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シロモチくんシロモチくん ゴーちゃんゴーちゃん

津市の防災対策は？津市の防災対策は？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政④

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

　ねえねえ、シロモチくん。東
日本大震災では、大きな地震や
津波でこれまで経験したことの
ないような大きな災害が起きた
んだけど、津市でもあんなに大
きな地震や津波が来るかも知れ
ないの？
　ゴーちゃん、東海・東南海、
南海地震って聞いたことあるか
な？これらの地震はいつ発生し
てもおかしくないといわれてい
るとても大きな地震なんだ。も

しこれらの地震が起きると、津
市でも長くて強い揺れと津波が
発生することが予想されている
んだよ。
　へ～、そうなんだ。津波って
とても心配なんだけど大丈夫な
の？
　うん。今ある堤防は予想され
ている津波の高さより高く造ら
れているから大丈夫なんだよ。
　でも、この前「津波浸水予測
図」っていうのを見たんだけ
ど、予想されている津波より堤
防の方が高いんだったら、どう
してこの地図が必要なの？
　良い質問だね。今の堤防は高
さ６メートルで、とても頑丈に
できているんだけど、万が一、
大きな地震で壊れたときのこと
を考えて、この地図を準備した

んだよ。
　もし津波が来てもこの「津波
浸水予測図」があると安全な場
所がすぐに分かるから、とても
便利だし安心だね。

　そうだね。東日本大震災でも
地震で防潮堤や堤防が壊れてし
まって津波の被害を受けたから、
こういった地図を普段から作っ
ておくことはとても大事だよね。
もちろん、市内の堤防もこれか
ら地震に強く、頑丈な堤防に改

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、想定をはるかに上回る大規模な地震や巨大な
津波によって、甚大な被害がもたらされました。特に津波による被害を少しでも防ぐため、避難
の方法や手段に重点を置き、これまでの考え方を見直すことが必要となりました。地震が発生し
た際の備えや津波から安全に避難するため、津市が行っている防災への取り組みについて、津市
ＰＲキャラクターのシロモチくんとゴーちゃんが分かりやすく解説します。

市本庁舎内にある同報系防災行政無線の
放送機器。ここから市内全域に災害情報
などを発信しています。

市本庁舎内にある同報系防災行政無線の
放送機器。ここから市内全域に災害情報
などを発信しています。

東海・東南海、南海地震の想定震源域

津波浸水予測図
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修される予定なんだよ。
　でも、地震で堤防が壊れて津
波が来たらどうしたらいいの？
　東日本大震災の後、ゴーちゃ
んと同じように多くの人から津
波に対する不安の声がたくさん
あったんだ。それで津市では、
いち早く地域防災計画に津波対
策編を作って、津波が発生した
ときは、急いで「より遠く」
「より高い場所」へ避難するこ
とを決めたんだよ。
　それでも逃げ遅れてしまった
ときは、どうすればいいの？
　そういう時のために、津波避
難ビルを指定することにしたん
だよ。
　津波避難ビルって、どんなビ
ルなの？
　24時間365日いつでも津波か
ら避難できる建物で、市内には
民間施設と公共施設を併せて36
施設が指定されているんだ。こ
の他にも、小・中学校の校舎の
屋上にフェンスを設置して、津
波から避難できる場所を増やし
ているところなんだよ。
　良かった。避難できる場所が
どんどん増えてきてるんだね。

　それと７月16日号の広報津と
一緒に沿岸地域の標高マップを
配布したんだ。これは沿岸地域

の標高を分かりやすく色分けし
た地図だから、あらかじめ安全
な場所を確認しておくといい
ね。
　そうだね。私が住んでいた河
芸町の本城山は高いところだか
ら安全だね。
　うん、そうだね。大きな津波
から命を守るためには、まずは
「逃げる」ことが最優先なん
だ。だからいざという時に正し
く避難ができるように、地域の
人たちと一緒に避難ルートや危
険箇所などを確認したり、地域
独自の津波避難計画を作ったり
して、いろんな支援もしている
んだよ。
　日頃から準備をしておけば安
心だね。でも、大きな津波が来
ることを知ることはできるの？
　テレビやラジオ、防災行政無
線で知ることができるんだけ
ど、この他にもメールやファク
スでもお知らせしているんだよ。

　そうなんだ。メールやファク
スでお知らせが来るのはすごく
便利だね。でも、日本語が分か
らない人にはどうやって知らせ
るの？
　そうだね。市内には多くの外
国籍の人たちも生活しているか
らね。そういう人のために今年
６月から県内で初めて多言語版
のメール配信を始めたんだ。４
種類の外国語とひらがなで書か
れたやさしい日本語が選べるん
だよ。
　日本語が分からない人にも
メールでお知らしてくれるんだ
ね。いつでも情報が入るように

事前に登録をしておくと安心だ
ね。
　それからもう一つ。介護が必
要な高齢者などの皆さんが安心
して避難できるように、福祉避
難所として53カ所を指定してい
るんだ。
　それはとても心強いね。災害
が起きたときも普段と同じよう
な支援を受けることができると
安心できるね。
　うん。そうだね。
　ほかにも進められているもの
はあるの？
　うん。市では、平成24年度と
25年度の２年間を「災害対応力
強化集中年間」として、防災を
担当する職員を増やして、防災
対策の強化に取り組んでいるん
だよ。
　ふ～ん。これからはどんなこ
とをするの？
　地域防災計画を見直したり、
津波避難計画を作ったり、その
他にも大きな災害が起きた時
に、避難所の指定や運営、災害
用備蓄品のことなどを中心に、
これからどう対応するのかを徹
底的に見直ししていくんだ。
　いざという時のために、いろ
んなことが話し合われたり、決
められたりしているんだね。良
かった。
　市もいろんなことを考えてい
るけど、「自分の命は自分で守
る」「地域で助け合う」ことが
とっても大切だから、ゴーちゃ
んもしっかり備えてね。
　うん。防災のことがよく分
かって、とても安心したよ。シ
ロモチくんありがとう！

河芸地域から香良洲地域へ続く海岸堤防

津波避難ビルに指定した堀割ポンプ場（香
良洲町）
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　東日本大震災の発生からこれまでの間、津市では市民の命や財産を守るため、さまざまな防災への取
り組みを行ってきました。特に津波による災害を軽減させるため、津市地域防災計画「津波対策編」を
いち早く策定し、津波対策の強化を行っています。

防災のこと、もっと知りたい！
問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247
　　　　　　防災室　　229－3104　　223－6247

海岸堤防について知りたい！

高齢者や障がい者が安心して避難できる場所を知りたい！

津波から逃げ遅れたときの緊急避難場所って？

小中学校の校舎や屋内運動場の屋上に避難できるか知りたい！

海岸堤防の整備
　東海、東南海、南海地震発生に備え、平成23年度から津地区
（栗真町屋工区、阿漕浦・御殿場工区）の整備に着手しています。
　津地区（贄崎工区）、香良洲地区の整備は完了しています。
◆全体事業費約135億円（平成24年度予算額：約４億円）
◆延長約5.5㎞（栗真町屋工区：2,062ｍ、阿漕浦・御殿場工区：
　3,485ｍ） 香良洲工区海岸堤防

さらなる避
難先の確保
を目指し

津波避難ビル
　津波が発生した際、津波が襲来する地域からすぐに避
難することができない場合、24時間365日いつでも一
時的に避難することができる場
所として津波避難ビルを市内に
36棟確保しました。
◆民間ビル：16棟
◆市有施設：20棟

津波避難協力ビル
　津波避難ビルの要件を備
えた建物で、所有者や管理
者が指定した日や時間に限
り、一時的に避難すること
ができる場所として、新た
に津波避難協力ビルの確保
を進めています。

福祉避難所
　長期避難生活が想定される大規模災害が発生した際、介護が必要な高齢者や障がい者の皆さんが
安心して避難生活を送れるよう、老人福祉施設や老人保健施設など市内の民間福祉施設53カ所を
「福祉避難所」として指定しました。

小中学校校舎屋上へのフェンス設置、改修
　津波避難ビルに指定済みの小中学校の校舎屋上にフェンスの設置、改修を行いました。
　設置：香良洲小学校、敬和小学校　改修：藤水小学校、東橋内中学校（平成23年度）

中学校屋内運動場屋上への外付階段、フェンス設置
　津波浸水想定区域に隣接する香海中学校の屋内運動場屋上への外付階段、フェンスを設置してい
ます。（平成24年度）



広報 津 2012.9.1 5

自主防災活動への支援は？

木造住宅の耐震診断を受診したい！

（財）消防科学総合センター提供

標高や海抜を知りたい！

防災情報を素早く確実に知りたい！

県下初！
平成24年６
月から新た
に配信スタ
ート！ 登録はこちらから

防災情報メール
　大雨による浸水・土砂被害や、地震による津波
などが予想されるとき、避難勧告などの緊急情報
をいち早くお伝えするため、
防災行政無線で放送した内容
を防災情報メールで配信して
います。

防災情報メール多言語版
　防災情報メールを市内にお住ま
いの外国籍の人にも素早くお知ら
せできるよう、防災情報メール多
言語版の配信を開始しました。

木造住宅無料耐震診断
　昭和56年５月末日以前に建築された
旧耐震基準の木造住宅を対象に、無料耐
震診断を推進しています。今年度は、市
の委託を受けた啓発員が対象となる住宅
を訪問する活動も実施しています。
　建物の倒壊による被害を軽減するため
に、まずは耐震診断を受診してくださ
い。

自主防災活動活性化交付金
　自主防災会が行う防災活動を支援するため、
新たに自主防災活動活性化交付金を創設しまし
たので、ご活用ください。

津波避難計画作成研修会
　安全な経路で速やかに避難できるよう学校区
単位の自主防災組織・自治会のリーダーなどを
対象に避難計画作成研修会を開催しています。
　６月：育生、豊津
　７月：香良洲、北立誠、南立誠
　８月：上野、敬和、栗真
※今後も各地区で随時開催します。

津市沿岸地域標高マップ
　沿岸地域の標高を示した標高マップを作成
し、７月16日号の広報津と同時に、全戸配布
しました。
　避難計画作成時に
お役立てください。

避難所等への海抜表示
　津波浸水予測地域内の全ての避難所と一時避
難所に海抜表示を行いました。また、津波浸水
予測地域内と沿岸部の主要な市道上にあるカー
ブミラーに海抜表示を行っています。
◆避難所：26カ所(表示済み)
◆一時避難場所：34カ所(表示済み)
◆カーブミラー：164カ所

津市　多言語│
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オリンピック３連覇達成おめでとう！
吉田沙保里選手

オリンピック３連覇達成おめでとう！
吉田沙保里選手

時事通信社 AFP＝時事

父栄勝さんを肩車。左は
栄和人日本代表女子監督。

　　　 えい　かつ

さかえ
父栄勝さんを肩車。左は
栄和人日本代表女子監督。

　　　 えい　かつ

さかえ

　８月９日～10日未明に行われたロンドンオリンピック女子レスリング55キロ級
で金メダルを獲得し、見事オリンピック３連覇を達成されました。

勇
気
と
希
望
を

あ
り
が
と
う
！
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感動をありがとう！

吉田沙保里選手市民応援観戦会吉田沙保里選手市民応援観戦会
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友好都市提携の原点
市長　今回の市長対談は、友好
　都市提携15周年を迎えた上富
　良野町の向山富夫町長をお迎
　えし、お届けします。向山町長
　よろしくお願いします。
向山町長　ようこそ上富良野町
　においでいただきました。
市長　初めて上富良野町を訪問
　させていただきました。心が
　洗われるような風景が続く、
　とても素晴らしい場所ですね。
向山町長　ありがとうございま
　す。上富良野は北海道の内陸
　に位置し、四季にメリハリが
　あり、夏と冬との温度差は50

　度にもなるんですよ。
市長　そうなんですか。さて、
　上富良野町と津市のつながり
　は、明治30年に安濃郡安東村
　（現在の津市納所町）出身の田
　中常次郎さんをはじめとする
　三重団体の一行が上富良野へ
　移住し開拓したことから始ま
　るんですね。
向山町長　はい。富良野という
　名前の由来は、もともとアイ
　ヌ語で「フラヌイ＝硫黄の匂
　いがする場所」という意味な
　んです。地名の由来にもなる
　ほど、農作物を育てるには条
　件が良くなかった土地に、田
　中常次郎さんら一行が入植さ
　れたのが始まりです。
市長　記録によれば、旧津市の
　安東・一身田、旧久居市の戸
　木、旧安濃町の明合、旧美里
　村の家所、旧芸濃町の安西・
　河内・明、旧香良洲町、そし
　て旧一志町の高野・日置とい
　った地域から、35家族174人
　が入植されたと伝えられてい

　ますね。
向山町長　そうですね。当時入
　植された皆さんは、言葉では
　言い表せないほどのご苦労を
　されたと思います。
　　さらには大正15年に十勝岳
　が大噴火し、一時は廃村かと
　いわれるほどの厳しい状況の
　中、当時の上富良野村を再興
　させたのが、一身田村（現在
　の津市一身田町）出身の吉田
　貞次郎村長でした。
市長　このように、明治30年か
　ら始まった津と上富良野のつ
　ながりは、その後、平成９年
　に上富良野開基100年を記念
　して締結された「津市上富良
　野町友好都市提携」へと続き
　ますね。
向山町長　はい。津市と友好都
　市提携を締結させていただい
　た後、私は上富良野町議会議
　員を務めましたので、提携の
　意義を非常に強く感じたこと
　を、昨日のことのように覚え
　ています。吉田貞次郎家族写真（本人／後列中央）

第４回 市長対談第４回 市長対談
～上富良野町長 向山富夫氏～～上富良野町長 向山富夫氏～

　７月21日、前葉市長が、津市との友好都市提携15周年を迎えた北海道空
知郡上富良野町を訪問し、これまでの交流の歴史、そしてこれからの新し
い連携について、向山富夫上富良野町長にお話を伺いました。

　７月21日、前葉市長が、津市との友好都市提携15周年を迎えた北海道空
知郡上富良野町を訪問し、これまでの交流の歴史、そしてこれからの新し
い連携について、向山富夫上富良野町長にお話を伺いました。

収録場所　北海道空知郡上富良野町「土の館」前、芝生公園収録場所　北海道空知郡上富良野町「土の館」前、芝生公園
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世代を超えた交流

災害時の連携

市長　そして友好都市提携に引
　き続き、同じ年に上富良野西
　小学校と安東小学校が姉妹校
　提携を締結します。両校では
　これまで相互に訪問を繰り返
　し、昨年７月には上富良野西
　小学校の皆さんが津市を訪問
　され、ヨットの乗船体験など
　を楽しんでいただきました。
　子どもたち同士の交流という
　のはとても良い事ですね。

向山町長　そうですね。子ども
　たちの心に津と上富良野の歴
　史をしっかりと根付かせるこ
　とができますし、遠く離れた
　津市の皆さんと交流するとい
　う経験は、大人になってから
　の宝物になると思います。
市長　この他にも、今年５月に
　は上富良野高校、富良野高校、
　富良野緑峰高校の皆さんを対
　象に三重大学の西村訓弘教授
　によるセミナーが行われたほ
　か、７月12日から15日まで、
　津市民上富良野町訪問団の20
　人が上富良野町を訪れるなど、
　子どもたち以外の交流も盛ん
　に行われています。これから
　も世代を超えた交流を通じ、
　さらに良い関係を作っていき
　たいですね。

向山町長　そうですね。セミナ
　ーに参加した高校生たちは、
　普段聞けない話を聞くことが
　でき、とても良い経験になりま
　したし、上富良野町を訪問い
　ただいた津市民の皆さんも、
　満足いただいたと聞いており
　ますので、大変良かったです。

市長　さて、少し話題を変え、
　災害対策について、お話した
　いと思います。災害といえば、
　先ほどもお話にありましたよ
　うに上富良野町の場合は十勝
　岳の噴火、そして津市の場合
　は、台風による水害や東海、
　東南海、南海地震が発生した
　際の地震や津波などが危惧さ
　れているところです。
向山町長　実は今年の７月初め
　に十勝岳の表面現象に異変が
　ありまして、周辺の温泉街に
　お越しの皆さんが一時避難す
　るという事態が発生しました。
　そういう状況の中で、情報を
　欲しがっている人にきちんと
　情報が提供できていないとい
　う経験をしました。正確な情
　報をいかに早く提供する必要
　があるかということを痛感し
　ました。
市長　上富良野町と津市とは地
　理的にも距離がありますので、
　同じ災害に同時に見舞われる
　というリスクは少ないと思い
　ます。そういうメリットを生
　かして、一方が被災したとき

　に、他方が代わってホームペ
　ージに情報を載せるといった
　ような取り組みをしてはいか
　がでしょうか。
向山町長　そうですね。インタ
　ーネットなどのツールを使え
　ば、すぐに情報をやりとりで
　きますので、ぜひそういう形
　の協力関係を作りましょう。
市長　防災という共通点以外に
　も、これからも相互の協力関
　係をどんどん広げていきまし
　ょう。
向山町長　そうですね。上富良
　野町としても、さらにいろい
　ろな分野に広がりを作ってい
　けるように、頑張っていきた
　いと思いますので、よろしく
　お願いします。

市長　今日は友好都市提携15周
　年を迎えた上富良野町を訪問
　し、向山富夫上富良野町長に
　お話を伺いました。これから
　も末長くよろしくお願いしま
　す。どうもありがとうござい
　ました。
向山町長　ありがとうございま
　した。お互い頑張りましょう。

５月に上富良野町で開かれた「上富良野・
地域が応援する高校生セミナー」の様子

◆お知らせ◆
　市長対談は、津市ホームページ・
市長の部屋の市長対談でもご覧い
ただけます。

向山富夫氏プロフィール
　昭和23年上富良野町生まれ。平成11年８月
　に上富良野町議会議員に初当選後、総務常
　任副委員長、総務文教常任委員長、議会運
　営委員会委員長を歴任。平成20年12月に
　上富良野町長に当選し、現在１期目。趣味
　はアマチュア無線と卓球。座右の銘は「初
　心忘るるべからず」。

昨年７月、津市を訪れた上富良野西小学校
の子どもたち

これまでの歴史を尊重しながら、未来に向
けて上富良野町との連携を続けていきたい
と語る前葉市長

津市　市長対談│
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津市総合計画後期基本計画の策定を進めています
問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

　総合計画は、目指すべき将来像やまちづくりの
方向性など、今後の市政運営の基本となる津市の
最上位の計画です。
　現在の津市総合計画は、合併前の旧市町村の取
り組みの成果を継承・活用しながら、津地区合併
協議会で策定された合併後10年間で取り組むビ
ジョンを示す「新市まちづくり計画」を発展さ
せ、まちづくりの基本的な理念や枠組みを示した
平成20～29年度までの10年間を計画期間とする

「基本構想」と、基本構想の施策に基づく具体的
な目標や事業展開を定めた平成20～24年度まで
の５年間を計画期間とする「前期基本計画」で構
成しています。
　今年度が前期基本計画の終了年度となるため、
現在、平成25～29年度を計画期間とする後期基
本計画の策定に向けた取り組みを進めているとこ
ろです。

　津市では、後期基本計画を市民の皆さんに寄り
添ったものにしようと、津市で活動している公益
的団体などから提案等を頂く市政インタビューを
はじめ、市政懇談会やホームページを通じて頂い
た市民の声、電話、Ｅメール、Facebook（フェイス
ブック）などによる市民の皆さんからのアイデア
や提案などを踏まえながら、策定を進めています。
　また、総合計画に関して必要な事項を調査審議
してもらうため、有識者や公共的団体などの代表
者等で構成する津市総合計画審議会を設置し、後
期基本計画の策定に向けた審議を進めていただい
ています。さらに､｢市町村の合併の特例に関する
法律」に基づき、地域で活動している団体の代表
者などで構成し、旧市町村単位の10地区に設置
している地域審議会でも、地域に関する施策など
を中心に協議していただいています。
　今後も、さまざまな機会を通じて市民の皆さん

からアイデアなどを頂きながら後期基本計画の策
定を進め、計画案ができましたら、計画案に対す
るパブリックコメントも行います。

総合計画とは

市民の皆さんの思いやアイデアを後期基本計画へ

後期基本計画の位置付け
平成
17

平成
18

平成
19

平成
20

平成
21

平成
22

平成
23

平成
24

平成
25

平成
26

平成
27

平成
28

平成
29

平成
30～

（年度）

合併後10年で取り組むビジョン（新市まちづくり計画）

総　合　計　画　　　　基　本　構　想

総合計画　前期基本計画

▲
平
成
18
年
１
月
１
日
合
併

総合計画　後期基本計画（現在策定中）

次のまちづくりで取り組もう
とするビジョン

次期総合計画

市政懇談会

オープン
ディスカッション

パブリック
コメント

市政イン
タビュー

電話、ファクス、
Eメールなど

津市総合計画
後期基本計画

市民参加のイメージ

Facebook
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　それぞれの目的に沿って活動しながら、本市の
まちづくりに積極的に関わり、ご協力いただいて
いる公益的団体などから、本市のこれまでのまち
づくりやこれから進めていくべき取り組みなどに

ついて、思いやアイデアなどを聞くため､｢市政イ
ンタビュー」を実施しました。
　まちづくりの目標別にまとめた市政インタ
ビューで頂いた主な意見は、下表のとおりです。

皆さんの思いやアイデアをお聞かせください

オープンディスカッションを開催

市政インタビューを実施しました

　オープンディスカッションは、決められた
テーマについて関心のある人が、普段から思っ
ていることや感じていることなどを、気軽にワ
イワイガヤガヤと自由に意見交換してもらう
オープンな場です。
　これまでも、中心市街地活性化や幼保一体化

　津市総合計画後期基本計画の策定を進めるに当たっ
て、皆さんの思いやアイデアをできる限りお聞きしたい
と考えています。
　電話、ファクス、Ｅメール、Facebookなど、どのような方
法でも構いませんので、皆さんの思いやアイデアなどを、
ぜひお聞かせください。

をテーマに開催していますが、今回は、津市総
合計画審議会が、より多くの市民の皆さんの思
いやアイデアなどをお聞きしたいと考え、開催
します。
　参加方法など詳しくは、決まり次第、広報津
やホームページでお知らせします。

と　き　10月16日（火）18時～20時
ところ　津センターパレス地下１階市民オープンステージ

・学生が東京などでイベントを行うと、学生しか集まらないが、津市では社会人が
　積極的に参加・交流してくれるので、それが強みである。
・ユニバーサルデザインの意識の醸成を図るには、単独で推進していくのではなく、
　人権や福祉、まちづくりといった視点も必要である。

・環境活動へは、草刈りやごみ拾いだけでなく、参加者が増えるような楽しい仕掛
　けが必要である。
・市内には、自然や景観が美しいところがいくつかあるが、知らない市民が多い。

・防災対策は全市民が対象となる。行政も、防災部局だけでなく、全ての部局の総
　合力で取り組むべきである。
・子育てしやすいまちづくりは、高齢者や障がい者にとってもやさしいまちづくり
　につながるのではないか。

・10年後に国民体育大会が三重県で開催されるが、津市で開催しようとしても施設
　がない。
・小学生が参加する地域活動だけでなく、中学生・高校生が参加する地域活動をも
　っと推進していきたい。

・獣害については、被害の状況や現状の取り組みを周知しつつ、獣害対策の必要性を
　農家以外の市民の皆さんにも理解が得られるよう情報を発信していく必要がある。
・人が集まるような中心市街地となるよう、イベントや取り組みの情報発信やＰＲ
　を強化する必要がある。

美しい環境と共生する
まちづくり

まちづくりの５つの目標 市政インタビューで頂いた主な意見

参加と協働のまちづくり

活力のあるまちづくり

豊かな文化と心を育む
まちづくり

安全で安心して暮らせる
まちづくり

政策課　　229－3101　　229－3330　　229-3101@city.tsu.lg.jp

津市まちづくり情報板│Facebookページ
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○料金の記載のないものは無料
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

新最終処分場建設推進課
　229－3286　　229－3354

環境影響評価準備書の
縦覧

お知らせ

都市計画課
　229－3181　　229－3336

都市計画の決定原案の
縦覧

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

「人・農地プラン」を
作成しませんか

久居総合支所地域振興課
　255－8816　　256－7666

相川地区集会所の
耐震補強工事

問い合わせ　高齢福祉課
　229－3156　　229－3334豊かに暮らす高齢社会

　新最終処分場等施設整備事業
（美杉町下之川地内）についての
環境影響評価準備書の縦覧を
行っています。
縦覧期間　8月31日（金）～10月
　15日（月）
縦覧場所　新最終処分場建設推
　進課、環境保全課、各総合支
　所地域振興課、下之川出張所、
　竹原出張所、多気出張所
意見の提出　当該環境影響評価
　準備書について、環境保全の
　見地からの意見を、縦覧期間
　内に書面により提出すること
　ができます。意見は、各縦覧
　場所に備え付けの用紙に記入
　し、同備え付けの「意見箱」
　に投函するか、郵送またはフ
　ァクスで新最終処分場建設推
　進課（〒514－8611　住所不要）
　へ　※郵送の場合は縦覧期間
　最終日消印有効
説明会開催　いずれも19時30分
　～21時

　●９月21日（金）下之川体育館
　●９月22日（土・祝）竹原体育館
　●９月23日（日）多気体育館　

　城山一丁目地区地区計画の縦
覧ができます。
縦覧期間　９月３日（月）～18日
　（火）
縦覧場所　都市計画課
意見書の提出　９月19日（水）～
　25日（火）に、決定原案に係る
　区域内の土地所有者または利
　害関係人は、市長宛てに意見
　書を提出できます。

　耐震補強工事のため、相川地
区集会所は９月１日（土）から11
月30日（金）まで、風水害時の一
時避難場所として使用できませ
ん。万一に備え、最寄りの避難
所をご確認ください。

　農業従事者の高齢化や後継者
不足、耕作放棄地の増加などの
問題に対して、地域で中心とな
る農業の担い手や農地集積の方
向性などを取り決め、今後の地
域農業について考える「人・農
地プラン」を作成しませんか。
このプランを作成すると、以下
のような支援が受けられます。
◆青年就農給付金（経営開始型）
　独立・自立就農（就農時の年
齢が45歳未満）で農業を始めて
間もない時期に、最長５年間、
給付金が支給されます。
◆農地集積協力金
　担い手への農地集積に協力す
る農地の所有者に、経営転換協
力金や分散錯圃解消協力金が交
付されます。
◆スーパーＬ資金の当初５年間
　無利子化（認定農業者）
　認定農業者がスーパーＬ資金
の融資を受けるときに、初めの
５年間が無利子になります。

さく　 ほ

　敬老の日は、多年にわたり社会に尽くしてき
た高齢者を敬愛し、長寿を祝う日です。
　高齢者の皆さんが、いつまでも健康で元気に
毎日を過ごすことができるのは、とても幸せな
ことです。これからも、安心して自立した生活
を送ることのできる心豊かで元気あふれる地域
社会を目指していきます。
敬老祝い商品券・祝い金
　80・90歳の節目の人に敬老祝い商品券を、
100歳の節目の人に敬老祝い金をお贈りしま
す。９月～10月中旬に、敬老祝い商品券は配達
業者を通じて、敬老祝い金は直接お届けします。

対　象　市内に１年以上居住している80・90・
　100歳の人
　80歳…昭和６年９月17日～昭和７年９月16
　日に出生した人
　90歳…大正10年９月17日～大正11年９月
　16日に出生した人
　100歳…明治44年９月17日～大正元年９月
　16日に出生した人
敬老事業
　敬老の日にちなんで、各地区社会福祉協議会
が地域単位で実施する敬老事業を支援していま
す。ぜひ、ご参加ください。

敬老の日　９月17日（月・祝）　　老人週間　９月15日～21日
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市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市民文化祭音楽部門の
出演団体

募　集

中央保健センター
　229－3310　　229－3287

９月の献血（400ml）
環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー（津地域）

休日納付相談・納付窓口

公民館教養講座「郷土教室」参加者募集

　献血を実施します。皆さんの
ご協力をお願いします。
と　き　9月25日（火）11時～12時
ところ　香良洲公民館
対　象　体重が50㎏以上で、男
　性は17～69歳、女性は18～69
　歳の人（65歳以上の人は、60～
　64歳の間に献血経験のある人）

と　き　9月23日（日）9時～16時
内容・ところなど
○市税…収税課（市本庁舎２階、 
　　229－3136）、特別滞納整理推
　進室（市本庁舎２階、　229－
　3216）
○国民健康保険料、後期高齢者
　医療保険料…保険年金課（市
　本庁舎１階、　229－3161）
○介護保険料…介護保険課（市
　本庁舎１階、　229－3149）
○保育料…こども家庭課（市本
　庁舎１階、　229－3167）

　地域や自治会の皆さんの協力
により、道路や公園などの清掃
を実施します。ごみのないきれい
なまちづくりにご協力ください。
と　き　９月23日（日）７時～９
　時（小雨決行）　※荒天の場合
　は30日（日）に延期
ところ　津地域の道路や公園など

とき・ところ

※出演料など詳しくは、募集要
　項をご覧ください。
対　象　市内に活動拠点を置く
　音楽団体（軽音楽は出演選考
　があり、それ以外は応募者多
　数の場合、選考を行うことが
　あります）
申し込み　文化振興課、各総合
　支所地域振興課、教委生涯学
　習課、各公民館、各ホールに
　ある所定の応募用紙に必要事
　項を記入し、直接または郵送、
　ファクス、Ｅメールで文化振
　興課（〒514－0056 北河路町19
　－1 メッセウイング・みえ内、　
　229－3250@city.tsu.lg.jp）へ
※軽音楽については、直接また
　は郵送で申し込んでください。
※募集要項・応募用紙は津市ホー
　ムページからもダウンロード
　できます。
締め切り　10月31日（水）

太鼓演奏 １月20日㈰
13時～

とき
（いずれも来年） ところ

白山総合文化センター
しらさぎホール
津リージョンプラザ
お城ホール

白山総合文化センター
しらさぎホール

津リージョンプラザ
お城ホール

２月９日㈯
18時30分～
２月17日㈰
13時30分～
３月３日㈰
10時～
３月10日㈰
13時～

軽音楽

器楽音楽

合唱音楽

三曲

11月２日㈮
白山のルーツを
探って

とき・コース名 内　容 行き先・入館料など 定員 乗車地 申し込み・
問い合わせ

帰着
時間

出発時間
（受付開始）

白山の昔・今を訪れ神社の歴史を学び
ます。そして風力発電、ナイキ基地を
見学します。

川口白山比咩神社、倭白
山比咩神社、成願寺、青
山高原、ナイキ基地

伝説、食害、保護動物など、複雑に変
化する野生動物と人の関係を、鹿を例
にして考えます。（昼食は公園周辺で自
己負担）

11月５日㈪
バードウオッチ
ング～カモメや
カモの観察～

11月８日㈭
史跡めぐり（伊
賀市南部）

11月16日㈮
宇陀の葛と薬草

12月12日㈬
人と動物の
生活史

　バスで実際に現地へ行って、「環境と自然」を
テーマに私たちが暮らす郷土について学びませ
んか。
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
費　用　１コースにつき800円（入場料などは
　別途自己負担）

申し込み　往復はがきに住所、氏名、年齢、電
　話番号、希望コース、希望乗車地を記入し、
　各申し込み先へ　※往復はがき１枚につき、
　１人１コースのみ有効。同じコースへの複数
　応募はできません。
申込期限　９月13日(木)必着

カモメ類やカモ類の県内有数の越冬地
であり鳥の数や種類も多い津市の海辺
で、楽しく鳥を観察します。（昼食・防風
衣は各自持参、双眼鏡があれば持参）

岩田池、安濃川河口、雲
出川河口、香良洲から五
主までの海岸など

伊賀市南部にある名所旧跡で知られる
寺院や神社などを訪ねます。（昼食は各
自持参）

自然豊かな山間の里、宇陀（奈良県宇陀
市）を訪ねて、特産の葛や薬草について
学びます。（昼食は自己負担）

奈良公園、鹿苑（料金未定）
※徒歩合計５～６㎞。ハ
イキングの服装で

蓮徳寺、猪田神社、丸山
城跡、町井家住宅、常福
寺（300円）など

大宇陀の街並み、大宇陀
歴史文化館「薬の館」（200
円）、森野旧薬園（270円）

抽選
20人

抽選
18人

抽選
25人

抽選
40人

抽選
25人

①安濃中公民館
②白山総合文化
センター

①8：30（8：20）
②9：00（8：50）

①久居公民館
②一志高岡公民
館

①中央公民館
②芸濃公民館
（芸濃総合文化
センター）

①一志高岡公民
館
②白山公民館

①サンデルタ香良
洲
②一志高岡公民館

①9：00（8：50）
②9：10（9：00）

①8：40（8：30）
②9：10（9：00）

①9：00（8：50）
②9：20（9：10）

①8：40（8：30）
②9：20（9：10）

①17：00
②16：30

①15：30
②15：20

①17：00
②16：30

①16：20
②16：00

①16：50
②16：10

白山公民館
〒515－2693
白山町川口897
　262－7027
久居公民館
〒514－1125
久居元町2354
　256－3931

芸濃公民館
〒514－2211
芸濃町椋本6824
　265－6000

一志高岡公民館
〒515－2516
一志町田尻605－2
　293－5611
教委香良洲事務所
〒514－0392
香良洲町1878
　292－4309
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　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方市からのお知らせ

安濃中央総合公園内体育館
　268－0100　　268－3220
安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

経ヶ峰ハイキング
募　集

環境政策課
　229－3212　　229－3354

つ・環境フェア出展者

予防課
　254－0354　　256－7755

防火管理者資格取得講習会
（甲種新規・乙種講習）

と　き　10月６日（土）８時受け
　付け開始　※雨天の場合は７
　日（日）
ところ　草生公民館集合
費　用　300円（保険料含む）
申し込み　直接または電話で安
　濃中央総合公園内体育館また
　は安濃総合支所地域振興課へ

と　き　11月18日（日）10時～
　15時
ところ　津市モーターボート競
　走場
内　容　営利目的以外で、環境

　をテーマとした展示や体験、
　舞台、フリーマーケット　※
　展示はパネル２枚、机２脚、
　椅子３脚を利用できます。
費　用　無料
申し込み　９
　月14日（金）
　までに環境
　政策課へ

　消防法の規定で、学校・病
院・工場・店舗など大勢の人が
出入りする所や、勤務・居住す
る建物で一定規模以上のもの
は、有資格者を防火管理者に定
めて消防機関に届け出る必要が
あります。
と　き

◆甲種防火管理者新規講習…10
　月25日（木）・26日（金）いずれ
　も９時30分～15時30分
◆乙種防火管理者講習…10月25
　日（木）９時30分～16時
ところ　県総合文化センター多
　目的ホール
定　員　先着合計200人
受講料　いずれも2,500円（テキ
　スト代）
申し込み　予防課、各消防署（分
　署・分遣所）にある受講申請書
　に写真を添付し、受講料とと
　もに直接予防課へ（郵送やファ
　クスなどは不可）　※申込受
　付時にテキストを渡します。
申込期間　９月19日（水）～10月
　３日（水）の土・日曜日を除く
　９時～16時
※申請書などは９月上旬から津
　市ホームページでダウンロー
　ドできます。

津市民体育大会参加者募集 問い合わせ　スポーツ振興課
　229－3373　　229－3247

サッカー

シニア

中学生

一般

フット
サル

なぎなた

体操

フェンシング
アーチェリー

ラグビーフット
ボール

空手道

スキー

グラウンドゴルフ

バスケッ
トボール

剣道

10月20日㈯

広報津８月１日号11ページと８月16日号３ページの「津市民体育大会」の記事中にある「陸上」の会場が
「海浜公園内陸上競技場」から「三重県総合競技場陸上競技場（伊勢市）」に変更になりました。

９月10日㈪～27日㈭

９月24日㈪～10月12日㈮

10月３日㈬～22日㈪

10月３日㈬～19日㈮
10月５日㈮～22日㈪

10月１日㈪まで

10月19日㈮まで

10月31日㈬まで

10月15日㈪まで

来年１月25日㈮まで

10月５日㈮まで

来年１月７日㈪～25日㈮

９月３日㈪～28日㈮

海浜公園内陸上競技場 38歳以上 抽選６チーム

抽選16チーム

抽選24チーム

先着600人

先着300人

先着50人

先着30人

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

高校生以上

高校生以上

高校生以上

４歳児以上

中学生

満18歳以上
（高校生不可）

小学生以上
（一般は５段以下）

小学生以上

小学生以上

小学生以上

小学５年生以上

小・中学生、
高校生、大学生

海浜公園内陸上競技場
河芸第２グラウンド

河芸第１・２グラウンド

白山体育館、河芸体育館

久居農林高校体育館
（久居東鷹跡町）

久居高校体操場（戸木町）

津東高校体育館（一身田上津部田）
西部運動広場

津高校（新町三丁目）

安濃中央総合公園内
体育館メインアリーナ

荘川高原スキー場（岐阜県高山市）

三重武道館（栗真中山町）

津市体育館

10月23日㈫

10月28日㈰

10月28日㈰

11月18日㈰

11月25日㈰

来年２月３日㈰

11月４日㈰

11月４日㈰
11月４日㈰

11月24日㈯・
25日㈰

10月27日㈯・28日㈰、
11月３日（土・祝）

来年２月23日㈯・
24日㈰

　普段の練習の成果を試合で試してみません
か。参加費など詳しくは、スポーツ振興課また
は各総合支所地域振興課にある大会要項をご覧
ください。

対　象　市内に在住・在勤・在学の人
申し込み　直接または郵送、ファクスでスポー
　ツ振興課（〒514－0056 北河路町19－1 メッセ
　ウイング・みえ内）へ

種目 とき ところ 対象 定員 申込期間
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　全国一斉に全国瞬時警報システムの試験放
送をします。それに合わせて、市内各所に設
置されている防災行政無線のスピーカーから
試験用の放送が一斉に流れます。
と　き　９月12日（水）10時ごろと10時30分
　ごろ
内　容　同報系防災行政無線放送、防災情報
　メール（登録している人のみ）で放送、メー
　ル送信します。
試験放送文　「これは試験放送です」を３回→
　「こちらは広報津市です」→チャイム音
※全国瞬時警報システムとは、津波警報や地
　震発生、ミサイル発射などの緊急情報を国
　が地方公共団体に伝達するシステムです。

市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

　「こんなこと、あんなこと私ならこんな中心市
街地にしたい！」をテーマに、私だったらこんな
取り組みをするなど、にぎわい創出提案について
意見交換会を行います。

参加無料参加無料参加無料

オープンディスカッション
中心市街地活性化

問い合わせ　商業労政振興課
　229－3169　　229－3335

問い合わせ　危機管理課
　229－3281　　223－6247

問い合わせ
　都市計画課
　　229－3290
　　229－3336 問い合わせ　交通政策課

　229－3289　　229－3336

ステージⅤ 中心市街地にぎわい創出
プロジェクト提案募集
18：30スタート9月28日金

市民オープンステージ
（津センターパレス地下１階）

～みんなの想いを
　　　中心市街地活性化につなげます！～

全国瞬時警報システム
（J-ALERT）

試験放送をします

9月10日は「屋外広告の日」
ご存知ですか？　看板その他の広告物を
設置する場合は許可が必要です

9月20日は「バスの日」
　明治36（1903）年
９月20日、京都で
乗り合い自動車の運
行が始まりました。
現在では「バスの
日」として親しまれ
ているこの日が、日本のバス事業の始まりとい
われています。
　明治時代は、車両の故障が相次ぎ、本格的な
営業の継続が難しかったという話もあります。
大正時代に入ると、自動車の信頼性も高まり、
全国的にバス事業が発展しました。そのころ
は、多くが数人乗りの小さな乗用車を使ってい
たそうです。
　この機会に、身近で便利な公共交通手段であ

るバスを再認識し、
マイカ－抑制による
地球温暖化の防止や
省エネルギ－のため
にバスを利用してみ
ませんか。

　看板などの広告物は、情報の伝達や街の活性化に
不可欠なものですが、無秩序に設置すると自然の景
観や街の美観を損なうことにもなりかねません。ま
た、管理が適切でない場合は、転倒や落下により通
行人がけがをする恐れもあります。
　このため、屋外に設置する広告物には三重県屋外
広告物条例によって設置場所や大きさ、その他の規
格についてさまざまな規制があります。例えば店舗
や営業所などに、自己の営業用に広告物を設置する
際には、表示面積
が１方向につき10
㎡を超える場合に
許可が必要です。
詳しくはお問い合
わせください。

広告塔

突出広告

屋上広告

アドバルーン
広告板

壁面広告

壁
面
広
告

壁
面
広
告

壁面広告

広告幕

電柱広告
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　三重短期大学で、学生を対象とした防犯講習会が
開催されました。津警察署の署員による講演の後、
痴漢・不審者対策の護身術の実演があり、護身術を
身に付けようとする学生たちは真剣なまなざしを注
いでいました。

7/19防犯意識を高めよう　

▲

　香良洲地域の特別養護老人ホームを利用している皆さんと、香良洲小学
校の４年生との地域交流会が開かれ、昔ながらの七輪の炭火を使ったあら
れいり体験
や、こま回し
などの遊びを
楽しみまし
た。炭火で
いったあられ
は、おいしい
と好評でし
た。

6/18心温まる交流会　

▲

　みさと幼稚園の夕涼み会が辰水小学校体育館で行わ
れ、園児の家族や地域の皆さんなど、たくさんの人が参
加しました。園児のかわいいダンスで幕を開け、その
後、盆踊りやミニ縁日、花火などの催しが行われ、みん
なで楽しい時間を過ごしました。

6/30親子で楽しんだ夕涼み会　

▲

　小学５・６年生を対象とした、わくわく津市の工業体
験が行われ、子どもたちが市内の企業を訪れました。造
船所では、会社の概要について説明を受けた後、鉄でで
きた船がなぜ浮くのかを、実験しながら楽しく学びまし
た。また工場や建造ドックの見学では、間近で見る大型
商船の迫力に歓声が上がっていました。

7/26スケールの大きさを実感　

▲

　明幼稚園の子どもたちが明小学校で、フルーツ寒
天などのお菓子作りを体験しました。園児たちは、
保護者の見守る中、材料をこぼさないように慎重に
ボウルに移したり、こんろの火に注意しながら鍋の
中の寒天をかき混ぜたりして、自分でデザートを作
る楽しさを実感していました。

6/28夏のデザート作り　

▲
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地域の防災活動

　美杉町竹原・八知地区内の雲出川で、アユ釣り大会
が開催され、市内外から参加者が集まりました。夏の
日差しの中、雲出川の清流で涼を楽しみながら、皆さ
んアユ釣りを満喫しました。

7/15清流でアユを釣る　

▲

　津市消防団安濃方面団の夏期訓練と水防訓練が、
安濃中央総合公園で実施されました。団員たちは、
土のう作りや積み上げ、機械器具の点検・操作、放
水訓練などに汗を流し、緊急時に万全の対応がとれ
るよう、本番さながらの緊張感で訓練に臨んでいま
した。

7/8準備は万全　

▲

　三重県消防操法大会が県消防学校で開催され、津
市消防団白山方面団が三重県消防協会中勢支会の代
表として出場しました。今年の２月から訓練に取り
組んだ選手たちは、これまでの訓練で身に付けた技
術を全て出し切り、最高の操法を披露しました。

　成美小学校の４
年生が、社会見学
で津市消防団久居
方面団第４分団を
訪れました。子ど
もたちは、地震体
験車に乗ったり、
模擬消火活動をし
たりして、地域の
消防団活動につい
て学習しました。

7/21訓練の成果を披露　

▲

　一志地域では、台風や豪雨などによる水害に備え
て、水防工法訓練が行われました。会場となった高岡
幼稚園グラウンドでは、自主防災会の代表や消防団
員、消防職員が、水害から地域を守るため、積み土の
う工法やせき板工法による水防訓練に、一丸となって
取り組みました。

6/24水害から地域を守れ　

▲

7/4力を合わせて消火します　

▲

7/7・8短冊に願いを込めて　

▲

　ポルタひさいふれあいセンターで、四季の彩り祭り
「七夕☆星祭り」があり、文化活動団体のステージ発
表、押し花・折り紙などの体験コーナー、七夕茶会な
どが行われました。会場にはたくさんの人が訪れ、ス
テージ発表を楽しむ人や、体験コーナーで熱心に作品
づくりに取り組む人などでにぎわいました。
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記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着みんなの情報掲示板

お知らせ
みんなの
情報掲示板

　地域ハツラツ！たからいち
　９月16日（日）10時～16時　
　大門大通り商店街アーケード
　名産、物産など津のたからが
大門に集合
　津青年会議所（　227－3806）

　野生獣による農林産物への被
　害について考えるフォーラム
　９月10日（月）10時～16時　
　伊勢・安土桃山文化村（伊勢市）
　講演会、鳥獣害対策資材展示
など
　県獣害対策課（　224－2017）

　高虎楽座出店者（先着順）
　11月３日（土・
祝）10時～16時
　フェニックス
通り　※荒天時
は会場を変更　
　衣料品、雑貨、手作り品、骨董
品など
　９月25日（火）～27日（木）に直
接、高虎楽座運営協議会事務局
（商業労政振興課内）へ
　同事務局（　229－3169）

　英会話講座
　９月28日～10月26日、11月
９日～23日の毎週金曜日19時～
20時30分　　河芸公民館　　市
内に在住・在勤・在学の人　　
　25人　　5,000円　※津市国
際交流協会入会金2,000円が別

途必要
　９月10日（月）～21日（金）に直
接または電話で津市国際交流協
会津北部支部（河芸総合支所地
域振興課内、　244－1700）へ

　危険物取扱者試験予備講習会
　10月５日（金）９時～17時　　
生涯学習センター（県総合文化
センター内）　　乙種第４類を
受験する人　　　150人　　
5,000円（テキスト代含む）
　９月13日（木）～24日（月）に津
市防火協会（消防本部庁舎内、　
256－4222、土・日曜日、祝・休
日を除く９時～16時）へ　※受
講申込書は、同協会または各消
防署（所）で配付

　危険物取扱者試験

　甲種5,000円、乙種3,400円、
丙種2,700円
　９月13日（木）～24日（月）に書
面で消防試験研究センター三重
県支部（　226－8930）へ。または
9月10日（月）～21日（金）に消防
試験研究センターホームページ
から電子申請で　※願書は津市
防火協会、各消防署（所）で配布

　ホームヘルパー２級講習
　10月23日（火）～12月21日
（金）　　三重県社会福祉会館
（桜橋二丁目）他　　県内に住民
登録している満65歳未満の離職
者等　　　50人　　無料（テキ
スト代など一部自己負担有り）
　９月４日（火）～10月４日（木）
に三重県社会福祉協議会（　227
－5160）へ　※必着

　音声訳入門講座
　10月３日～11月７日の毎週水
曜日いずれも13時30分～15時
30分　　津市社会福祉協議会（津
センターパレス３階）　　受講
後「広報津」などの録音製作ボ
ランティアに参加できる人　　
　20人　　500円（テキスト代）
　９月５日（水）～19日（水）に同
協議会（　213－7111）へ

　シルバー人材センター技能講習
　11月21日（水）～30日（金）の
うち７日間　　三重県人材開発
センター（高茶屋小森町）　　家
屋リフォーム講習　　55歳以上
で求職中の人　　　20人
　9月24日（月）～10月26日（金）
に津市シルバー人材センター
（　224－4123）または三重県シ
ルバー人材センター連合会（　
221－6161）へ

　わんぱくデイキャンプ
　10月20日（土）９時30分～15
時　　津市青少年野外活動セン
ター（神戸）　　飯ごう炊さんや
カレー作り、マッチの使い方な
ど　　市内に在住の小学１～３
年生　　　60人　　1,000円
　９月20日（木）8時30分から電
話で同センター（　228－4025）へ

　三重武道館の武道教室
　（10月～来年３月）
　三重武道館（栗真中山町）　　
柔道・剣道・空手道・なぎなた・太
極拳・居合道…小学１年生以上、
弓道…中学１年生以上　　柔
道・剣道・弓道・なぎなた…１万
2,000円、空手道・太極拳・居合
道…9,600円　※いずれも半期
分、その他に傷害保険料（１年
間）中学生以下800円、高校生以
下1,850円が必要
　９月１日（土）～25日（火）に同
武道館（　231－0969）へ

イベント

募　集

■サン・ワーク津

■高田高校・中学校（一身田町）

11月11日㈰
午前
午後

とき 内容

とき 内容

乙種第４類、丙種
乙種第４類

11月18日㈰
午前
午後

乙種全類
甲種、乙種第４類

こっ　とう

津の“たから”
市内うなぎ店協力
うなぎ食べ比べ弁当
限定発売！

津の“たから”
市内うなぎ店協力
うなぎ食べ比べ弁当
限定発売！

※おわび　広報津８月１日号７ページ「ロンドン五輪めざせ３連覇!!」の記事中にある「母校の久居高校の後輩」は
　　　　　「母校の一志中学校の後輩」の誤りです。おわびして訂正させていただきます。
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　朗読祭
　10月27日（土）13時～15時　
　久居ふるさと文学館２階視聴
覚室　　　12人
　9月15日（土）～10月13日（土）
に小説や詩など、朗読したい箇
所（５分以内）のコピーを用意し、
裏面に住所、氏名、年齢、電話
番号を記入の上、同文学館へ
　わらべ朗読部会代表（　090－
4189－9547）

　太極拳初級講習会
　10月～来年３月の毎週木曜日
19時～21時、第２・第４土曜日
10時～12時　　津市体育館　　
１万円（入会金を含む）
　９月10日（月）～14日（金）に日
中友好協会三重県連合会（　246
－8580）へ

　観海流水泳教室
　津市指定無形文化財の古式泳
法「観海流」。ゆっくり遠くまで泳
ぐ技を楽しく学んでみませんか。
　第１・第３火曜日18時～20時
※来年１月は8日（火）・22日（火）
　津市民プール　　小学３年生
～中学３年生
　同教室担当者（　090－3151－
1853）

　50歳から高齢期を迎えるため
　の整理収納入門
　10月10日・17日・24日・31日
いずれも水曜日14時～16時（全４
回）　　県生涯学習センター２
階小研修室　　中村恭子さん（整
理収納アドバイザー認定講師）に
よるセミナー　　　25人　　各
800円
　９月10日（月）から電話で幸せ
な家庭環境をつくる会（　059－
345－7726）へ

　女性マイカー点検教室（無料）
　10月13日（土）13時30分～16
時　　三重県自動車整備振興会

（桜橋三丁目）　　日常点検、タ
イヤ交換の実演指導など　　50
人
　10月5日（金）までに津安芸自
動車整備組合（　225－6511）へ

　転倒予防教室（無料）
　９月27日（木）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階市民オープンステージ　　「転
ばないからだ作り」についての

講話と健康体操　　市内に在住
の60歳以上の人　　　80人
　９月13日（木）から津市社会福
祉協議会津支部（　213－7111）
へ

　救急医療を考える集い
　９月９日（日）13時30分～16
時30分　　久居公民館　　「救
急の日」にちなんだ講演、AED
講習会ほか　　100人
　久居一志地区医師会（　255－
3155）

健　康

司法書士による無料法律相談
　９月20日（木）９時15分～12
時15分、13時15分～16時15分
　アスト津４階会議室３　　相
続、多重債務、金銭問題など　
　　８人
　９月12日（水）８時30分から電
話で対話連携推進室（　229－
3105）へ

法務局休日相談所
　９月23日（日）10時～15時（受
け付けは14時30分まで）　　津
地方法務局（丸之内）　　登記、
戸籍・国籍、供託、人権などの
相談
　津地方法務局総務課（　228－
4191）

高齢者・障がい者の人権あんし
ん相談
　９月10日（月）～14日（金）８時
30分～19時、９月15日（土）・16
日（日）10時～17時　　人権相
談ダイヤル（　0570－003－110）
　津地方法務局人権擁護課（　
228－4193）

９月11日は警察安全相談の日
　緊急な事件・事故の通報は
110番通報を、それ以外で相談

したい場合は警察総合相談電話
をご利用ください。各警察署に
も相談窓口があります。
　月～金曜日９時～17時　※
祝・休日を除く　　犯罪被害や
事件事故の未然防止などの相談
　#9110（光回線不可）、　224
－9110　※いずれも通話料がか
かります。
　津警察署（　213－0110）、津南
警察署（　254－0110）

全国一斉無料成年後見相談会
（予約不要）
　9月22日（土・祝）10時～16時
　司法書士会館3階（丸之内養正
町）　※電話相談も可（　224－
5401、当日のみ）　　財産管理・
生活支援などに関する成年後見
制度の利用・債務整理など
　成年後見センター・リーガル
サポートみえ（　213－4666）

学び再チャレンジ相談会
　9月23日、10月21日いずれも
日曜日14時～　　一志久居教育
会館２階（松阪市）　　不登校
生、高校中退者や保護者の皆さ
んを対象に進路の相談、日常の
学習・生活に関する個別の相談
（要予約）
　チャレンジスクール三重（　
0598－42－8174）

無料相談コーナー
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長市 活動日記から

長市 コラム

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります 津市長コラム

津市長　前葉泰幸津市長　前葉泰幸

力強い防災施策は
みんなの手で
力強い防災施策は
みんなの手で

　東日本大震災は、私たちに災害に対する備えの重
要性をあらためて認識させました。｢津市民の命を守
る｣と掲げた公約の実現に向け、防災施策を迅速に構
築することが津市長としての務めであると思い定め、
就任以来懸命に努力してまいりました｡
　１年半の期間に津波対策など防災施策を矢継ぎ早
に打ち出すことができましたのは、ひとえに市民や事
業者の皆様のご理解とご協力の賜です。
　津波避難対策の一つとして平成23年６月より募集
を開始した「津波避難ビル｣､現在指定されている36
棟のうち16棟は民間の事業者の皆様がいち早く募集
に応じ協力してくださったものです。
　介護が必要な高齢者や障がい者が避難生活を送る
ための「福祉避難所」指定の際には、市内の老人福祉

施設、老人保健施設および障がい者支援施設の経営
者の方々全員がその必要性をご理解くださり、ほぼ全
ての施設と協定を締結するに至り、53施設を確保す
ることができました。
　「地域防災計画」の中に新たに「津波対策編」を策
定することは斬新なアイデアであり、今や同種の試み
が全国的に広がりつつありますが、津市はもう一歩進
んでいます。この計画に基づき、市民が自主的に地域
ごとの津波避難計画の策定や避難所の運営体制の強
化などを進めているのです。
　市民や事業者の皆様の真摯な姿勢と熱い行動力
が、津市の防災施策を先進的な取り組みへと押し上
げてくださっていることに心より感謝申し上げます。
　８月１日、津市の防災施策のあり方を審議する津市
防災会議の女性委員の数をそれまでの2人から、一挙
に８人に増やしました。防災の施策は老若男女全ての
方々に安心していただけるものでなくてはなりませ
ん。そのためにも委員のメンバーはバランスの良い人
選が必要なのです。
　これからも、力強い防災施策をみんなの手で作り
上げていきましょう。

■三重短期大学「自治体行政特論」
　講話…7月24日

　三重短期大学の「自治体行政特
論」は、津市を題材に市職員等がリ
レー方式で講師を務めています。
　今回は「市長が語る津市政」とし
て、私が講師を務め、屋内総合スポー
ツ施設や新最終処分場の建設など
100億円規模のプロジェクトや、災害
対応力を強化する取り組みなど、市
の重要施策を話しました。多くの学
生からご意見やご質問があり、皆さん
の「津市をもっと良くしたい」という
気持ちを感じ、うれしく思いました。
　今後も多くの方に津市政に興味を
持っていただけるよう、さまざまな場
所へ出向き、分かりやすく説明する
「身近な市長」でありたいと思います。

■宮城県松島町 大橋健男町長来訪
　…7月25日
　宮城県松島町は、東日本大震災で
甚大な被害を受け、長期間の断水、給
水制限など、町民の皆さんは厳しい
生活を余儀なくされました。津市は、
震災直後から水道局職員８人と給水
車２台を派遣し、給水活動による支援
を行いました。
　この日、松島町の大橋健男町長が
お越しになり、「水は命に関わるも
の。迅速な支援に助けられた」とあら
ためて感謝の言葉をいただきました。
　また、ライフラインが断絶する中、
首長として住民生活を守るために指
揮を執った経験談をお聞きするとと
もに、私からは津市の防災対策を紹介
するなど互いに意見交換をしました。

■中心市街地活性化オープンディス
　カッション ステージⅢ…7月28日

　今回は討論会の前に、日頃見過ごし
がちな、まちの「ええとこ」を歩いて探
していただきました。私も参加者の皆
さんと大門周辺を歩き、その後、感じ
たことを観光大使になったつもりで発
表してもらい、意見を出し合いました｡
　私は昨年、約30年ぶりに津市に
戻ってから、子どものころに見た中心
市街地のにぎわいを再び取り戻すに
は何が必要かを考えてきました。この
「オープンディスカッション」を提案し
たのも、地元商店街や行政など限られ
た中での課題ではなく、市民全体の
課題であると思ったからです。興味を
持たれた方は、ぜひご参加ください。

たまもの

しん　 し
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折り込み紙

国保だより国保だより

　津市国民健康保険に加入している世帯の希
望者に「国民健康保険医療費のお知らせ」を
送付します。希望する人は、保険年金課へご
連絡ください。

○既に他の健康保険(社会保険等)に加入中のとき
　津市国民健康保険の資格喪失手続きが必要にな
ります。
手続きに必要なもの…新しい健康保険証、国民健
　康保険被保険者証、印鑑
○破損や紛失したとき
　破損や紛失をして保険証が
使えなくなったときは、すぐ
に保険年金課または各総合支
所市民福祉課(市民課)、各出
張所に届け出て、再交付を受
けてください。
再交付に必要なもの…身分証
　明書(運転免許証など)、印鑑

　10月１日から国民健康保険被保険者証(以下、
保険証という)が変わります。
　現在使っている保険証の有効期限は、９月30日
です。10月１日からは新しい保険証を窓口で提示
してください。
　新しい保険証は、９月中旬に国民健康保険被保
険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送しま
す。１通の封筒につき３枚までの保険証を入れて
あります。被保険者が４人以上の場合は、複数の
封筒で送付しますのでご注意ください。旧保険証
は、10月１日以降に保険年金課または各総合支所
市民福祉課(市民課)、各出張所に返却するか、各
自で処分してください。処分する場合は、有効期
限を確認の上、住所・氏名などが分からないよう
に裁断するなど十分注意してください。
　なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有
効期限が異なる場合があります。その場合は有効
期限までに新しい医療制度適用後の被保険者証を
担当部署から送付します。

10月１日から国民健康保険被保険
者証が変わります

こんなときは手続きが必要です

　保険料は、国民健康保険(以下､国保という)の貴
重な財源です。この財源が不足すると、国保の運
営が非常に苦しくなります。自分のために、みん
なのために、保険料は必ず納期限までに納めま
しょう。
　もし、災害などの特別な事情により保険料の納
付が困難になった場合は、保険年金課に必ずご相
談ください。

保険料は必ず期限内に

　日頃忙しい人、うっかり保険料を納め忘れてし
まいがちな人のために、便利な口座振替をお勧め
します。
手続き…預金口座のある市内の金融機関およびゆ
　うちょ銀行の窓口へ通帳、届け出印、納入通知
　書または国保の保険証を持参してください。

口座振替のご利用を

○年１回、特定健康診査（以下、特定健診とい
う）を受診しましょう。
○特定健診の結果から特定保健指導の対象となっ
た人には、特定保健指導のご案内を送付します。
届いたら自分の健康のために気軽に利用しましょ
う。
※特定健診を受診するには、受診券が必要です。
　受診券は、対象となる人に順次発送しています。
　健診内容などについては、受診券に同封された
　案内チラシをご覧ください。

特定健康診査を受診しましょう
～ 40歳から74歳の人へ ～

医療費をお知らせします



　平成22年度の特定健診の状況をお知らせしま
す。
　40～74歳の対象となる5万2,507人に受診券を送
付し、受診者数は1万6,077人(男性6,289人、女性
9,788人)で、受診率は30.6%でした。特定健診の主
な検査項目の結果は、次のとおりです。

津市特定健診の状況

　ＬＤＬコレステロールの判定状況をみると、保健
指導域または受診勧奨域と判定された人は男女計
60.0%で、全ての検査項目の中で最も割合が高く
なっています。性別でみると、男性52.9％、女性
64.6％と女性の方が男性よりも高くなっていま
す。全ての検査項目の中で、男性よりも女性の方が
割合が高いのは、ＬＤＬコレステロールのみです。
また、グラフから女性の年代別状況をみると、40
歳代から50歳代にかけて急激に増えています。こ
れは、閉経による女性ホルモンの減少が原因の１つ
と考えられています。

■LDLコレステロール
 (悪玉コレステロール)の状況

　ＨｂＡ１ｃの判定状況をみると、保健指導域また
は受診勧奨域と判定された人は、男女計で51.3%
で、男性52.5%、女性50.4%と男女差はあまりみら
れません。グラフから男女計の年代別状況をみる
と、年代が高くなるにつれて、保健指導域と受診勧
奨域の人の割合は増えています。

■ＨｂＡ１ｃ(血糖検査)の状況
ＨｂＡ１ｃの判定状況(男女計)

　このように特定健診を受けると、自分では分から
ない体の状態を知ることができます。また、毎年続
けて受けることで、その変化に気付くこともできま
す。
　健診データをみると、40歳代でも体に変調が起
きています。高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生
活習慣病は、初期には自覚症状がありません。気に
なる自覚症状が出てから病院を受診すると、重症化
しているということが多くみられます。
　毎年、特定健診を受けて体の健康チェックをし、
生活習慣を見直すことで健やかな生活が送れます。
ぜひ特定健診を受けましょう。

■毎年続けて受診を

ヘモグロビンエーワンシー

　メタボリックシンドロームの判定状況をみると、
予備群該当と基準該当と判定された人は、男女計で
27.9%ですが、性別でみると、男性45.9%、女性
16.4%と大きく差があります。日本では、男性２人
に１人、女性５人に１人が、メタボリックシンド
ロームに基準該当・予備群該当といわれ、津市でも
ほぼ同様の傾向になっています。
※メタボリックシンドローム…腹囲が、男性85㎝
　以上、女性90㎝以上に加えて、脂質・血糖値・
　血圧のうち２つ以上が基準値以上の場合、基準該
　当になり、脂質・血糖値・血圧のうち１つが基準
　値以上の場合、予備群該当になります。

■メタボリックシンドロームの状況

　収縮期血圧の判定状況をみると、保健指導域また
は受診勧奨域と判定された人は、男女計で
52.7％、男性54.5％、女性51.6％と男女差はあま
りありません。グラフから男女計の年代別でみる
と、年代が高くなるにつれて、保健指導域と受診勧
奨域の人の割合は増えています。
※保健指導域…医師等の専門家に指導を受け、生活
　習慣の見直しが必要
　受診勧奨域…医療機関を受診し、医師への相談が
　必要

■収縮期血圧(最高血圧)の状況

メタボリックシンドロームの判定状況

０％     20%    40%    60%    80%   100%

72.1                 10.7 17.2　

83.6                    6.4 10.0　

54.1            17.5      28.4　

男女計

男性

女性

非該当

予備群該当

基準該当

収縮期血圧の判定状況（男女計）

０％     20%    40%    60%    80%   100%

76.9                  14.5 8.6　

61.0              20.2   18.8　

47.1           26.4       26.5

39.1           28.7         32.2

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

130未満（正常域）

130～139（保健指導域）

140～（受診勧奨域）

LDLコレステロールの判定状況（女性）

０％     20%    40%    60%    80%   100%

57.6               21.1 　 21.3　

30.9        24.3          44.8　

31.8        27.0            41.2

38.8           27.9         33.3

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

120未満（正常域）

120～139（保健指導域）

140以上（受診勧奨域）

０％     20%    40%    60%    80%   100%

73.7                    22.7  3.6　

57.9                36.6       5.5　

47.3                 44.1        8.6

44.4                 44.5         11.1

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

5.2未満（正常域）

5.2～6.0（保健指導域）

6.1以上（受診勧奨域）
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分け方
出し方

平成24年９月１日発行
平成24年　第４号
環境政策課

　229－3139　 229－3354

環境だより環境だより環境だより環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして

ごみの分別Ｑ＆Ａごみの分別Ｑ＆Ａ
　今回は、ごみの分け方や出し方について、市民の皆さんから問い合わせの

多いごみの品目や、集積所によく間違って出されているごみについて特集し

ます。

　ごみ出しルールを守って、正しい分別にご協力ください。

容器包装プラスチックとその他プラスチック

特別号

　商品が入っていた容器や、商品を包んでいた包装のことをいい、次のようなものがあります。

●中身の商品を使用後、空になったプラスチック製の容器や包装

●ふたやキャップなど、容器や包装の一部になっているもの

●商品の保護または固定のために使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの

容器包装プラスチックの出し方(週１回)
■必ず中身を使い切ってから出す。

■不要になった紙で拭き取る

　など、汚れを取り除いてか

　ら出す。

■トレイ類は、スーパーなど

　の店頭回収も利用する。

「プラスチック製容器包装マーク」
が付いています。

容器包装プラスチックは、み
んなの身近な物にリサイクル
されているよ

　一番多く問い合わせがあるのは､｢容器包装プラ

スチック」と「その他プラスチック」の分別です。

　「容器包装プラスチック」は、異物が付着し

ていたり、他の物が混入していたりするとリサ

イクルできません。正しい分け方、出し方を守

るようお願いします。

容器包装プラスチックとは

　◆ボトル類　　　　◆カップ・パック類　　　　　◆トレイ類　　　　　◆ふた・キャップ類

◆ポリ袋・ラップ類　　　　◆ネット類　　　　　　◆チューブ類　　　　　　◆緩衝材類

エコパレット 車止め

マンホールのふた



   

 

 

その他プラスチックの出し方(月１回)
■小さいものは透明または、半透明の袋に入れて

　出す。

■袋に入らない場合は、そのまま出す。

商品の容器や包装に記載してある

「リサイクル識別マーク」を確認し

て分別してください。

その他プラスチックは、細か
く砕いて埋め立て処理してい
るよ

◆クーラー　
　ボックス

◆バケツ・洗面器 ◆ヘルメット ◆灯油ポリタンク ◆ビニールホース ◆ちり取り

◆在宅医療廃棄物◆紙製容器

◆おもちゃ
(金属が付いて
いるもの)

◆アルミ鍋 ◆使い捨てカイロ

容器包装
プラスチック ペットボトル 燃やせるごみ

◆ペットボトル

◆保冷剤・乾燥剤 ◆紙オムツ ◆弁当の残飯・
　割り箸

◆ビニールひも ◆クリーニ
　ングの袋

◆スプーン・
フォーク
(プラスチック製)

◆ストロー

正
し
く
は

正
し
く
は

正
し
く
は

正
し
く
は

正
し
く
は

◆食品保存器 ◆ハブラシ

◆レジャーシート◆ＣＤ・ＣＤケース ◆ビニール
　風呂敷

◆封筒
(プラスチック製)

◆おもちゃ
(プラスチック製)

◆ハンガー
(プラスチック製)

◆ビニールひも◆スプーン・フォーク
(プラスチック製)

◆ストロー ◆食品保存器 ◆ハブラシ ◆クリーニングの
　袋

「プラスチック製容器包装マーク」
は付いていません。

その他プラスチックとは
　容器でも包装でもないプラスチック製の商品そのもののことです。

間違った分別をしていませんか
　次のものは、容器包装プラスチックによく間違って混入されています。

　正しい日に出しましょう。

間違えないでね

ワンポイント

金　属 燃やせない
ごみ

その他プラス
チック

燃やせるごみ

ペットボトル



在宅医療廃棄物は、何の日に出す
のですか？

Ｑ＆Ａ ごみの分別

カテーテル ビニールバッグ 栄養剤注入器 注射針

インスリン注入器

問い合わせの多いごみの品目と、集積所によく間違って出され
ているごみの正しい分別の仕方についてお答えします。

網戸のネットは、何の日に出すの
ですか？

その他プラスチックの日です。金属製のもの
は、金属の日に出してください。

 Q１  A１ 

LED電球は、何の日
に出すのですか？

燃やせないごみの日です。 Q２  A2 

延長コードは、何の日に出すので
すか？

燃やせないごみの日です。コードリール本体は
コードを取り出し、金属の日に出してくださ
い。

 Q3  A３ 

オイルヒーターは、何の
日に出すのですか？

処理困難物のため、市では収集しません。販売
店や小売業者に処理を依頼してください(有料)。

 Q4  A4 

家庭菜園の土や肥料の
袋は、何の日に出すの
ですか？

容器包装プラスチックの日です。　マークが付
いています。

 Q5  A5 

カーテン(レースを含む)
は、何の日に出すので
すか？

燃やせるごみの日です。リサイクルが困難なた
め、燃やせるごみとなります。

 Q6  A6 

袋にイまたは、医と表示の上、
燃やせるごみの日に出してくださ
い。注射針は医療機関へ返却して
ください。

 Q7  A7 

じゅうたんは、何の日に出すので
すか？

切れるものは１ｍ以内に切って、燃やせるごみ
の日に出してください。切れないものは、燃や
せないごみの日に出してください。

洗濯ハンガーは、何の日に出すの
ですか？

金属の日です。Q10 A10

 Q9  A9 

自動車オイルパックは、何の日に
出すのですか？

処理困難物のため、市では収集しません。販売
店や小売業者に処理を依頼してください(有
料)。

 Q8  A8 

ソファは、何の日に出すのです
か？

スプリングが入っているソファは、金属の日に出して
ください。スプリングが入っていないものは、燃やせ
るごみの日に出してください。裏布を破るとスプリン
グが入っているか確認できます。直接処理施設に持ち
込む場合は、事前にお問い合わせください。

Q11 A11



●燃やせるごみ
　直接処理施設に持ち込む場合
　津・芸濃地域　
　　西部クリーンセンター　237-5389
　久居・美里・安濃・香良洲・一志・白山・美杉地域
　　クリーンセンターおおたか　256-8122
　河芸地域
　　河芸美化センター　245-2319
●燃やせるごみ以外のごみ
　直接処理施設に持ち込む場合
　白銀環境清掃センター　　
　　237-0671

●分別について
　環境政策課　　229-3258
　環境事業課　　226-1224
　久居総合支所地域振興課　　　255-8843
　河芸総合支所地域振興課　　　244-1707
　芸濃総合支所地域振興課　　　266-2517
　美里総合支所地域振興課　　　279-8119
　安濃総合支所地域振興課　　　268-5517
　香良洲総合支所地域振興課　　292-4307
　一志総合支所地域振興課　　　293-3008
　白山総合支所地域振興課　　　262-7032
　美杉総合支所地域振興課　　　272-8088

畳(ユニット畳を含む)は、何の日に
出すのですか？

処理困難物のため、市では収集しません。販売
店や小売業者に処理を依頼してください(有
料)。直接処理施設に持ち込む場合は、事前に
お問い合わせください。

問　い　合　わ　せ

Q12 A12

苗木のポットは、何の
日に出すのですか？

容器包装プラスチックの日です。　マークが付
いています。

Q13 A13

波トタン(プラスチック製)は、
何の日に出すのですか？

燃やせないごみの日です。金属製のものは、金
属の日に出してください。

Q14 A14

海苔のびんは、何の日に
出すのですか？

びんの日です。飲食料品が入っていたびんだけ
をびんの日に出してください。

Q15 A15

農薬が入っていたびんや化粧品の
びんは、何の日に
出すのですか？

燃やせないごみの日です。農薬や化粧品は、使
い切って空にしてください。

Q16 A16

ペット用のトイレ(ネコ砂など)は、
何の日に出す
のですか？

燃やせるごみの日です。Q17 A17

保冷剤・乾燥剤は、何
の日に出すのですか？

燃やせるごみの日です。乾燥剤は、水にぬらさ
ないように注意してください。

Q18 A18

マットレス(スポンジ入り)は、何の
日に出すのですか？

中のスポンジは、１ｍ以内に切って、燃やせる
ごみの日に、カバーは、衣類・布類の日に出し
てください。

Q19 A19

物干し竿・物干し台は、何の日に
出すのですか？

物干し竿と支柱は、金属の日に出してくださ
い。台座は、燃やせないごみの日に出してくだ
さい。支柱と台座が取り外せない場合は、燃や
せないごみの日に出してください。

Q20 A20

の　　　り
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あなたの血糖値大丈夫？あなたの血糖値大丈夫？

健康診査で「血糖値」が高めだった・・・

●でも、体の異常は感じない
●この先もきっと大丈夫だろう
●来年の「血糖値」はきっと下がって
　いるはず

ちょっと高めの
血糖値を放って
おくと・・・

糖尿病になります !

　糖尿病は全身の血管や神経を傷つけ、
　合併症で命を落とすこともある怖い
　病気です

９月１日～30日は健康増進普及月間です

●糖尿病性腎症
●糖尿病性網膜症
●糖尿病性神経障害
　その他、脳卒中、心筋
梗塞、肺炎、歯周病、皮
膚炎などを引き起こす危
険性があります。

　特定健康診査の判定区分による糖尿病の目安
は、次のとおりです。
◆血糖値　100mg/dl未満：正常
　　　　　100～125mg/dl：糖尿病予備軍
　　　　　126mg/dl以上：糖尿病
　血糖値とは　血液の中の糖の量を表す値です。
　食べ物などから取った糖は消化され、血液の中
　に入り血糖になります。血糖はエネルギー源と
　して筋肉、肝臓、脳、心臓などに取り込まれ利
　用されます。このとき血糖の利用を助ける役目
　をするのが、インスリンです。
◆ＨｂＡ１ｃ　5.2％未満：正常
　　　　　　　5.2％以上：糖尿病予備軍
　　　　　   　6.1％以上：糖尿病(国内基準JDS値)
　ＨｂＡ１ｃとは　過去１～２カ月の平均血糖値
　を表す値です。　

■糖尿病の目安
　血糖が必要量を上回ったり、エネルギーとして
うまく利用できなかったりした場合、血糖と血液
中のたんぱく質が結び付いて、血管の壁を傷つ
け、動脈硬化を起こしま
す。
　血糖値が高いというこ
とは、単に血液中の糖が
多いだけでなく、血管の
破壊も進んでいるという
ことなのです。

■なぜ血糖値が高いといけないの？

■糖尿病の進行

糖尿病三大合併症

傷つく

血管が固
くなる

■増え続ける糖尿病

自覚症状がないまま、次々に

合併症が現れるよ。

健康診査の結果を見直そう。
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※「糖尿病が強く疑われる人」とは、ＨｂＡ1ｃの値が6.1%
　以上、または質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」
　と答えた人。「糖尿病の可能性を否定できない人」とは、
　ＨｂＡ1ｃの値が5.6%以上、6.1%未満の人。(厚生労働省
　「国民健康・栄養調査」より) 

　糖尿病は次のように進行し、さまざまな合併症
を引き起こします。

10年間で
約1,000

万人の増加
！！

平成９年

約1,370万人
約1,620万人

約2,210万人

平成14年 平成19年



■糖尿病のタイプを知ろう
　糖尿病には、大きく分けて２種類のタイプがあり
ます。
◆１型糖尿病・・・膵臓のβ細胞というインスリン
　を作る細胞が破壊され、体の中のインスリンの量
　が足りなくなって起こる。子どものうちに発症す
　ることが多い。
◆２型糖尿病・・・インスリンの出る量が少なくな
　って起こるものと、肝臓や筋肉などの細胞に対し
　てインスリンの働きが悪くなるために起こるもの

□朝食を食べる
□１日３回決まった時間に食べる
□主食・主菜・副菜のそろった食事を食べる
□野菜を１日350g以上食べる
□１人分ずつ取り分けて食べる
□ゆっくり食べる
□薄味にする
□食事は腹八分目にし、食べ過ぎない
□脂っぽいものを食べ過ぎない
□お菓子を控えめに
□アルコールを控えめに

　がある。食事や運動などの生活習慣が関係してい
　る場合が多い。日本人の場合、95％が２型糖尿
　病。

これなら私にもできる！ 毎日の生活を振り返ろう！！

保健センターでは、健康相談・栄養相談を実施しています。お気軽にご相談ください！

食事を工夫する

□積極的に体を動かす
□自分の体の調子に合った運動を続ける
□早足で歩く
□遠回りして歩く距離を増やす
□１日1万歩程度歩く
□足を高く上げ、階段を上る
□テレビを見ながら、体を動かす

適度な運動を行う

□ストレスと上手に付き合う 

ストレスをためない

□自分の適正体重を知って維持する

適正体重を維持する

適正体重（kg）＝身長（m）×身長（m）×22
例えば、身長160cmの人の場合、
【1.6×1.6×22≒56.3】　およそ56kgが適正体重です。

体を動かしやすく、病気になりにくいといわれる
適正体重を目指し、肥満を予防しましょう。

ストレスは、血糖値を上げる働きの
あるホルモン分泌を高めます。

□年に１回は健康診査を受診する

健康診査を受ける

自覚症状がないため、早期発見・ 早期治療を
心掛け、健康管理に努めましょう。

血糖値の高い人は医療機関で

指導を受けましょう。

血糖値を適正な値に保ち、健康に！

〔　　　　　　　　　　　　　　　　〕

チェック□できる項目を増やそう

すい  ぞう

２型糖尿病は予防できるよ！

痩せている人でも糖尿病の心

配があるから気を付けてね。

350g
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