さ と う み

里海

里海フェスティバル開催！

・０２０６
・５２６２

satoumi@city.shima.lg.jp

問い合わせ
里海推進室

〇さかなクンの講演会は、
整理券が必要となります。
整理券は、６月 日（月）
から阿児アリーナ、各支所
の窓口にて配付しています
（お１人様２枚まで）
。
里海フェスティバルは、
「全国モーターボート競走施
行者協議会」からの拠出金
を活用して行われています。

10

インタビュアー里海が行く

とき
７月 日（土）
、 日（日）
時～ 時
ところ
阿児アリーナ
内容
「さかなクン」
（ 日）の
講演会や地域の人々や有識
者のパネルディスカッショ
ン、
「 新 し い 里 海 の ま ち・
志摩」のまちづくりにつな
がる活動報告展示、里海写
真展、里海作品作り、お土
産物展示、フリーマーケッ
トなど各種イベントを行い
ます。

14

15

そこで、今年８年目になり
ますが、毎年、志摩コースト
ガーディアンズ主催の津波の
避難訓練に参加しています。
津波避難訓練への想い
山下さん
訓練に参加した人たちが、
この訓練を必要だと感じ、日
本のどこの海にいても、災害
が起きた時の避難への意識を
持ち、まわりの人も巻き込ん
で、良い影響を与えてほしい
と思っています。昨年の３月
日以降、地域の人や海水浴
客、サーファーなど参加者の
避難訓練への意識がより高
まったように思いますので、
志摩の海だけでなく、仲間同
士でこの環が広がっていって
ほしいです。
これからの夢は
山下さん
海は、怖いこともあるけど、
親しみを持ってもらいたい。
親しむ機会が増えるよう協力
していきたいし、次の世代に
この海をつないでいけるよう
な道筋をつくっていきたいと
思います。

談役というよりは調整役とし
て、運営においての問題に、
自ら現場に出て関わっている
そうです。
この志摩の海に来るサー
ファーを「ここにくる子たち」
と言っていた優しい笑顔が印
象的で、言葉に温かい気持ち
を感じました。
今年の志摩コーストガー
ディアンズ主催の国府地区海
岸・志島地区海岸津波避難訓
練は、７月 日（日）に実施
されます。
志摩の海は、海水浴やシー
カヤック、釣り、磯遊び、ス
キューバダイビングなど、遊
びの場を、また学びの体験の
場を私たちに提供してくれま
す。しかし、そこには命に関
わる危険もあることを私たち
は十分に理解しておかなけれ
ばなりません。
また、
「怖さ」から海を避け
るのではなく、関わり方や事
故・災害への対処・行動をしっ
かり学ぶことで、危険から身
を守り、楽しさや学びの多い
海に親しみを持っていただき
たいと思います。
今年の夏も、志摩の海が多
くの人で賑わい、無事故で終
えられることを願います。

15

14

25

新しい里海のまち・
志摩を彩る人た ち

海水浴シーズンの到来で
す。市民の皆さんだけでな 『漁業権管理委員会』
とは
く、多くの観光客の皆さん
も志摩の海を楽しむために
漁業権を管理する組織で
訪れてくれます。志摩の自
す。甲賀地区の漁場を海水浴
然に直接触れ、良さを感じ
場として利用するにあたり、
ることができるいい季節で
漁業に支障がないと判断し、
す。
阿児の松原海水浴場を開設す
しかし、海での遊びは、 ることに同意しています。ま
命に関わる事故・災害と直
た、漁協は海水浴場の運営を
結することもあり、事故を
市から委託されています。
防ぐための行動、また災害
海水浴場の運営で
が起きた時の行動につい
気になることは
て、一人ひとりの心構えや
意識が、命を守るためにと
ても重要です。
そこで今回は、
海での「安
心・安全」に着目して、阿
児の松原海水浴場開設当初
から運営上の相談役とし
て、 年来関わっている三
重外湾漁協甲賀地区の漁業
権 管 理 委 員 会 委 員 長、
やましたくにふみ
山下邦文さんにインタ
ビューをお願いしました。

山下さんは、海水浴場の相

FAX

44 44

No.16

山下さん
やはり事故と災害。天候に
よって、とても心配になりま
す。事故については、監視員
を配置し、未然に防ぐ取り組
みはしていますが、災害の中
でも津波については、海水浴
場に来てくださった、一人ひ
とりの瞬時の行動が命を救う
ことになるので、運営側の取
り組みだけでは、不十分だと
感じています。

E-mail

11

シリーズ
20

29

2
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防災シリーズ「とある家庭の防災講座」

山崩れ・崖崩れが起き
バケツをひっくり
やすくなり危険地帯で
返したように降る
は避難の準備が必要

滝 の よ う に 降 る マンホールから水が噴
50 以上
非常に
（ゴーゴーと降り 出する土石流が起こり
～ 80 未満 激しい雨
やすい
続く）

雨の強さと降り方（気象庁ホームページより）

防災シリーズ その⑮

30 以上
激しい雨
～ 50 未満

44

FAX

気象の変化に警戒を！
～集中豪雨に備えて～

側溝や下水、小さな川
があふれ、小規模の崖
崩れが始まる

問い合わせ
・０２０３
・５２５２
集中豪雨の予想は？
地域防災室
chiikibosaishitsu@city.shima.lg.jp
集中豪雨は、急速に発達する積乱雲
により引き起こされますので、毎日の
天気予報などで発生場所を的確に伝え
ることは困難と言われています。
このため、数時間～２時間程度前に
集中豪雨の兆しを捉えて、集中豪雨の
集中豪雨が起きると…
発生する場所や時間を絞り込んで予報
（短時間予報）されます。ただし、突
発的かつ局地的に発生するゲリラ豪雨
は、予測が困難なことから注意が必要
です。

どしゃ降り

集中豪雨への備え

20 以上
強い雨
～ 30 未満

暑い夏の到来とともに集中豪雨・台
風など気象が大きく変化する季節とな
りました。この時期には毎年、日本の
どこかでこれらによる風水害が発生し
ています。
そこで今月の「とある家庭の防災講
座」では、梅雨末期に顕著に発生が予
想される集中豪雨について特集しま
す。

しょう。気象情報は、市ホームページ
の「防災・気象情報」からも確認でき
ますのでご活用ください。
●土砂災害危険箇所の近くや河川沿い
に住居がある場合は、大雨警報や洪水
警報、土砂災害警戒情報などが発表さ
れたならば、避難勧告・指示があった
場合はもとより、避難勧告・指示がな
くても、早目に近くの避難所に避難す
るようにしましょう。
また、短時間豪雨でどうしても避難
所への避難が困難なときは、次善の策
として、近くの頑丈な建物の２階以上
に避難したり、それも難しい場合は家
の中のより安全な場所（がけから離れ
た部屋や２階）に避難するようにしま
しょう。

この程度の雨でも長く
続くときは注意が必要

なお、避難をする判断材料として、
次表の雨の強さと降り方を知っておき
ましょう。

ザーザー降る

44

集中豪雨が起きると、次のような災
害の発生が予測されます。
●洪水による災害
洪水には、大雨によって河川の流
がいすいはんらん
量が増加して発生する「外水氾濫」
と、降水をスムーズに排出できずに
ないすいはんらん
発生する「内水氾濫」があり、いず
れも家屋などに大きな被害を及ぼす
ことがあります。
●土砂災害
集中豪雨や長雨がきっかけで発生
し、おもに①土石流②地すべり③が
け崩れによる災害であり、同じ雨量
でも地域の地形や地質特性によって
発生の危険度が異なります。

集中豪雨の予報は数時間～２時間程
度前からしか予測できませんので、集
中豪雨が起きたときは、すばやく行動
することが重要です。自らの身を守る
ため、次のことを心掛けておきましょ
う。
●住んでいる地域で過去に水害や土砂
災害がなかったか、また住んでいる場
所が土砂災害危険箇所でないかどうか
を確認しておきましょう。
土砂災害危険箇所については、
「防
災みえ」のホームページで「三重県土
砂災害システム」を検索するか、また
は「志摩市ハザードマップ」で確認す
ることができます。
●大雨が降りだしたら、雨量の変化に
注意し、テレビ、ラジオにより最新の
気象情報をチェックするようにしま

10 以上
やや
～ 20 未満 強い雨

集中豪雨とは
狭い範囲に数時間にわたり強く降
り、１００ミリから数百ミリの雨量を
もたらす雨のことを言います。
日本付近に前線が停滞しているとき
（特に梅雨期の終わり頃）
、台風が日本
に近づいているときや上陸したときに
多く発生します。最近では、特に都市
部において、大気の不安定な状態が続
き、次々と雷雲が発生したときにゲリ
ラ豪雨と言われる大雨が発生します
が、ゲリラ豪雨は集中豪雨とほぼ同義
の言葉であり、予測の困難性などの違
いから２つの言葉を使い分ける場合が
あります。しかし、集中豪雨・ゲリラ
豪雨共に気象学的には明確な定義付け
はされていません。
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息苦しくなるよう 雨による大規模災害が
な圧迫感がある恐 発 生 す る 恐 れ が 強 く、
怖を感じる
厳重な警戒が必要

猛烈な雨

80 以上～

災害発生状況

人の受ける
イメージ

1 時間雨量
予報用語
（mm）

E-mail

地籍調査

浜島町浜島地区・阿児町立神地 区 の

22

平成

年８月１日から景観法に

24

基づく届出先が変更になります

20

30

24

24

19

FAX

昨年度調査区を
閲覧・確認してください

29

44

地籍調査にご協力を

10

18

23

12

24

・５２６２

13 19

・０３０５

22 21

都市計画課

30

昨年度の調査区『浜島町浜島④地区』
現在、策定に向けての検討を進め
toshikeikaku@city.shima.lg.jp 『阿児町立神⑧地区』の閲覧を次のと
ております「志摩市景観計画」に関
おり行います。
連し、県との協議を経て平成 年８
浜島④地区（字名）
月１日に景観行政団体になります。
那都珂志の一部、枕返の一部、出湯
景観法に基づき景観行政団体は
の一部、目戸の一部、小曽坊の一部、
堂ノ端の一部、堂ノ後、丸山、南平 「景観計画」を定めることができま
す。景観計画に定めるおもな内容と
野、首里、西首里
しては、景観計画の対象となる区域・
と き
良好な景観の形成に関する方針・行
７月 日（水）～８月６日（月）
為の制限に関する事項などです。
ところ
景観行政団体である県が平成 年
市役所浜島支所 ４階
月４日に「三重県景観計画」を定
立神⑧地区（字名）
め、平成 年４月１日より「三重県
西配の一部、石淵の一部、八呂の一
景観計画」の運用が開始され、市内
部、コブ谷、ネジ亀、鵜島
で一定規模以上の建築物、工作物の
と き
新築、開発行為などを行う場合は、
８月 日（金）～８月 日（水）
行為着手の 日前までに届出が必要
ところ
となっております。
立神ふれあいセンター
これまで、これらに関する事務は
景観行政団体である県が行っていま
と き
したが、市が景観行政団体に移行す
８月 日（木）～８月 日（水）
ることに伴って、平成 年８月１日
ところ
から届出先が県知事から市長に変わ
市役所 ３階 都市計画課
ります。平成 年８月１日からは、
※地籍調査の結果は必ず閲覧し、地籍
事前相談および届出の提出について
簿と地籍図の確認をお願いします。
は、都市計画課までお願いします。
なお、
「志摩市景観計画」を定め
運用が開始されるまでは、
「 三重県
景観計画」にて、運用を行っていき
ます。
10

11

ご協力ください

19 19

E-mail

ところ
浜島生涯学習センター
立神⑨地区
と き
９月 日（金） 時～（予定）
９月 日（土） 時 分～（予定）
ところ
立神ふれあいセンター
※該当者には、個別通知をします。説
明会では、通知に同封した資料の詳細
を説明します。
●くい打ち作業など
現地での一筆地調査までに隣接所有
者と話し合いの上、境界杭の埋設をし
てください。また、隣地との境界線が
確認できるよう、草刈りなど現場の管
理にご理解・ご協力をお願いします。
●一筆地調査（現地立会い）
現地に集合し、境界の確認や地目な
どの調査をするための立会いを行いま
す。立会日は調査の約１か月前に土地
所有者に通知します。
今年度の調査期間は次のとおり予定
しています。
浜島町浜島⑤地区
９月下旬～ 月上旬（予定）
阿児町立神⑨地区
月上旬～ 月下旬（予定）
11

44

地籍調査は、土地の正しい位置や形、
大きさを調査・測量して図面に表すと
同時に、所有者や地目を調査し、地籍
を明確にする事業です。
本年度も継続して現地調査を実施し
ます。調査区内に土地を所有されてい
る皆さんは、次のことにご協力をお願
いします。
●調査予定区域（字名）
※浜島町浜島⑤地区
前田、的ノ岡、鯛田、西浦ノ浜、花
岡、那都珂志の一部、目戸の一部、
堂ノ端の一部、岩崎の一部、石神の
一部、浦ノ浜の一部
※阿児町立神⑨地区
赤崎、杓浦、高岡、天堂、土井ヶ原、
西神島の一部、西山、八呂の一部、
平田、呼ケ崎
※事業予算により、一部の地域におい
て実施できない場合があります。
●説明会
地籍調査の概要や作業準備などを説
明します。
浜島⑤地区
と き
８月９日（木） 時～（予定）
８月 日（金） 時～（予定）
10

4
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三重海区漁業調整委員会委員選挙

期日前投票場所
期日前投票は、名簿が登録されてい
る投票区の支所（ただし阿児町の投票
区のみ市役所本庁舎１階）で投票でき
ます。

不在者投票

投票所施設名
該当投票区（市長選挙時）

三重海区漁業調整委員会
委員選挙が行われます
任期満了による三重海区漁業調整委
員会委員一般選挙が次のとおり行われ
ます。
投票できるのは、平成 年９月１日
現在調製の三重海区漁業調整委員会委
員選挙人名簿に登録された人です。
◎告 示 ７月 日（火）
◎投票日 ８月２日（木）
◎選挙による委員の定数 ９人

投票日に、病院に入院している人、
老人ホームなどの施設に入所している
人、仕事などの関係で市外に旅行か滞
在している人は、不在者投票ができま
す。

期日前投票および不在者投票期間
７月 日（水）～８月 日（水）
８時 分から 時まで

入場券
入場券を７月 日に発送しますの
で、投票の際はお持ちください。
問い合わせ
市選挙管理委員会（総務課内）
・０２０１

※投票日は、入場券に書かれた投票所で投票してください。

投票日の注意
①投票時間は７時から 時までです。
②投票所へは入場券を忘れずにご持参
ください。
③入場券に書かれた投票所以外では投
票できません。
④投票用紙には、候補者の氏名を一人
だけはっきりと書きましょう。

期日前投票
投票日に、仕事やレジャーなどで投
票できない人は、期日前投票ができま
す。期日前投票は、宣誓書・請求書に
必要事項を記入すれば、投票日当日と
同じように投票ができます（印鑑は不
要）
。

Shima City Public Relations
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桧山路、塩屋、迫子、大崎投票区

迫子地区公民館

大王第１投票区

波切、名田、畔名投票区

市役所大王支所

大王第２投票区

船越投票区

船越地区公民館

志摩第１投票区

片田、布施田投票区

片田共同福祉施設

志摩第２投票区

和具第一、和具第二投票区

志摩文化会館

志摩第３投票区

間崎投票区

間崎島開発総合センター

志摩第４投票区

越賀、御座投票区

越賀地区多目的集会施設

阿児第１投票区

鵜方第一、鵜方第二、神明、立神、志島、甲賀、国府投票区

神明地区公民館

阿児第２投票区

安乗投票区

安乗漁民センター

磯部第１投票区

五知、山田、上之郷、下之郷、飯浜、恵利原、川辺、迫間第一、
穴川公民館
迫間第二、築地、山原、夏草、穴川、坂崎投票区

磯部第２投票区

三ケ所、渡鹿野、的矢投票区

磯部町

浜島第２投票区

阿児町

市役所浜島支所

志摩町

浜島第一、浜島第二、浜島第三、南張投票区

大王町

浜島第１投票区

浜島町

1
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海区漁業調整委員会
選挙の投票区
地区名

20

25

30 25

23

18

24

投票所一覧表

的矢老人憩の家

介護保険

※基準額とは、所得段階別保険料額を決める基準となる額のことです。

特別徴収（年金天引き）の対象者
年金の受給額が年額 万円以上の人
は、原則として年金天引きとなります。

複数の年金を受給している場合は、
それぞれの受給額に関わらず、国民年
金・厚生年金・共済年金の順番で優先
順位の高い１種類の年金から天引きさ
れます。
ただし、次のような場合には年金天
引きの対象になりません。
● 歳になった日や転入した日からの
一定期間（半年から１年程度）
●年金を担保に借り入れをしている
●年金の現況届の出し忘れなどによっ
て、年金の全部または一部が支給停止
になっている
●恩給や個人年金などの公的年金以外
しか受給していない

４月

第2期

６月

第3期

８月

【本徴収】
今回確定した保険料額から、す
でに通知済みの仮徴収額を差し
引いた分を年金天引きにより徴
収します。

第4期

10月

第5期

12月

第6期

２月

特別徴収（年金天引き）の徴収月

第1期

普通徴収の対象者

年金天引き以外の人は普通徴収とな
り、納付書や口座振替で各納期限まで
に納めることになります。
また、普通徴収は本人以外にも世帯
主や配偶者も連帯して納付する義務が
あります。

第2期

平成24年7月2日

【本徴収】
平成24年度の市民税の課税状況など
（平成23年の所得など）により確定
した保険料額から、すでに通知済み
の仮徴収額を差し引いた分です。

第3期

平成24年8月31日

第4期

平成24年10月31日

第5期

平成24年12月25日

第6期

平成25年2月28日

普通徴収の納期限

平成24年5月1日

※口座振替の人は、各納期限に指定の
口座から引き落とします。

第1期

12か月

介護保険料の納付方法には、特別徴
収（年金天引き）と普通徴収（納付書
や口座振替）があります。

◆保険料の納付方法

保険料の基準額の決め方

介護保険料額が
確定しました
介護保険制度は、介護の必要な人が
心身の状態に応じて必要な介護サービ
スが受けられるよう、皆さんに納めて
いただく保険料と税金などの公費を財
源として運営しています。
介護保険料は、 歳以上の第１号被
保険者と医療保険に加入している 歳
から 歳までの第２号被保険者が納め
ることになります。
平成 年度の 歳以上の介護保険料
額が確定しましたので、決定通知書を
７月下旬に送付します。
今年の８月まで年金天引きとなって
いる人にはハガキで、納付書や口座振
替となる普通徴収の人には封書で、確
定した年間保険料額などをお知らせし
ます。

◆保険料の額

40

歳以上の介護保険料は、介護サー
ビスにかかる総費用などの見込み額を
推計し、３年ごとに改定されます。
市では、所得の低い人の負担が大き
くならないように、世帯の市民税課税
状況や本人の所得などに応じて、保険
料を８段階に設定しています（所得段
階別保険料額は、次ページの表のとお
り本年度改定されました）
。

【仮徴収】
平成23年度の市民税の課税状況など
（平成22年の所得など）により算出
した仮徴収額です。

65

【仮徴収】
前年度の２月と同じ額を年金天
引きにより徴収します。額に変
更がある場合は、改めて通知し
ます。

65

65

65歳以上の人の
負担割合
（21％）
（月額）

市の介護保険
サービスにかかる
総費用

基準額

市内の65歳以上
の被保険者数
保険料
収納率
18

24

64

65

6
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改定後の所得段階別介護保険料（平成24年度～26年度）

基準額×0.75

世帯全員が市民税非課税で第1、第2段階以外の人

月額 4,020
年額 48,240
軽減あり

基準額×0.85

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者あり）で
公的年金等収入金額+合計所得金額が80万円以下の人

月額 4,560
年額 54,720
軽減なし

基準額

本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者あり）で
公的年金等収入金額+合計所得金額が80万円を超える人

月額 5,370
年額 64,440
第5段階

基準額×1.15

本人が市民税課税で合計所得金額125万円未満の人

月額 6,180
年額 74,160
第6段階

基準額×1.25

本人が市民税課税で合計所得金額125万円以上190万円未満の人

月額 6,720
年額 80,640
第7段階

基準額×1.5

本人が市民税課税で合計所得金額190万円以上500万円未満の人

月額 8,060
年額 96,720
第8段階

基準額×1.75

本人が市民税課税で合計所得金額500万円以上の人

月額 9,400
年額112,800

第4段階

21

65

Ｑ
年度から３年間の保険
料が高くなったのはなぜです
か？

65

20

Ｑ 介護サービスを使うつもりはありま
せんが、それでも介護保険料を払わなけ
ればいけないのですか？

Ａ 介護保険制度は、原則として 歳以
上のすべての国民が加入しなければなら
ない保険で、皆さんの保険料と税金で支
えられています。そのため、介護保険料
は介護サービスの利用の有無に関わら
ず、終身お支払いいただきます。

Ｑ 介護保険料の年金天引きをやめたい
のですが、申し出すれば、中止すること
はできますか？

Ａ 年度途中に修正申告などにより所得
段階が変更となり、保険料額が増えた場
合は、年金天引きの金額は変更できない
ため、追加分の保険料は別に納めていた
だく必要があります。そのため、年金天
引きの人であっても、納付書を送る場合
があります。

Ｑ 年金天引きで納めているのに、納付
書が送られてきたのはなぜですか？

40

・０２８４
・５２６０

Ａ 介護保険料は、国民健康保険や後期
高齢者医療制度とは違い、本人からの申
し出により中止することはできません。

問い合わせ 介護保険課

FAX

44 44

kaigo@city.shima.lg.jp

Shima City Public Relations

7

世帯全員が市民税非課税で公的年金等収入金額+合計所得金額が
80万円以下の人
第3段階

24

Ａ
歳以上の介護保険料
は、３年ごとに介護サービス
費用（給付費）の見込み額な
どをもとに見直し、設定され
ています。
今年はその見直しの年であ
り、今後、要介護認定者や介
護サービス事業所が増えてい
くと予想され、給付費も大幅
に増加すると見込まれます。
加えて、介護報酬の改定や
介護保険財源のうちの 歳以
上の負担する割合が ％から
％に変更されました。
また、
昨年までの３年間は、
市の介護保険財源から積み立
てた基金を取り崩して保険料
の上昇を抑えていましたが、
今回は取り崩せる基金があり
ませんでした。
さらに、昨年度は給付費が
見込み額を大幅に上回ったた
め、不足した分を県の基金か
ら借入れたことで、その返済
を今後３年間の保険料から充
てなければなりません。
これら複数の要因が重な
り、今回の保険料の大幅な値
上げが必要となりました。

E-mail

基準額×0.5
第2段階

Ｑ＆Ａ
介護保険料

月額 2,680
年額 32,160
生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者(市民税世帯非課税者)
第1段階

保険料額(円)
者
象
対
負担割合
保険料段階

※改定前の基準額（第４段階軽減なし）は、月額3,700円・年額44,400円でした。
※保険料月額の10円未満の端数については、第4段階以下は切り捨て、第5段階以上は切り上げています。

後期高齢者医療保険

9割軽減

33万円以下で、被保険者全員が年金収
入80万円以下

3,912円
33万円以下

5,868円

5割軽減

33万円＋被保険者数(世帯主は除く)×
24万5千円以下

19,560円

2割軽減

33万円＋被保険者数×35万円以下

31,296円

※判定は4月1日時点
※65歳以上の年金所得は、通常の公的年金控除以外に15万円を控除して
計算します。
※事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

10月

第6期 12月25日

本徴収 12月

受給額の多少に関わらず、国民年金・
【所得割の軽減】
基準所得金額が 万円以下の場合、 厚生年金・共済年金の順番で優先順
位の高い１種類の年金から天引きさ
所得割を５割軽減します。
れます。
（年金収入のみの場合、１５３万円を
超え２１１万円までの人が対象となり
特別徴収の徴収月
ます）

2月28日

第9期

4月 1日

8月

第4期 10月31日

普通徴収の納期

8月31日

年金天引きから口座振替への変更を
ご希望の人は申請が必要です。
月からの年金天引きを中止する場
合は、７月 日までに申請してくださ
い。
※引き続き年金天引きを希望する場合
は、申請は不要です。

納付方法を口座振替へ変更できます

第8期

6月

第2期

②被用者保険の被扶養者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日
に、被用者保険の被扶養者であった人
は、均等割額を９割軽減し、所得割額
はかかりません。

保険料の減免、猶予

災害にあった場合や生活困窮により
保険料の納付が著しく困難な場合（お
おむね生活保護基準に準じる程度）は、
申請により、保険料の減免や徴収猶予
の措置を受けることができる場合があ
ります。

保険料の徴収

1月31日

4月

7月31日

後期高齢者医療保険料率を
改定しました

軽減後の額

2月

第7期

問い合わせ
県後期高齢者医療広域連合
（０５９）２２１・６８８３
・０２１３
・５２６０

保険課

44 44

後期高齢者医療制度では、被保険者
一人ひとりに対して保険料を計算し、 保険料の軽減措置
賦課します。
保険料の内訳は、均等割と所得割が ①低所得世帯に係る軽減
基本となり、それぞれの率は原則県内 【均等割の軽減】
同じで、県後期高齢者医療広域連合で
所得が低い世帯の人は、次の基準に
２年ごとに算定します。
より均等割を軽減します。
今回、平成 ・ 年度の保険料率が
改定されました。
平成 年度の保険料額決定通知書は
７月中旬に送付します。

同一世帯の被保険者と世帯主の総所得
金額等の合計額

仮徴収

第3期 10月 1日

31

保険料の計算方法

※基準所得金額とは、総所得金
額等から基礎控除額33万円
を差し引いた額です。
※( )内数値は、前年度に比べ
増えた割合(金額)です。

第1期

10

25

【均等割額】
39,120円(+2,320円)
＋
【所得割額】
基準所得額×7.55%(＋0.72)

58

保険料の徴収方法は、年金の受給額
が年額 万円以上の人は、原則として
特別徴収（年金からの天引き）となり
ます。
ただし、介護保険料と後期高齢者医
療保険を合わせた額が、年金の支給額
の２分の１を超える場合は、納付書や
口座振替で納付していただく普通徴収
となります。
※ 複 数 の 年 金 を 受 給 し て い る 場 合、
18

24

保険料額は、被保険者全員が定額を
負担する「均等割額」と、その人の所
得に応じて負担する「所得割額」の合
計額となります。

保険料の年額

第5期 11月30日

FAX

軽減割合

8.5割軽減

24

【限度額55万円】(+50,000円)

8

Shima City Public Relations

国民健康保険

平成24年度国民健康保険税率

5,800円

4,800円

・０２１３
・５２６０

18,900円
応益割

今まで「普通徴収」の世帯であって
も、原則として国保に加入している世
帯全員が 歳以上で、世帯主が介護保
険料を年金天引きされている場合は、
「特別徴収」となります。
ただし、次のいずれかの場合は、天
引きされず、普通徴収となります。

○世帯主が国保被保険者でない
○年金が年額 万円未満である
○介護保険料の天引きと合わせた額が
年金額の２分の１を超える

納付方法の変更

年金天引きの対象になった人は、申
し出により、口座振替に変更すること
ができます。
なお、年金天引きを停止するには年
金支給月の３か月前の月末が手続期限
となりますのでご注意ください。

国保税の納期限
①普通徴収の納期

所得などが確定し年税額を決定する本
算定後の【３期～ 期】とを合わせて、
年 回の納期があります。
②特別徴収の納期

12月

10月

世帯の合計所得が一定額以下の場合
は、均等割・平等割に７割・５割・２
割の軽減があります。

国保税の軽減

年金受給月に世帯主の年金から天引
きします。前年の所得が確定するまで
の仮徴収と、所得などの確定後に年税
額を決定した後の本徴収とを合わせて
年６回の納期があります。

本徴収

保険課

8,400円

44 44
7,500円

2月

33万 円 ＋（35万 円 × 世 帯 に 属
２割
する被保険者と世帯に属する旧
軽減
国保被保険者の合計数）以下

8.50%

10

8月

33万円＋（24万5千円×世帯主
５割
以外の被保険者と世帯主以外の
軽減
旧国保被保険者の合計数）以下

8.00%

6月

仮徴収

33万円以下

26.00%

応能割

4月

７割
軽減

1.60%

10

軽減基準所得（世帯合計所得）

18

第1期
第2期
第3期
第4期
第5期
第6期
第7期
第8期
第9期
第10期

特別徴収月

区分

1.85%

FAX

5.30%

65

5月31日
7月 2日
7月31日
8月31日
10月 1日
10月31日
11月30日
12月25日
1月31日
2月28日

510,000円 140,000円 120,000円
額
度
限
課
賦

支援金分
医療分

算定の基礎
加入者それぞれの前年中の
総所得から基礎控除（33
所得割
万円）を差し引いた額の合
計に応じて
加入者の当該年度の固定資
資産割 産税額（土地・家屋にかか
るもの）に応じて
均等割 世帯内の加入者数に応じて
区

分

19,800円

平等割 加入世帯一律

介護分

国民健康保険税税率は
据え置き
国民健康保険（以下「国保」という）
の加入者（世帯）に負担していただく
平成 年度分の税率は据え置かれるこ
とに決定しました。
したがって、前年度と同じ税率で、
限度額も同じく 万円です。
国保税は、医療などに要する費用に
充てる「医療給付費分」と後期高齢者
医療制度を支援するための「後期高齢
者支援金分」および介護保険の負担金
に充てる「介護納付金分」で構成され、
それぞれに所得割、資産割、均等割、
平等割を算出し合計したものが年税額
となり、毎年７月に年税額を決定し、
納税通知書を発送しています（※発送
は、７月の中旬となります）
。
国保税は、加入者の皆さんが安心し
て医療などを受けられる相互扶助を目
的とした大切な制度です。

国保税は世帯主に課税されます

77

※前年度と同率の税率となっています。

国保税の納付方法
国保税は、世帯ごとにまとめて世帯
主に課税されることになっています。
世帯主が国保に加入していなくても、
国保税の納付方法には、口座振替ま
同じ世帯内に国保加入している人がい たは納付書で納める「普通徴収」と、
れば、納税通知書は納税義務者となる 世帯主の年金から天引きする「特別徴
前年の所得が確定するまでの暫定
世帯主に送られます。
収」の２種類があります。
（仮算定）賦課分の【１期・２期】と、

Shima City Public Relations

9

24

国民健康保険

歳から 歳までの国民健康保険加
入者に交付している「高齢受給者証」
の有効期限は７月 日までとなってい
ますので、新しい「高齢受給者証」を
７月末日までに郵送します。
一部負担金の割合は平成 年中の所
得などにより改めて判定しているため
変更になる場合があります。
23

これとは別に、 歳以上の人が国保
から後期高齢者医療制度に移行した場
合の軽減措置や、被用者保険（※）の
被扶養者から国保の被保険者となった
歳以上の人の減免措置があります。

さい。申請した月の１日から適用とな
ります。
また、現在、
「特定疾病療養受療証」
をお持ちの人には、新しい受療証を７
月末日までに郵送します。

該当する人に郵送します

後期高齢者医療被保険者証、
国民健康保険高齢受給者証
などの更新のお知らせ

ので、申請のうえ交付を受けてくださ
い。

不要

入院や高額な外来診療を受ける際に
医療機関に提示することで、支払う一
部負担金が一定の限度額までとなる
「 限度額適用認定証 」
、
「 限度額適用・
標準負担額減額認定証」の有効期限は
７月 日までとなっています。
現在、認定証をお持ちの人には７月
末日までに更新の案内を送付しますの
で、引き続き必要な人は申請してくだ

○限度額適用認定証、限度額適用標
準負担額減額認定証などの更新

31

非自発的失業者
（倒産・解雇など
による離職）
に対する軽減

○高齢受給者証の更新

考
74

75

倒産・解雇など本人の意思に反して
○後期高齢者医療被保険者証の更新
職を失った雇用保険受給者に対する軽
後期高齢者医療被保険者証（保険証）
減制度があります。
また、経済状況により事業の継続が が更新されます。
７月下旬に県後期高齢者医療広域連
困難となり廃業した個人事業者の方な
どの場合も減免の対象となる場合があ 合から、新しい保険証（若草色）を郵
送（簡易書留）します。
りますので、ご相談ください。
現在の保険証（ピンク色）は、８月
適用となるには、申請が必要です。
制度の詳細、申請時の必要書類などく １日以降は使用できませんので、受診
わしくは、保険課までお問い合わせく の際はお間違えのないよう、ご注意く
ださい。
ださい。
★入院したときは・・・
世帯全員の住民税が非課税の場合、
所得申告はお済みですか
入院の際に「限度額適用・標準負担額
（以下・認定証）を病院
国保税の所得割額は、前年の所得を 減額認定証」
もとに決定されます。正しく所得申告 の窓口へ提示すると、食事代が減額さ
をしないと、国保で受けられるさまざ れます。
認定証の交付を受けるには、申請が
まな給付や、所得に応じた軽減措置な
必要です。
どが受けられないことがあります。
★高額療養費の外来現物給付化
高額な外来診療を受けた場合に医療
機関の窓口での支払いを自己負担限度
額までにとどめることができます。
住民税非課税世帯（低所得）の人は、
窓口で認定証の提示が必要となります

問い合わせ
保険課

必要

引き続き必要な人は、更新の手
続きをお願いします
（更新の案内を送付します）

・０２１３
・５２６０

限度額適用認定証、
限度額適用・標準負担額減額
認定証

FAX

44 44

備

高齢受給者証
特定疾病療養受療証

更新手続

証の種類

70

31

65
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国民年金

知って安心！

保険料免除制度があります

追納できます

る場合があります。

国民年金は加入者である皆さんに保 免除制度の条件
険料（平成 年度は１４，９８０円）
本人・配偶者・世帯主の前年所得が
を納付していただくことで成り立って 次の基準以下であることが条件です。
います。しかし、所得が低いなど経済
的な理由で国民年金を納めることが困
難な場合は、申請により保険料が免除
されます。

保険料の全額免除や一部免除・猶予
の承認を受けた期間は、年金保険料を
全額納付したときに比べ、将来受ける
年金は減額となります。免除された期
間は、 年以内であれば、保険料を納
めること（追納）もできます。保険料
免除などの承認を受けた期間の翌年度
から起算して、３年度目以降の年金保
険料を追納する場合、当時の保険料額
に加算額が上乗せされます。

―

3,750円

1/2
免除

7,490円

1/4
免除

11,240円
一部免除

3/4
免除

一部免除

3/4免除 1/2免除 1/4免除

78万円 118万円 158万円

扶養なし

57万円

扶養１人

92万円 116万円 156万円 196万円

扶養２人

127万円 154万円 194万円 234万円

扶養３人

162万円 192万円 232万円 272万円

歳未満の人が対象となり、本人と
配偶者の所得が基準以下の場合、申請
して認められると納付猶予の該当とな
ります。
※認められた納付猶予期間分は受給資
格期間には反映されますが、年金額に
は反映されません。

◎若年者納付猶予制度

※一部免除の基準額は扶養控除、社会
保険料控除などで変わるため、表の所
得額は目安です。

世帯構成
全額免除
（扶養人数）

◎全額免除・一部免除

全額免除

免除制度の種類
自営業や離職された人などが対象と
なり、前年の所得に応じ次の４段階に
分けられます。
月々の
保険料

※保険料が免除された期間は老齢基礎
年金の計算の際、国庫負担に相当する
額が年金額に反映されます。
※一部免除制度は年金保険料の一部を
免除することで残りの保険料を納付す
る 制 度 で す。一 部 保 険 料 を 納 付 し な
かった場合は、その期間の一部免除が
無効（未納と同じ）となるため、年金
額に反映されません。また、障がいや
死亡といった不慮の事態が生じたとき
に、年金を受け取ることができなくな

申請について

申請する年度または前年度において
失業（退職）の事実がある場合本人所
得を除外して審査する特例が適用され
ます。

失業（退職）による特例が
あります

10

○申請先
・市役所市民課・各支所
・最寄りの年金事務所
○申請に必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号がわ
かるもの（納付書など）
・認印
・失業などにより特例による免除を
申請する人は、離職票または雇用
保険受給資格者証など

11 Shima City Public Relations

世帯構成別所得額の目安

30

24

種類

44・0210
FAX 44・5260
伊勢年金事務所 （0596）27・3604

国民年金

市民課

不動産公売

不動産を公売します
市では、
下記の通り不動産の公売を実施します。公売不動産を買い受けたい人はぜひ入札に参加してください。
■ 公売期日 ７月１８日（水） ■ 入札 １０時３０分から１１時００分まで
■ 公売場所 市役所４階 ４０３・４０４会議室（志摩市阿児町鵜方３０９８番地２２）
※公売に関する説明を公売期日１０時００分から市役所で行いますので１０時００分までにお越しください。
■ 公売財産 下記公売財産一覧のとおり

公売財産
一

覧

売却区分番号：S24-1

売却区分番号：S24-2

売却区分番号：S24-3

見積価額：3,900,000円

見積価額：770,000円

見積価額：1,360,000円

公売保証金：390,000円

公売保証金：80,000円

公売保証金：140,000円

所
地
地
地

所
地
地
地

所
地
地
地

在
番
目
積

大王町波切字砦
3309番1
宅地
606.10㎡

在
番
目
積

阿児町神明字中田
972番17
雑種地
169㎡

在
番
目
積

阿児町神明字才庭
2049番1
田
1,938㎡

※公売に参加するには「農地買
受適格証明書」の提出または
提示が必要

売却区分番号：S24-4

売却区分番号：S24-5

売却区分番号：S24-6

売却区分番号：S24-7

見積価額：860,000円

見積価額：710,000円

見積価額：530,000円

見積価額：1,500,000円

公売保証金：90,000円

公売保証金：80,000円

公売保証金：60,000円

公売保証金：150,000円

所 在
地 番
地 目
地積計

所
地
地
地

所
地
地
地

所
地
地
地

阿児町甲賀字鹿谷
4388番、4389番
田
1,093㎡

在
番
目
積

阿児町甲賀字五反田
324番
田
1,016㎡

在
番
目
積

阿児町安乗字里
715番
宅地
117.78㎡

在
番
目
積

磯部町山田字谷内
1382番
田
2,142㎡

※公売に参加するには「農地買
受適格証明書」の提出または
提示が必要

※公売に参加するには「農地買
受適格証明書」の提出または
提示が必要

※公売に参加するには「農地買
受適格証明書」の提出または
提示が必要

売却区分番号：S24-8

売却区分番号：S24-9

売却区分番号：S24-10

売却区分番号：S24-11

見積価額：4,320,000円

見積価額：3,670,000円

見積価額：5,300,000円

見積価額：4,920,000円

公売保証金：440,000円

公売保証金：370,000円

公売保証金：530,000円

公売保証金：500,000円

所在等 大王町波切字小坂
1209番、
1210番、
1211番1
（土地）
地 目 宅地
地積計 1,260.37㎡
（建物）
種 類 居宅
床面積計 197.24㎡

所在等 大王町波切字船越
4358番1、4360番1
（土地）
地 目 宅地
地積計 353.71㎡
（建物）
種 類 店舗・共同住宅
床面積計 345.16㎡

所在等 阿児町鵜方
字小向井5022番
（土地）
地 目 宅地
地 積 262.07㎡
（建物）
種 類 居宅
床面積 39.74㎡

所在等 阿児町国府字夏川原
（土地）
地 番 3628番645 ※共有私道
地 目 雑種地
共有持分
地 積 94㎡
8分の2
（土地）
地 番 3628番647
地 目 宅地
地 積 270.25㎡
（建物）
家屋番号 3628番647
種 類 居宅・作業所
床面積計 266.80㎡

※「不動産公売のお知らせ」を収税課、各支所窓口に備え付けてありますのでご覧ください。
※入札に必要な書類（入札書など）は、公売当日に会場でお渡しします。
※公売公告に記載されている公売財産は、売却区分番号単位で公売を中止する場合があります。事前に公売
中止の有無をご確認ください。
※各売却区分番号の公売条件などくわしくは下記にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧くださ
い。
問い合わせ 収税課

４４・０２１２

FAX

４４・５２６０

HP

http://www.city.shima.mie.jp/
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節電・献血

節電 にご協力ください
今夏におきましても、全国的に厳しい電力需給が予想され、特に西日本の
各地域では深刻な電力不足が見込まれるといわれています。
市内に電力供給している中部電力においても安定供給を目指している中で
ありますが、需給のひっ迫が見込まれる地域へ融通する電力を確保すること
もあり、特に平日13時から16時の時間帯を中心に空調温度の設定、不要照明
の消灯など無理のない範囲で節電に努めていただきますようお願いします。
※エアコンの控え過ぎによる熱中症などに気をつけて、くれぐれも無理のな
い範囲で節電をお願いします。
問い合わせ

４４・０２２８

環境課

FAX

４４・５２６１

市役所でも節電に取り組んでいます
市では、昨年度から市長を本部長とした「省エネ・節電対策推進本部」を設置し、省エネ・節電に取り組
んでいます。
おもな取り組み内容は次のとおりです。
◦昼休みの消灯（窓口をのぞく）
◦必要最小限の点灯などの徹底
◦空調設定温度の遵守
◦ノー残業デーの徹底
◦省エネ・節電対策推進委員会の開催

◦業務終了時の消灯徹底
◦パソコンなどのОＡ機器の節電
◦クールビズの前倒し実施
◦職員のエレベータの使用の抑制
◦省エネ・節電対策委員の設置任命

これらの取り組みにより、平成23年度は、本庁では、電気使用量で前年度対比8.67％減、電気料金で
530,218円の減、本庁を除く施設では、節電を開始した平成23年８月から平成24年３月までの電気の使用量
で対前年4.1%減となりました。
今年度も省エネ電化製品の導入や、すだれ、グリーンカーテンの設置など省エネ・節電に取り組んでいき
ます。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ

400ml献血にご協力ください
今月の献血の日程は下記のとおりです。
市民の皆さんの、献血へのご協力をお願いします！
と

き

ところ

７月19日(木)
13時～16時

マックスバリュ鵜方店

対象は、年齢18歳～ 64歳で体重50㎏以上の人です
※ 男性のみ、17歳の人も対象となります
※ 65 ～ 69歳までの人は、60 ～ 64歳までの間に献血
経験がある人に限られます
13 Shima City Public Relations

４４・５２５２

今月のケーブルＴＶ行政チャンネルの番組をお知らせします。
内容、時間などは予告なく変更することがあります。

ケーブル TV
00

デジタル 123ch/ アナログ 6ch

７月１日～15日
志摩の国 5

00

７月 16 日～ 31 日
志摩の国 10

番組紹介

志摩の国 5・10
インフォメーション・お天気 行政情報を動画で
お知らせします。
20
20
志摩の国かわら版
かわら版
かわら版
行政情報を文字と
30
30
志摩の国 5（再）
志摩の国 10（再） ナレーションでお
知 ら せ し ま す。 内
40
35
インフォメーション・お天気
インフォメーション・お天気 容は随時更新され
ています。
50
50
かわら版
かわら版
5

時

中部電力㈱志摩サービス
ステーション

FAX

見て！みて！志摩の国チャンネル ☆

毎

７月19日(木)
10時～11時30分

４４・０２０１

総務課

インフォメーション・お天気

10

集団検診
～集団検診のお知らせ～
乳がん（マンモグラフィ）検診・子宮頸がん検診の申し込み受付中です。（受付：平日 8 時 30 分～ 17 時）
下表は 6 月 15 日時点の空き状況です。申し込み時に定員に達している場合はご了承ください。

乳がん
（マンモグラフィ）
・子宮頸がん検診
地区
大王
地区

と

検診受付時間
11時45分～12時15分
12時45分～13時15分
１０月２３日（火）
13時45分～14時15分
14時45分～15時15分
と

き

き

７月１２日（木）
阿児

８月１８日（土）
８月３０日（木）

浜島

９月

７日（金）

磯部

１０月

１日（月）

阿児

１０月

６日（土）

志摩

１１月

９日（金）

１１月１０日（土）
阿児

１２月

８日（土）

１月１８日（金）

検診受付時間
9時30分～10時
10時30分～11時
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
9時30分～10時
10時30分～11時
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分
13時～13時30分
14時～14時30分

ところ

乳がん 子宮がん

問い合わせ・申し込み先

乳がん：志摩市民病院
子宮頸がん：いきいき館 水仙
ところ

大王保健センター
乳がん 子宮がん

問い合わせ・申し込み先

サンライフあご

総合保健センター

浜島B&G海洋センター

磯部保健センター

磯部健康福祉センター
かがやき
サンライフあご

総合保健センター

志摩文化会館

大王保健センター

サンライフあご

総合保健センター

７月１２日（木）の午後、８月３０日（木）は託児を行います。
くわしくは総合保健センターへお問い合わせください。
持 ち 物 ◦健康保険証（本人確認のため必ずお持ちください）
◦健康手帳（４０歳以上の人：お持ちでない人は発行します）
◦バスタオル(乳がん検診のみ）
◦三重乳がん検診ネットワークカード
（マンモグラフィのみ：以前に乳がん検診を受けられた人で、お持ちの場合）
自己負担額 乳がん（マンモグラフィ）検診：1,200円
子宮頸部がん検診：1,200円
下記に該当する人は、すべてのがん検診が無料になります。
※70歳以上の人（年齢基準日：平成25年4月1日）
※市国民健康保険加入者（受診日に加入していること・確認できない場合は有料になることがあります）
対 象 年 齢 ◦乳がん（マンモグラフィ）検診 ：40歳以上で偶数年齢の女性
◦子宮頸部がん検診 ： 20歳以上で偶数年齢の女性
● ● ● 各種がん検診受診上の注意 ● ● ●
◦対象年齢は、平成25年4月1日時点の年齢です。
◦同じ検診を年に2回受診した場合は、2回目は全額自己負担になります。
◦集団検診の結果は、受診日の約3週間後に自宅に郵送されます。
◦健康保険証を必ずお持ちください。お持ちでない場合は、受診できないことがあります。
乳がん(エコー )検診も申し込み受け付けが始まっています。くわしくは、下記までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ
総合保健センター
磯部保健センター

44・1105
55・4011

FAX
FAX

44・1102
56・0750

大王保健センター

72・5963

FAX

72・5964
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出前講座・脳健康体操
脳から元気になる 脳健康トレーニング

健康づくり出前教室

体が人格を作るって知っていましたか？
実は体を整えることで、こころも精神も整います。
脳健康トレーニングは、体を動かすことで、脳まで
すっきり元気になり、記憶力・学習能力・情緒や感性、
身体能力まで活性化します。
高齢者から子どもまで誰にでもできるトレーニング
です。
トレーニングの内容
①ストレッチなどの体をほぐす脳体操
②ポーズを取りながら呼吸トレーニング
③気功トレーニングまたは瞑想
（リラックスの時間 ）
④整理体操
毎月の実施日は1か月前に決まります。くわしくは
お問い合わせください。

健康づくりに関する知識や技術をお伝えすることを
目的に、保健師、管理栄養士、歯科衛生士などによる、
「健康づくり出前教室」を無料で実施しています。希
望の団体は、健康推進課へお申し込みください。
対 象 市民団体または関係機関
内 容 「虫歯予防について考えよう」「子どもの予防
接種について」「生活習慣病予防やメタボ
リックシンドローム予防の食事」など
教室１回につき30分間～１時間（準備・
片付けの時間を除く）
ところ 各団体の希望する場所にお伺いします
（市内・施設利用料が必要な場合は依頼団体
でご負担お願いします）
留意事項
●ご希望の日程や内容などによっては実施できない場
合があります
●実施の場合、団体の代表者または担当者と事前の打
合せをお願いします
健康志摩21を推進
申し込み・問い合わせ
しています！
健康推進課
〒517-0501 阿児町鵜方3098-1
サンライフあご３階
44・1100 FAX 44・1102
kenko@city.shima.lg.jp

場所 鵜方公民館

浜島生涯学習センター 南張生涯学習センター ILCHI HSP 伊勢研修院

回/月 月１回

月１回

月１回

毎週

曜日 火曜日か水曜日 土曜日か日曜日 月曜日

火曜日

時間 18時50分～ 20時 10時～ 11時 9時30分～ 10時30分 14時～ 15時30分

問い合わせ
ＮＰＯ法人日本脳教育協会 浜島町迫子864-140
52・1781
090・2017・3018
担当：上田

里、前島診療所を市から委託頂き管理

志摩地域医療福祉センターは志摩の

るだけ住民の皆さんの困りごとの解決

代で記事を書くことになります。でき

来月からは、各専門職スタッフが交

第１回

シ リ ー ズ

運営しております。当センターが誕生

や、専門職の経験を活かしてお役立ち

医療・福祉・介護の現場から

して丸４年余りになりますが、今まで

情報を提供できるように心がけます。

志摩地域医療福祉センター
鈴木 孝明

あまり情報発信ができていなかったこ

読んでいていいなぁと思えるものが

センター長

とを受け、今月から広報しまでいろい

ん一人ひとりの幸せを願い、地域住民

あったら、近所の知り合いの人にも教

当センターには様々な職種の人々が

の皆さんの支え合いをお手伝いしてい

ろな情報を市民の皆さんのもとにお届

働いています。医療面では医師、看護

きます。どうぞよろしくお願いします。

えてあげてください。私たちは、皆さ

師、リハビリでは理学療法士、作業療

問い合わせ

けしていきます。

法士、食事面では管理栄養士、困った

時の相談や計画・評価に関わる職種で

は社会福祉士、精神保健福祉士、介護

支援専門員（通称：ケアマネジャー）
、

介 護 全 般 に 関 わ る 介 護 福 祉 士、ヘ ル

志摩地域医療福祉センター

・１０００
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パー、一般事務職や運転手、そしてボ

ランティアの皆さんも入れれば非常に

多職種です。病院ならともかく、診療

所や介護老人保健施設でも多職種で協

力して住民の皆さんのお役に立てるよ

う努力していることは意外と知られて

いないようです。
84

E-mail

市長コラム

市長コラム

すし、本年度はさらにこの協力関係と
交流を深めるために、お互いに職員の
派遣を行っています。
自分たちの文化や伝統は、他の文化
や伝統を知ることでさらに意義深く、
深化するものであり、合併して志摩市
となりましてから足掛け８年の今、こ
れまでの旧地域の誇りと尊厳は保ちつ
つも、交流を通し、自分たちの住む志
摩市を、よその視点から大きく理解す
るためにも、この協定はたいへん意義
あるものであると思います。
いま夏を迎え、志摩市も郡上市もた
くさんの祭りやイベントが始まります。
夏も冬も郡上市の方々が志摩市へ来
ていただき学び楽しんでいただくこと
も志摩のスタッフが企画しています
中、志摩の地元の祭りが楽しいのはも
ちろんですが、郡上地方の夜を徹して
行われる郡上おどりや白鳥おどりも、
楽しく有名ですので、機会がありまし
たら郡上市へお出かけいただき、これ
らも楽しんでほしいと思います。
距離的に、遠くなく近すぎることも
なく、車でノンストップなら３時間余
りで行けることも、両市の魅力の一つ
だと思います。
今は、大変厳しい経済状況の中です
が、先ほどまで書きましたように、こ
の協定も一つのバネとして志摩市の再
起動を図っていきたいと思います。市
民の皆さまのご支援、ご協力をよろし
くお願いします。

改めて、平成 年６月 日に交わさ
れました協定の内容を披露させていた
だきます。
１．市民間の相互交流
２． 産業交流および観光の振興に関する交流
３．青少年の自然体験などの交流
４． 歴史、教育、文化、芸術に関する交流
５．災害時の相互応援
６． その他両市の友好関係推進に必要な事業
この六つの基本事項を中心に今後も
両市の振興を期して、志摩市・郡上市
の交流を深めていきたいと思いますの
で、市民の皆さまよろしくお願いしま
す。

一般会計

29,250,795

520,255 1,283,662

合 計

38,862,280

691,204 1,705,458

１人当り １世帯当り
負担額（円）負担額（円）

一般会計

29,677,295

527,840 1,302,378

合 計

39,288,780

698,790 1,724,175

訂正とお詫び
広報しま６月号に掲載しました４
ページの記事に誤りがありましたの
で、訂正してお詫びします。
１人当り １世帯当り
負担額（円）負担額（円）

問い合わせ 財政課

地方債現在高
誤

区分

・０２０４
・５２５２

火
3
10
17
24
31

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

月

火

6

7

水
1
8

木
2
9

金
3
10

土
4
11

※県志摩庁舎正面玄関前駐車場は使用できま
せんので、庁舎南側駐車場をご利用ください。

月
2
9
16
23
30

5

23

現在高
（千円）
区分

7月
日
1
8
15
22
29
8月
日

県志摩庁舎
（旧志摩保健所）
２階
電話番号 43・5899
診療科目 内科・小児科
診療時間
□印の日は夜間
19時30分～22時00分
○印の日は昼間
（日曜・祝日診療の日）
9時30分～12時30分
13時30分～16時30分

所

場

30

現在高
（千円）
FAX

44 44

地方債現在高
正

Vol.

43

郡上とふれあって
志摩市が岐阜県の郡上市と友好都市
提携の協定を交わしましてから、この
６月 日で一年が経過しました。
この郡上市との友好提携は、海の文
化を持つ私たちの志摩市と山の文化を
持つ郡上市が、互いにそれぞれの文化
と伝統をさらに深く学び合いながら、
互いの事業などにも協力し合い、友好
親善はもとより、互恵的交流を重ねる
ことで、両市のさらなる発展と振興を
図っていこうというものです。
交流の中で、両市民が、相互の歴史
と生活ぶりを知ることはもちろん、雪
の遊びに触れたことのない志摩の子ど
もたちが山の雪を学び楽しんだり、海
に触れたことのない郡上の子どもたち
が海を体感したり、海に親しむ中で、
互いの教育の資質の向上に寄与してい
ただくのも一つの効果です。
また、産業交流を通じて、両市の経
済への効果も望まれることや、災害時
の相互応援も含め、様々な両市への貢
献策などが秘められた友好都市協定で
30

～ 志摩市休日夜間応急診療所 ～
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歴史民俗資料館

7月25日（水）歴史民俗資料館オープン！

志摩文化財探訪
（絵地図）

志摩国は、旧石器・縄文時代と呼ばれる１万年以上も前から人々のくらしが行われ、奈良時代には若狭国
み け
などとともに「御
食つ国」として多くの海産物を都に納めていました。人々のくらしは豊かな海の幸と五穀
みの
の稔りによって営まれ、自然との共生の中で培われてきた知恵が、今日まで連綿と伝えられてきています。
こうした市の宝ともいえる生活の知恵や、郷土の祭りに関わる資料などの文化財を収集保存し、後世に伝
えていくことを目的に、磯部支所の空きスペースを活用し、歴史民俗資料館がオープンします。

回想法
（昭和のくらし）

志摩の歩み
（歴史年表）

QUESTION
（クイズコーナー）

開館時間
休 館 日
入 館 料

９時30分～ 18時（入館は17時30分まで）
月曜日・毎月最終木曜日・年末年始・特別整理期間（２月１日～ 11日）
常設展：無料
特別展：一般：500円、大学生、高校生：250円を上限として市長の定める額
団 体：個人入館料の１割引き
問い合わせ 歴史民俗資料館
５５・２８８１ FAX ５５・２９３５
○夏休みの自由研究相談会

イベント情報

と
き ７月28日
（土）13時～ 17時
と こ ろ 歴史民俗資料館
参 加 費 無料
申し込み 不要

県立博物館移動展示

海の恵みとにぎわい
～英虞湾と熊野灘から～

○県立博物館長と語ろう

７月25日（水）～ 9月2日（日）

○展示解説ツアー

と
き ７月25日
（水）14時～、28日
（土）10時～
と こ ろ 歴史民俗資料館
参 加 費 無料
申し込み 不要

問い合わせ 歴史民俗資料館
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55・2881

FAX

55・2935

県立博物館

内
容
と
き
と こ ろ
定
員
参 加 費
申し込み

里山と里海について
7月28日（土）18時～ 20時
磯部生涯学習センター実習室
40人
無料
ハガキまたはFAX、Eメールにて、県立博
物館まで。
くわしくは、お問い合わせください。

（059）228・2283

（059）229・8310

FAX

E-mail

haku@pref.mie.jp

トピックス

平成24年度自治会市政懇談会 5月28日

第２回 伊勢志摩ツーデーウオーク
５月19・20日

市自治会連合会主催の自治会市政懇談会が阿児アリー
ナで開催され、約310人が参加しました。
懇談会では、市長が平成24年度の予算概要や主要事業
などを説明し、自治会は、県への要望に対する回答を報
告しました。その後の質疑応答では、市民の皆さんから
意見が出されました。

風光明媚な志摩の風景を楽しみながら歩くウオー
キングイベント「第２回伊勢志摩ツーデーウオー
ク」が志摩マリンランドを発着点に開催されまし
た。チェックポイントでは、バタ貝やあおさのみそ
汁などが振る舞われ、県内外から参加した約3,700
人が、志摩の自然や里海の幸を楽しみました。

全国大会出場選手壮行会 5月30日
市役所で、全国大会に出場する選手
の壮行会が行われました。壮行会で
は、市長らからエールを受けた選手た
ちが、全国大会での活躍を誓いました。
出場チーム、選手は以下のとおりです。
第34回東日本軟式野球大会1部
６月８日～11日 志摩市野球部
第９回文部科学大臣杯
小・中学校囲碁団体戦全国大会
７月29日～30日 布施田小学校
藤谷峻紀（６年） 北井陽直太（６年）
（敬称略）
濱口光琳（６年）
ふ じ

や

しゅん

き

き た

い

ひ

な

た

は ま ぐ ち こ う り ん

第52回伊勢えび祭

6月2日

浜島町の海浜公園一帯で、
「第52回伊勢えび祭」が開催
されました。伊勢えびに感謝するとともに、その年の豊漁
を願う式典が行われた後、ステージで浜島幼稚園児による
子どもじゃこっぺ踊りや、友好都市提携協定を結んだ郡上
市の
「郡上おどり」
などが披露されました。夕方からはじゃ
こっぺ連パレードや伊勢えび御輿も登場し、総踊りでは観
客も一体となり祭りを盛り上げました。

津波浸水予測地域などに
対する合同実地踏査
5月28日
県が実施した津波の浸水予測に基づく津波浸水
予測地域を市、県、鳥羽警察署など関係機関合同
で、実地踏査を行いました。災害発生時に迅速な
対応が図れるよう、和具沖などの海上や避難タ
ワーなどの現状を確認しました。
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トピックス

みえの現場・すごいやんかトーク
志摩市・郡上市経済交流事業
「新しい里海のまち・志摩フェア」
6月9・10日
友好都市提携を結んだ岐阜県郡上市の道の駅
「古今伝授の里 やまと」で志摩市・郡上市経
済交流事業「新しい里海のまち・志摩フェア」
が行われました。フェアでは、てこね寿司や真
珠製品などの販売やあおさ汁の振る舞いが行わ
れ、訪れた人々は志摩の特産品や里海の幸を楽
しみました。
やまぎわ し

ず

6月9日

知事が現場に出向き、地域で頑張る県民と各地域の実情や課
題について対話する「みえの現場・すごいやんかトーク」が志
摩文化会館で開催され、郷土料理で地域活性化をしている「志
摩いそぶえ会」と市長が、鈴木知事と意見交換を行いました。
トークは、昼食を兼ねて行われ、てこね寿司やうしお汁などの
郷土料理を味わいながら、雇用の創出や郷土料理を使った地域
の活性化について意見を交わしました。

こ

市在住日本画家・山際倭文子さんから
日本画22点の寄贈を受けました
市在住（大王町）の日本画家・山際倭文子さんから、日
本画22点の寄贈を受けました。寄贈されたのは、日展入選
作品７点、日春展入選作品２点、京展紅賞受賞作品１点を
含む22点です。市では、山際さんのご厚情に感謝し、次年
度以降に企画展を計画しています。

おめでとうございます
春の叙勲
瑞宝双光章
たにぐちよしひろ

谷口吉宏さん

元市消防団団長

（浜島町）

昭和38年から45年の長きにわたり消防団員として消防
団の発展と地域の防火・防災のために多大な貢献をさ
れ、また平成19年からは市消防団団長として890人の
団員を擁する組織の発展に尽くされた功績により受賞
されました。
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県文化賞
文化奨励賞
き よ さ き ひろし

清崎 博さん（磯部町）
昭和48年に安乗小学校に赴任し、
「安乗の人形芝居」の発展と、
後継者育成のため、同校に「子ども文楽クラブ」を創設し、
またライフワークとして安乗の人形芝居を題材とした絵画
を描き続け、アトリエを開設し安乗の人形芝居の普及、啓
発活動を行うなど、長年にわたり、安乗の人形芝居の普及
と継承に多大な貢献をされた功績により受賞されました。

大王第三保育所
72・2264

センター開放
志島保育所
45・2215

園庭開放

場所 ： 浜島幼保園（旧浜島幼稚園）内

53・0069
浜島子育て支援センター

下之郷保育所
55・2347

12日（木）

9時30分～11時

ひのでが丘保育所
55・0577

毎週月～金
磯部子育て支援センター

じんけんコーナー

された原爆は一瞬のうちに街を廃墟に

変え、 万人もの尊い命を奪いました。

いまなお 万人を超える人々が被爆に

人類共通の願いである「恒久平和と

よって苦しんでいます。

・０２２７

安全」は、誰もが得なければならない

戦争のない未来を
めざして

・５２６１

の「若い世代のための被爆体験記」の

（財）反差別・人権研究所みえ発行

争やテロ行為が繰り返され、多くの尊

当然の権利です。しかし、他国では紛

を後世に伝え、平和の大切さと命の尊

私たちは、戦争と核兵器の恐ろしさ

「市内を歩くと大変な光景が目に

市では、志摩文化会館と阿児アリー

さを訴え続けて、二度と次の世代に戦

状態なのです。目の球が飛び出ている

ナで『非核・平和パネル展』を開催し

入ってきた。髪の毛もすべてきれいに

人。真っ赤な血を流している人。そう

ます。

争をさせないよう語り継いでいかなく

いった人たちが手を前に出した格好を

「原爆パネル」のほか、
県所蔵の「三

焼けてしまうほど大火傷を負っている

して、のろりのろりとやって来るんで

重県の戦争遺跡パネル」
、長崎平和推

てはなりません。

す。裸同然です。あの熱線で着物も焼

最大の人権侵害である戦争と核兵器

進協会所蔵の「長崎原爆被災写真パネ

獄絵でした。川に、猫や犬の死体に混

について、また、平和の大切さと命の

けてしまっているのです。船に乗って

じって人間の死体がどんどん流れて行

尊さについて考える機会としていただ

ル」を展示します。

きました。町の方はどんどんどんどん

くためにも、ぜひご覧ください。

ちはあの時に地獄を見たのです。
」

のですから。虫の息です。まさに私た

もおりました。かすかに声が聞こえる

ごろしている。もちろん生きている人

７月 日（木）～７月 日（火）

る。帰る途中の至る所に、死体がごろ 『非核・平和パネル展』

燃えている。死体はどんどん流れてく

川を渡るのですが、渡る時の状況も地

人。男女の区別もつかないほどひどい

ます。

い命が犠牲になっています。

人権啓発推進課

20

中で被爆した人は次のように語ってい

FAX

き
と
業

9時30分～11時

業

21

※施設休館日はパネル展も休みです。

阿児アリーナ

８月２日（木）～８月 日（日）

志摩文化会館

19

※いずれの事業も開催日が祝日の場合はお休みです。
9時30分～11時

9時～12時、
13時～16時

9時～12時、
13時～15時

毎週月～金
子育てサロン

ひまわり保育所
55・0177
26日（木）

※ひよこクラブは、事前申込をお願いします。

５日（木）

事

10時～11時30分
ひよこクラブ
11日
（水）
（0・1歳・2歳以上）
9時30分～11時

育児相談

9時～12時、
13時～15時
毎週水曜

9時～12時、
13時～16時
毎週月～金
育児相談

44 44

１９４５年８月、広島と長崎に投下

31

19

9時～11時30分

19日（木） 9時30分～11時30分

子育てサロン
浜島幼保園
（旧浜島幼稚園）
53・0069

園庭開放

毎週火曜

育児相談

き
と
10時～12時

55・1741

子育て支援センターわくわくの森
事

業
毎週
月～金

9時～11時30分
13時～15時30分

大王第三保育所
72・2264

園庭・遊戯室
開
放

事

き
と

9時30分～11時30分

44・1117

毎週
火･金
育児サークル
わらじっこ

志摩幼保園
（旧和具保育所）
85・3217

9時～12時、
13時～15時

毎週月～金
子育てサロン

き
と
業
事

9時～12時、
13時～16時
育児相談

浜島生涯学習センター
53・1511
9時～11時30分
毎週
土･日
育児サークル
こえびちゃん

85・0940
志摩子育て支援センター
ろ
こ
と
き
と
業
事

7月の子育て支援事業のご案内

すく すくラ ン ド
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図書館だより
新しく入った本を紹介します（★は児童書です）
レディ・マドンナ

しょうじゆきや

小路幸也／著【小説】

よわい80を越えてもなお堀田家の大黒柱として、古書店
を切り盛りする勘一。ある日、蔵から大事な古本が盗み出
されて、店は大混乱に。

イベント案内
館室名

と

★ちこく姫

よしながこうたく／さく【絵本】

学習発表会の配役を決める日に、遅刻してきたまどかた
ちのせいで、１年２組は全員がわき役になることに。まど
かが挽回するために考えた作戦は･･･。

※7月19日～8月11日までのイベントをご案内します

き

内

容

７月19日
（木）
～８月末

巨大絵本の世界へ
絵本作家・つつみあれいさんの大きな絵本をロビーに展示します

７月21日(土)11時～

おはなし会夏休みスペシャル 「お・ば・け・だ・ぞ～」
絵本の中や影絵から、
いろんな
「お・ば・け」
がでてくるぞ～
図書館探検＆体験しよう
各日定員５人 小学生対象 要予約
図書館の裏側を見学した後は、
お仕事を体験してみよう

７月23日(月)・８月４日(土)
市 立 9時30分～11時30分

志

磯

７月23日(月)11時～

おはなし会（赤ちゃんむけ）

７月27日(金)14時～16時

手作り教室「カレンダーを作ろう」 定員20人 要予約
自分だけのオリジナルカレンダーを作ってみよう

７月28日（土）
・８月４日（土）
・
11日（土）11時～

おはなし会
絵本のよみきかせやパネルシアター、
手遊びなど

７月28日(土)14時30分～

よみきかせかい

摩 ８月１日（水)11時～

部

絵本や紙芝居のよみきかせなど

よみきかせかい（赤ちゃんむけ）

８月１日(水)14時～16時

手作り教室「カレンダーを作ろう」 定員20人

７月19日（木）～８月末

巨大絵本の世界へ

７月21日(土)13時30分～

古文書学習会

７月25日（水）10時～ 12時

絵手紙教室 定員15人 要予約
歴史民俗資料館に展示中の魚の絵を描こう

ロビーに展示します

カレンダー（7月15日～8月11日まで）

お知らせ
ＤＶＤ・ＣＤなどの視聴覚資料の返却が便利になりました。
今まで、借りた図書館（室）に返していた視聴覚資料を
最寄りの図書館（室）へも返すことができます。
開館時間内に窓口へお持ちください。
※ブックポストへは返却しないでください。
志摩市立図書館

要予約

43･8000
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FAX

43･8003 志摩図書室

日

月

火

水

木

金

土

⁷⁄₁₅

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

⁸⁄₁

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

○市立図書館休み △志摩・磯部・大王・浜島休み
□全館休み

85･7801

FAX

85･2563 磯部図書室

55･2881

FAX

55･2935

お知らせ

戦没者追悼式を開催します
平成 年度戦没者追悼式を次のとお
り開催します。遺族会員以外の人で参
列を希望される人は、各地区の会長に
申し込んでいただきますようお願いし
ます。
と き ９月８日（土）午前 時
ところ 阿児アリーナベイホール
申込先
戦没者遺族会各地区会長
申込期間
７月１日（日）から 日（火）まで
問い合わせ
地域福祉課
・０２８３
・５２６０

竜巻災害義援金を受け付け
ています

FAX

24

10

農林課

・０２８８
・５２６２

ブルーベリーの栽培方法について講
習会を開催しますので、ぜひご参加く
ださい。
と き ７月 日（火）午前 時から
ところ 南張ブルーベリー園での現地
講習
※雨天時は、南張生涯学習センター研
修室で行います。
対 象 市在住のブルーベリー栽培に
興味のある人
内 容 現地実習による栽培・収穫に
ついて
問い合わせ

【振り込み先】
理解とご協力をお願いいたします。
寄付金控除の受領書が必要な人は、 問い合わせ
直接振り込んでください。
公益社団法人 三重県緑化推進協会
（０５９）２２４・９１００
◦日赤茨城県支部茨城県竜巻災害義援
（０５９）２２４・９１１８
金
・０２８８
農林課
ゆうちょ銀行・郵便局窓口
・５２６２
郵便振替口座番号 ００１９０─９
─７７１
◦日赤栃木県支部栃木県竜巻災害義援
ブルーベリー栽培講習会
金
を開催します
ゆうちょ銀行・郵便局窓口
郵便振替口座番号 ００１４０─６
─７７６
※竜巻災害義援金である旨、受領書が
必要な旨を通信欄に記載してくださ
い。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口で振り込
む場合、振替手数料はかかりません。
【受付期間】 ７月 日（火）まで
問い合わせ
地域福祉課
・０２８３
・５２６０

「緑 の 募 金 」
へのご協力
ありがとうございました

31

平成 年春季「緑の募金」活動にご
協力いただきありがとうございました。
市の募金額は３，
００８，
１５４円で、
目標金額を上回るものとなりました。
この募金は森林ボランティア活動の
支援などを通して、森林・緑づくりの
ために使われます。今後とも一層のご

単独処理浄化槽の撤去費用に
補助を行います

現在ご家庭で使用している単独処理
浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）
を撤去・処分し、合併処理浄化槽に転
換される人に、その撤去に必要な費用
に対し補助（上限額：９万円）を行い
ます。
補助対象者 市浄化槽設置整備事業補
助対象者で、既設の単独処理浄化槽を
撤去・処分し、同時に撤去跡地などに
合併処理浄化槽（高度処理型に限る）
を設置される人。
補助金額 上限額９万円と撤去に要す
る費用を比較して少ないほうの額とな
ります。ただし、補助金額に千円未満
の端数が生じた場合は切り捨てとなり
ます。
補助を受けるには 単独処理浄化槽の
撤去工事開始（着手）前までに、補助
金の交付申請を行ってください。※工
事を開始（着手）した後では受付でき
ませんのでご注意ください。

浄化槽は維持管理が大切です

浄化槽は微生物の働きを利用して汚
れた水をきれいにする装置です。微生
物が活動しやすい環境が保たれるよう、
浄化槽の適正な管理を行いましょう。
重要な４つの管理
①保守点検 ②清掃 ③法定検査
④正しい使用
・０２２８
問い合わせ 環境課

44

10

FAX

FAX

FAX

44 44

44 44

44 44

FAX

31

44 44

平成 年５月の竜巻による茨城県・
栃木県の災害は甚大であり、被災され
た人々を救援するために、市では義援
金箱を設置して義援金を募っています。
いただいた義援金は、日本赤十字社
を通じて、被災された人々へ送ります。
個人・団体の皆さんのご協力をお願い
します。
【義援金箱の設置場所】
◦市役所１階保険課窓口
◦各支所窓口

24

24

24
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！

お知らせ

非核・平和パネル展
～戦争と原爆～

電

開催

「戦争のない平和な日本」が続く
よう、残酷で悲惨な戦争を二度と起
こさないよう次の世代に語り継ぎま
しょう。
とき・ところ
◦７月19日（木）～７月31日（火）
志摩文化会館ロビー
◦８月２日（木）～８月19日（日）
阿児アリーナロビー
休 館
各開催会場の休館日
問い合わせ
人権啓発推進課
44・0227 FAX 44・5261
農薬を使用される皆さんへ
農薬の使用に際しては、ラベルに
ある使用基準および注意事項に十分
留意のうえ、散布対象外への飛散が
発生しないように十分注意してくだ
さい。
特に住宅地付近で農薬を使用する
場合は、事前に近隣の人々に農薬を
使用することを伝えていただき、事
故などのないようお願いします。
また、使用する分だけを購入・調
整するようにし、余った農薬は県に
確認し、適切に処分するようお願い
します。
問い合わせ
県農林水産部 農産物安全課
（059）224・2543
HP
http://www.pref.mie.lg.jp/
NOAN/HP/noyaku/index.htm
「みえの農薬取締業務」で検索して
ください。

市民課窓口延長日
７月の月曜日
２日

９日

23日

30日

１９時まで
市民課
FAX

４４・０２１０
４４・５２６０
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毎月７日が「志摩の日」に
伊勢・安土桃山文化村「志摩の日」
調印式

話

FAX

FAX

E-mail

Eメール

HP

美術ギャラリーからのお知らせ

「大王大賞受賞作品展」夏季展開催
市主催の絵画コンクールとして幅
広い人気のある「大王大賞展」の夏
伊勢市二見町の伊勢・安土桃山文
化村が７月７日の調印式をもって、 季展を行います。過去の大賞受賞作
品に加えて、昨年度実施された第８
毎月７日を「志摩の日」と制定しま
回の受賞作品も展示します。
す。これにより通常の通行手形（フ
と き ７月５日
リーパス）が大人3,900円、小人2,000
（木）
～10月１日
（月）
円のところ、「志摩の日」には大人・
小人ともに1,000円となります。調 「やさしいキッズアート」教室開催
印式の後には市長による「魚の解体
小中学生対象の絵画講座を開催し
ショー」をはじめとする催物も予定
ます。
しています。
と き ８月５日（日）
【「志摩の日」調印式】
①９時30分～（小１～小３対象）
と き ７月７日（土）
②12時30分～（小４～小６対象）
ところ 伊勢・安土桃山文化村
③15時～（中学生対象）各講座1時間半
開式時間 15時～ 18時（予定）
講 師 佐藤敬子さん
問い合わせ
（アトリエ・エレマン・プレザン）
商工課
参加費 500円
※付き添い1人は入館無料
44・0290 FAX 44・5261
定 員 各講座10人程度
受付期間 7月20日まで※要予約
三重県共有デジタル地図共同整備
その他 絵の道具は各自持参
事業の「現地調査」が行われます
くわしくはお問い合わせください。
現在、県市町総合事務組合におい
美術セミナー開催
て、三重県共有デジタル地図の修正
県立美術館友の会主催の美術セミ
作業を実施しており、空中写真の撮
ナー「画家たちが集う場所―アー
影後に写真判読の困難な箇所の把
ティストコロニーと近代美術」を開
握、道路の形状調査などを目的に「現
催します。
地調査」を実施します。
今回は、「画家たちが集う場所」
作業は安全を最優先に細心の注意
をテーマに、フランスと日本の近代
を払い、作業員には腕章の必着、身
美術史を振り返ります。また、志摩
分証明書の携帯を徹底したうえで実
市出身の画家・平賀亀祐画伯や大王
施しますので、ご理解をお願いしま
大賞展にも触れながら、画家たちが
す。
集う場所で生み出される芸術作品の
調査予定日
魅力をご紹介します。
７月１日（日）～８月31日（金）
応募は中学生以上の人で住所・名
調査区域 市全域
前・年齢・連絡先をお伝えください。
調査内容
なお、セミナー予約者は、当日のギャ
歩道などの公道から、周辺の地形
ラリー入館料が無料となります。
を目視確認、記録します。
と き ８月19日（日）
道路形状の調査のため、幅員を計
13時30分～ 15時
測します。
地図に表示する建物（学校、病院、 ところ 美術ギャラリー２階展示室
公共施設など）の名称を調査します。 募集定員 40人（受付順）
受付期間
問い合わせ
７月５日（木）～７月30日（月）
県市町総合事務組合
問い合わせ
（059）221・3701
絵かきの町・大王 美術ギャラリー
情報政策課
FAX
44・0208
44・5252
72・4336 FAX 72・4317
開館時間 ９時～ 17時
（最終入館16時30分）
休館日 火曜日・水曜日
（祝日を除く）

お知らせ・募集

♪

2012ロンドンオリンピック出場を目指します！！

全日本女子バレーボールチーム

山口 舞 選手

志摩市出身で、Ｖリーグ岡山シーガルズに所属する全日本女子バレーボールチームの山口舞選手がロ
ンドンオリンピック出場を目指して頑張っています。
※
志摩市（応援会）では、山口選手のオリンピック出場が決定した場合には、パブリックビューイング
など、山口選手を応援する企画を予定しています。
※パプリックビューイング…大型の映像装置を利用して観戦をおこなうイベント
全日本女子バレーボールチームのオリンピック出場は決定していますが、出場メンバーは発表されて
いません。出場メンバーの発表日程は未定です。
（平成24年６月15日現在）
山口舞選手 プロフィール
生年月日：1983年７月３日
所
属：岡山シーガルズ
出
身：市立和具中学校－大阪国際滝井高等学校
ロンドンオリンピック
（バレーボール）
開催期間：７月28日～８月12日
※試合日程などは日本オリンピック委員会（JOC）のホームペー
ジなどでご確認ください。
＜問い合わせ＞
山口舞選手を応援する会事務局（スポーツ食育課内）
４４・０３５０ FAX ４４・５２６３

平成25年志摩市成人式の 実行委員を募集します！
～ 人生で一度しかない「成人式」に実行委員として参加しませんか？ ～
平成25年１月13日（日）に行う志摩市成人式を企画・運営する実行委員を募集します。
対

象

◦新成人（平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれ）の人
◦新成人に限らず、成人式の企画・運営に携わってみたい人

内

容

◦数回開催予定の実行委員会に参加
◦式典についての要望のとりまとめ
◦式典全般の企画、立案
◦誓いの言葉朗読（新成人）

募集人数

10人程度

募集期限

８月17日（金）

申し込み・問い合わせ
生涯学習人権教育課

４４・０３３９
E-mail

FAX

４４・５２６３

ky-sgakujinken@city.shima.lg.jp
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募集

電

話

FAX

FAX

E-mail

Eメール

HP ホームページ

平成25年4月採用予定

平成25年4月採用予定

志摩広域行政組合職員を募集します 志摩広域消防組合
消防吏員を募集します
募集職種および採用予定人員 事務員 １人程度
介護職員 ２人程度
受験資格
（１）職種別受験資格
・事 務 員 昭和58年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
で、宿直、土曜・日曜日および祝祭日などに勤務が可能な人
・介護職員 昭和53年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で、
夜勤、宿直、土曜・日曜日および祝祭日などに勤務の可能な
人で、介護福祉士もしくはホームヘルパー２級以上
（２）組合施設に通勤可能な人
（３）公務員の欠格条項に該当しない人
申込方法
・募集要項、受験申込書は、志摩広域行政組合各施設でお渡しします。郵
送希望者は封筒（角２号縦330㎜横240㎜）に住所、名前を記入し、140
円分の切手を貼付して志摩広域行政組合事務局へ請求してください。
・受験申込書（組合用および三重県市町等職員採用選考試験用）に必要事
項を記入し、必要書類を添えて持参または郵送（受付期限必着）により
提出してください。
受付期間 ７月２日（月）～７月23日（月）８時30分～ 17時30分
とき・ところ
（１）第１次試験（教養試験） ９月16日（日） 県立松阪工業高等学校
（２）第２次試験 第１次試験合格者に後日連絡します。
問い合わせ 志摩広域行政組合
43･2112
HP
http://www.shima.mctv.ne.jp/~sikouiki/

採用予定者 10人
受験資格
１ 昭和61年４月２日から平成７年４月１
日までに生まれた人
２ 採用後、志摩広域消防組合管内に居住
し得る人
３ 学校教育法による高等学校卒業と同等
以上の学力を有する人（平成25年３月
卒業見込みの人を含む）
４ 日本国籍を有する人
５ 地方公務員法第16条（欠格条項）に該
当しない人
６ 心身健全で、消防業務に支障がないこ
と
受付期間 ７月９日（月）～ ７月24日（火）
とき・ところ 第１次試験 ９月16日（日）
県立松阪工業高等学校
第２次試験 第１次試験の
合格者に後日通知します。
問い合わせ 志摩広域消防組合 消防本部
総務課（ 43・1418）

平成24年度 鳥羽商船公開講座 サイテクランド in 鳥羽商船
講座名称

開催日時

受講対象者

募集人数

１ 手作り太陽電池

8月6日（月）9時30分～16時
8月7日（火）9時30分～12時

中学生

8

２ LEGOで自動走行ロボットを作ろう

8月9日（木）9時30分～15時30分

中学生

20

３ Wiiリモコンでゲームプログラミング 8月10日
（金）9時30分～15時30分

中学生

20

小学生
（５・６年生）

15

中学生

20

小学生
（４・５・６年生）

20

４ NC工作機械でキーホルダーを作ろう 8月21日（火）9時～16時
５ おもしろ理科実験

8月22日（水）10時～15時

6 君が船長 船でGo ！

8月23日（木）9時～16時

鳥羽商船高等専門学校では、学校の施設・設備を開放して、専門的、総合的な教育・研究活動を地域社会に
還元し、地域に根ざした学校となることを目的として、毎年「公開講座」を開講しています。
受講対象者は、小・中学生を対象とし、講座内容は、専門、一般教養、家族のふれあい教室など幅広く実施
しております。本年開講する講座は上記の通りです。申し込みは先着順で受け付けます。

申込受付期間 ７月 2 日（月）～７月 9 日（月）
申し込み・問い合わせ 鳥羽商船高等専門学校 総務課 企画室
（0599）25・8402 FAX （0599）25・8016
HP http://www.toba-cmt.ac.jp/chiiki/index.html
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募集
平成24年度調理師試験・製菓衛生師
試験のお知らせ

市の封筒に広告を載せませんか？

甲種防火管理新規講習会開催

と き
10月14日（日）
第１回目
13時から15時まで
８月21日（火）・22日（水）
ところ メッセウイング・みえ
第２回目
（津市北河路町）、
８月23日（木）・24日（金）
県熊野庁舎
（熊野市井戸町） ９時20分から16時50分まで
受験資格
ところ
（調理師試験）中学校卒業者であり２
伊勢市観光文化会館
年以上の調理業務従事経験がある人
（伊勢市岩渕１-13-15）
（製菓衛生師試験）中学校卒業者で
受付期間
あり、厚生労働大臣の指定する製菓
８月１日（水）から８日（水）まで
衛生師養成施設において１年以上製
※定員になり次第締め切り。（定員
菓衛生師として必要な知識および技
160人）
能を修得した人または２年以上菓子
受講料 6,000円
製造業に従事した人
申し込み
受付期間
（財）三重県消防設備保守協会にＦ
（調理師試験）8月1日（水）～ 10日（金） ＡＸまたは直接持参により提出して
（製菓衛生師試験）8月13日（月）～ 21日（火） ください。（ FAX （059）226・9985）
津市島崎町314番地 三重県島崎会
申し込み・問い合わせ
館２階
伊勢保健福祉事務所志摩衛生指導課
申込書の入手方法
℡４３・５１１１（平日のみ。郵送
志摩広域消防組合・伊勢市消防本部、
不可）
鳥羽市消防本部または（財）三重県
消防設備保守協会窓口、（財）日本
三重県民ゴルフ
防火協会のホームページからダウン
第９回志摩市ゴルフ大会参加者募集
ロード（http://www.n-bouka.or.jp）
問い合わせ
と き ８月20日（月）
志摩広域消防組合消防本部予防課
ところ 合歓の郷ゴルフクラブ
参加資格 県内に在住・在勤・在学
43・1418
の方ならどなたでも参加できます。 （財）三重県消防設備保守協会
募集人 員 200人 ／ 50組 先 着 順、
（059）226・8726
定員になり次第締め切ります。
参加料金 一般 7,980円
競技方法
18ホールズ・ストロークプレイ
Ｗペリア方式（トリプルカット・Ｈ
Ｃ36カット）
申し込み・問い合わせ
合歓の郷ゴルフクラブ
52・1101
電話または参加申込書にて空き時
間をご確認のうえお申し込みくださ
い。
と

き

各種証明書などのお持ち帰り用に
使う窓口封筒を広告入りで作成し、
市に提供していただく事業主を募集
しています。
必要数 角形６号 50,000部
使用期間 現在使用中の封筒がなく
なり次第およそ１年程度
申込方法 申込書と広告の概要を総
務課へ提出してください。
決定方法 志摩市広告掲載要綱・志
摩市広告掲載基準に基づき審査し、
決定します（複数の申込みがあった
場合は抽選）。
申込期限 ７月19日（木）17時
問い合わせ
総務課
44・0201
FAX 44・5252

市役所情報
市役所情報

広告スペース
封筒のイメージ（表面）

理学療法士を目指す！

夏の交通安全県民運動
7月11日～ 20日
家庭や職場で正しい交通ルールとマナーを確
認し安全運転を心がけましょう。
問い合わせ
地域防災室

44・0203

FAX

44・5252

オープンキャンパス

広告

7月28日（土）10：00～

お問い合わせ TEL 0596-24-2540
伊勢志摩リハビリテーション専門学校
伊勢市御薗町高向1658

www.kyoeigakuen.ac.jp/
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電

話

FAX

FAX

E-mail

Eメール

HP ホームページ

年金事務相談

市こころの相談

家庭児童相談室

と

こころの病やこころの健康づくり
に関して、保健師による面接相談を
行っています。
と き ７月17日（火）
９時～ 12時、13時～ 16時
※要予約（前日正午まで）
ところ総合保健センター
申し込み・問い合わせ
総合保健センター
44・1100
磯部・大王保健センターでも随時
相談を受け付けています。
磯部
55・4011 大王
72・5963

家庭相談員が、18歳未満の子ども
についての相談を受け付けています。
電話での相談も可能です。
ご希望により、より専門性の高い子
ども相談におつなぎします。
（要予約）
と き
平日 ９時～ 12時、13時～ 16時
ところ 市福祉事務所
問い合わせ 家庭児童相談室
FAX 44・4866

き

７月11日（水）
10時～ 12時・13時～ 15時
ところ 市商工会館
持ち物 ①年金手帳・基礎年金番号
通知書②職歴書③以前に年金加入期
間を調べたことがあればその回答④
年金受給者の人は年金証書または年
金額改定通知書など⑤印鑑
※配偶者がいる場合、①～④は配偶
者の分もご持参ください。
※代理人が相談するときは、委任状
が必要です。
問い合わせ 伊勢年金事務所
（0596）27・3601
FAX （0596）28・4311

こころの健康相談
専門医や保健師によるこころの健
康相談を受け付けています。
と き ７月19日（木）
13時～ 15時※要予約
ところ 県伊勢庁舎（相談室１）
問い合わせ 伊勢保健福祉事務所
（0596）27・5148
FAX （0596）27・5253

0

平成14年

平成19年

広告
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平成24年

鳥羽警察署伝言板

5

逃亡を続けていましたオウム真理教
特別手配被疑者の２人は、逮捕いたしま
した。
ご協力ありがとうございました。

10

不法滞在者の取締り強化中！

15

伊勢公証役場の公証人による巡回
公証相談を行います。相続・遺言、
離婚、任意後見、金銭・土地建物の
貸借契約などの公正証書作成や会社
などの定款認証その他について公証
人が相談に応じます。
と き ７月18日（水）14時～ 16時
ところ 市役所２階 会議室
申し込み 要予約（前日まで）
申し込み・問い合わせ
ふくし総合支援室
44・0280
FAX 44・5260

滞在資格のないまま外国人が日本に不
法滞在（不法在留・不法残留）すること
は、出入国管理および難民認定法に違反
します。
不法滞在者は減少していますが、警察
では、これからも入国管理局などの関係
機関と連携し、不法滞在者の取り締りを
強化することにしています。
不法滞在者の情報について知っている
人がみえましたら、鳥羽警察署にご連絡
ください。

20

国内の不法残留者数
（法務省入国管理局統計）

不法滞在者を雇うのも法律違反！

万
25

不法滞在者を雇用することも法律に違
反します。
滞在資格があっても、就労が制限され
る場合がありますの
で、外国人を雇用して
良いか判断できない場
合は、鳥羽警察署や入
国管理局にご相談くだ
さい。

問い合わせ 鳥羽警察署
（０５９９） ・０１１０

25

巡回公証相談

広報し

ま
月号

７



さきやま

崎山公園
崎山公園は、大王崎先端部に位置し、波切神社に隣接する絶景の場所にあります。波切漁港から海岸沿
いに歩いて行きますが、途中には、「未来に残したい漁業漁村の歴史文化遺産百選」に選定されている石
積み護岸があります。石積み職人が多い波切地区の真髄を見るような素晴らしい石積みで、大正 8 年 12
い し く
とどろ
月から延べ 22 万人の人たちが築港工事に関わったと言われています。「波切の石工」の名が全国に轟い
たのは、この石積み工事の成果が大きく寄与しているのかも知れません。他に志摩市では「未来に残した
い漁業漁村の歴史文化遺産百選」に深谷水道が選ばれています。
の づ み ば
さて、石積みの道を、右側に波切神社の鳥居を見ながら進むと、漁港の広い野積場に出ます。そこから
しばらく階段を登ると、右側に鉄筋づくりの休憩所に出ます。落書きが多く、少しくたびれていますが、
太平洋を望められてなかなかいい雰囲気です。
崎山公園からの景色は言うまでもありません。眼下は怒涛逆巻く太平洋で、波が砕ける音が途絶えませ
ん。視線を上げると、安乗崎、国崎、神島、師崎、伊良湖岬と続き、地球が丸いと実感できる水平線が続
きます。ここにもあずまやや公衆トイレが整備されていて、家族連れや散歩で訪れるにはおすすめのスポッ
トです。各地にこのような憩いの場所が残っている志摩市を地元の人たちはもっと見直し、訪れて欲しい
ものです。公園の隣には大王崎無線方位信号所のアンテナ、波切神社があり、道は灯台へと続きます。

30

郡上市
市長公室企画課
でぐちたかおき

出口貴設

データ
平成24年5月31日現在

編集・発行／志摩市

（ ）内の数字は
前月との比較です。

人

口

交

通 事故数/93件（－20） うち人身事故16件（－2） 物件77件（－18） 死者数/０人（0） 傷者数/22人（3）

火

災 件数／0件（－3） 救

市長公室

広報しまへのご感想・ご意見
をお寄せください。

地区別 浜島町5,040人（－9） 大王町7,301人（－12） 志摩町12,362人（－30） 阿児町22,922人（3） 磯部町8,459人（2）

急 出動件数／280件（60）

〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098-22
（0599）44-0200
HP
E-mail

（0599）44-5252

FAX

くわしくは WEB で 志摩市役所 検 索
shichokoshitsu@city.shima.lg.jp

広域管内（南勢分署含）
この広報は、環境に配慮する
ため、植物油性のインキとグ
リーン購入法の基準を満たす
再生紙を使用しています。

（ ）内の数字は
前年との比較です。
扌市の携帯電話
用ホームページ
はこちら

に よ る 広 報 を お 届 け し て い ま す。

6月の

全 域 総数56,084人（－46） 男26,352人（－16） 女29,732人（－30） 世帯数22,855世帯（17）

交流

16

人事

このほど人事交流により、４月か
ら岐阜県郡上市役所の市長公室企画
課で勤務しています出口貴設です。
郡上市は岐阜県のほぼ中央に位置
し、平成 年３月１日に郡上郡の７
町村（八幡町・大和町・白鳥町・高
鷲村・美並村・明宝村・和良村）が
合併して誕生した市です。
人口は４万５千人と志摩市の８割
ほどですが、面積は５倍以上で、標
高は、１１０ｍから１，８１０ｍと
高低差が大きく、長良川をはじめと
して 本の一級河川からなる豊かで
美しい水と、雄大な自然に囲まれた
「山」のまちでもあります。
志摩市とは、合併前の旧志摩町と
旧 白 鳥 町、 旧 大 王 町 と 旧 明 宝 村 が、
それぞれ友好交流を行ってきました
が、旧町での長年にわたる交流を踏
まえ昨年６月 日に志摩市と郡上市
で友好都市提携協定を締結しました。
一年間という短い期間ではありま
すが、この「人事交流」のコーナー
では、郡上市の魅力や様々な交流事
業について紹介していきたいと思い
ますのでよろしくお願いします。

人 に 音 訳 （朗 読） テ ー プ ・

「 広 報 し ま 」 は ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 の ご 協 力 で、 視 覚 障 が い の あ る
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