するものではありません。

見やすいデザインの文字を
使用しています。

