
たくさんの情報の中から、特にお伝えしたい
大切なものを取り上げてお知らせ！

『ピックアップ』のコーナー

令和 2年成人式

 生涯学習課　  86-7846

●日程　令和 2 年 1 月 11 日（土）
●対象者　平成 11 年 4 月 2 日～平成 12 年 4 月 1 日生ま

れの人

【令和 2 年成人式実行委員会】
　新成人の代表として、各会場に実行委員会を立ち上げま
した。成人式を心に残る楽しいものにするため、打ち合わ
せを重ね、案内状の発送準備、思い出資料集め、同窓会の
準備など活発に活動中です。

　案内状は、市内に住民登録をしている人に 12 月ごろに
送付します。就学などのために市外へ転出されている人な
ど、案内状をお持ちでない人も自由に参加していただけます。

会場 場所 受け付け 開式
大安 大安公民館   9：30 10：00
員弁 員弁コミュニティプラザ 10：00 10：30
北勢 北勢市民会館 10：30 11：00
藤原 藤原文化センター 11：00 11：30

いなべ市長選挙・
いなべ市議会議員補欠選挙

代表監査委員の就任

＜不在者投票＞
1. 滞在先での不在者投票
　投票日に、仕事や学業などでいなべ市以外の市区町村に
滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で
不在者投票ができます。
　滞在先での不在者投票の手続きについては、「不在者投
票宣誓書・請求書」に必要事項を記入し、いなべ市選挙管
理委員会に直接または郵便で請求してください。
　「不在者投票宣誓書・請求書」は選挙管理委員会および員
弁・大安・藤原庁舎総合窓口課で配布しています。
　また、市ホームページの「市政情報」⇒「選挙」の該当選挙
のページからダウンロードできます。
2. 指定施設での不在者投票
　入院・入所中の施設長に、施設で不在者投票をしたい旨
の依頼をしてください。
3. 郵便などでの不在者投票
　身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちで一定の要件に
該当する人や、介護保険の被保険証の要介護状態区分が

「要介護 5」の人は、郵便などによる不在者投票ができます。
郵便などによる不在者投票をするには、事前に手続きをし、

「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

●投票所　市内 16 投票所（投票所は送付する投票所入場
券でご確認ください）

●投票時間　7：00 ～ 20：00
＜期日前投票＞
　投票日に、仕事や旅行などの事情で投票に行けない場合
は、期日前投票ができますのでご利用ください。
●期日前投票所　市役所シビックコア棟 1 階
　　　　　　　　員弁庁舎東館 1 階
●期間　11 月18日（月）～23 日（祝・土） 8：30～ 20：00
＜開票＞
●開票所　市役所シビックコア棟 2 階
●開始時刻　21：30

　二宮敏夫さんが市代表監査委員に就任されました。今後は事務監査に専念
され、市行政の効率化の指導に取り組んでいただきます。
　任期は 4 年です。これからよろしくお願いします。

児童虐待やDVを防ぎましょう!
「おかしいな…」と思ったら連絡・相談を！

11 月 12 日（火）～ 25 日（月）は
女性に対する暴力をなくす運動の実施期間

　配偶者・恋人などからの暴力（DV）をうけている人は、
あなた自身やお子さんの安全を第一に考え、ひとりで悩ま
ず、まずはご相談ください。秘密は厳守します。
　身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力もご相談ください。
※緊急の場合は最寄りの警察署へご相談ください。

  いなべ警察署　 84-0110
 三重県男女共同参画センター フレンテみえ

 059-233-1130

11 月は児童虐待防止推進月間

　「189（いちはやく）　ちいさな命に　待ったなし」
　虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、出産
や子育てに悩んだときにはご連絡ください。通報は国民の
義務です。（児童虐待の防止などに関する法律第 8 条）
※虐待の通報が間違いであっても責任は問われません。

 三重県北勢児童相談所　 059-347-2030

 家庭児童相談室　 86-7822

　虐待や暴力のサインを見逃さず、早期に把握し、適切な支援をしていくため、
地域の皆さんからの早めの連絡・相談をお願いします。

いなべ市の児童虐待、配偶者・恋人などからの暴力（ド
メスティックバイオレンス＝ＤＶ）防止対策
　市では、「いなべ市要保護児童等対策地域協議会」を
設置し、児童虐待やＤＶ防止についての対策を検討し
ています。今年度も関係機関の代表者による会議を開
催し、市の相談事業の報告や意見交換を行っています。

＜滞在先での不在者投票を希望される人＞
　滞在先での不在者投票を含めたすべての不在者投票は投
票日の前日までに行う必要がありますが、滞在先で不在者
投票を行う場合、滞在先の選挙管理委員会が選挙を行って
いなければ土曜、祝日および夜間は不在者投票ができませ
ん。滞在先の選挙管理委員会へ確認のうえお出かけください。
　また、滞在地で投票した投票用紙は滞在地の市区町村選
挙管理委員会からいなべ市に送付されます。
　投票日までに投票用紙が届かなければ、投票が無効にな
りますので、手続きは早めにお願いします。
＜無投票の場合＞
　市長選挙、市議会議員補欠選挙ともに立候補者が定数を
超えない場合、選挙を行いません。
　また、市長選、市議会議員補欠選挙いずれかの立候補者
が定数を超えた場合、定数を超えた選挙のみ投開票を行い
ます。その場合、投票所入場券は郵送しますが、無投票と
なった選挙の選挙公報は配付しませんのでご了承ください。
< 市ホームページ >
https://www.city.inabe.mie.jp/
shisei/senkyo/

 選挙管理委員会　  86-7745

＜投票所入場券＞
　告示日以降、郵便で送付します。1 通につき同一世帯 4
人までの投票所入場券を同封します。同一世帯で 4 人を
超える世帯は複数通送付します。
＜選挙公報＞
　選挙公報は、朝日・毎日・中日・読売・日本経済・伊勢・
産経新聞の 11 月 21 日（木）の朝刊に折り込みます。
　市役所、員弁・大安・藤原庁舎、北勢市民会館、員弁コ
ミュニティプラザ、大安公民館、藤原文化センターにも備
え付けます。また、市ホームページにも掲載します。
　新聞未購読の人や選挙公報が届かない人は、自宅へ郵送
しますので、選挙管理委員会へお申し出ください。

◎投票日　11 月 24 日（日）
◎告示日　 11 月 17 日（日）
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 ふるさといなべ市の語り部の会 
伊藤忠　  090-3583-2827

　西藤原小学校は、明治 9 年 2 月に坂本・大貝戸の両村が評議し鳴谷学校を創立
したことに始まります。生徒数約 30 人、校舎 15 坪の平屋に開学しました。
　教師に迎えた元桑名藩士山添忠治郎さんは温厚で清らかな人柄を村民に大変慕
われました。教育に尽力し、その功績を称え明治 42 年に顕彰碑が建立されました。
　西藤原小学校は、平成になり児童数減少の対策として市外の生徒も受け入れる
小規模特認校に認定されました。
　全学年で協力しあっての登山、自然豊かな環境に元々生息するカジカやヤママ
ユ、ハルゼミなどの自然観察学習で故郷を愛する心を育てていました。また、平成
10 年以降に西藤原に発生した土石流をきっかけに砂防ダムが建設されたことで、
土石流発生のメカニズム、避難の仕方など防災教育にも積極的に取り組みました。
　廃校後は、地域おこし協力隊によって、市内外の人々が集うワークショップや、
地域の人々と協力し「廃校ににぎわいを！」と里山文化祭などの会場として新しい
役割を担っています。

西藤原小学校の校歌（作詞 近藤杢・作曲 伊藤亘行）昭和 39 年 4 月制定

山添忠治郎の碑
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 校歌で知る

執筆：ふるさといなべ市の語り部の会わたしの母校 

藤原岳自然科学館

【冬の野鳥を見る会】
　両ヶ池周辺の野鳥を観察します。
●日時　12 月 7 日（土）
　　　　9：30 ～ 12：00
●場所　大安公民館駐車場集合→両ヶ

池周辺
●定員　40 人
●対象者　どなたでも参加できます。

（小学生以下は保護者の同伴が必要）
●参加費　小学生以上 1 人 100 円
●持ち物　筆記用具・返信はがき・水
筒（服装など詳しくは参加者に連絡）
●申込期限　11 月 30 日（土）
●申込方法　往復はがきまたは FAX
で「開催日・希望教室名」「参加者全員
の氏名・人数」「住所」「電話番号」「学
年」を記入して申込先へ。
●その他　観察コースは天候などによ
り変更することがあります。当日雨天
の場合は屋内での学習とします。

  藤原岳自然科学館
（〒 511-0511 藤原町市場 493-1 藤
原文化センター内）

 46-8488  46-4312

屋根のない学校
12 月の教室

【びっくり生きものアラカルト】
　ドングリや木の葉っぱを集めてみよう。
●日時　12 月 7 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　俵秀作さん

【自然とふれあって遊ぼう】
　クリスマス、正月用の飾り作り。
●日時　12 月 7（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　藤田重輝さん、伊藤一昭さん

【昆虫と遊ぼう】
　昆虫採集。

●日時　12 月 14 日（土）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　大山義雄さん

【人びとの命とくらしを守る植物】
　冬の植物たち。
●日時　12 月 14 日（土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●講師　葛山博次さん

【この指と～まれ】
　門松作り。
●日時　12 月 15 日（日）
　　　　9：00 ～ 11：00
●講師　茂木源次さん
≪共通事項≫
●対象者　小学生（保護者の同伴が必要）
●場所　屋根のない学校（藤原町坂本
2065「簡易パーキングふじわら」の隣）
●申込方法　はがきまたは FAX で「住
所」「氏名（ふりがな）」「学校名」「学年」

「電話番号」を記入して申込先へ。
  自然学習室

（〒 511-0511 藤原町市場 493-1）
 46-4311  46-4312

外国人雇用
管理セミナー（無料）

　当セミナーでは外部講師を招き、外
国人技能実習制度、外国人留学生の就
職支援を中心に説明し、参加する事業
所の理解を深めることを目的に行い
ます。気軽にお問い合わせください。
●日時　11 月 29 日（金）
　　　　13：30 ～ 15：30
●場所　桑名市パブリックセンター

（桑名市中央町三丁目 44）
●定員　100 人（先着順）
●対象者　外国人を雇用しているもし

くは外国人の雇用を考えて
いる事業所

●持ち物　筆記用具
●申込期限　11 月 28 日（木）
●申込方法　所定の様式を FAX

  桑名公共職業安定所 求人・
専門援助部門　  22-5141 

 23-2604

にぎわいの森×カートラベル

　～遊んで、食べて、泊まって～
　「くるま旅」をテーマとしたイベント
です。自由な旅を実現するだけでなく、
災害対策にもつながるキャンピング
カーを複数台展示します。
　アウトドア体験が数多く楽しめ
る、いなべ市ならではの体験型ワーク
ショップや、豊かな自然環境で育った
地元食材を使った限定メニューなど盛
りだくさん。大人から子どもまで楽し
めること間違いなし！

●日時　11 月 30 日（土）～ 12 月 1
日（日）10：00 ～ 16：00

●場所　にぎわいの森およびその周辺
●参加費　無料
※詳しくは、ホームペー

ジをご覧ください。
 商工観光課　  86-7833

里山の感謝祭

　秋に彩られた風景、この時期ならで
はの産品など、いなべの里山の魅力を
紹介します。
　にぎわいの森店舗による“いなべ食
材”を活かした、秋の新作メニューを
お披露目します。
　数量限定で試食も行いますので、ぜ
ひこの機会にいなべ食材の恵みをお楽
しみください。
●日時　11 月 23 日（祝・土）
　　　　10：00 ～ 15：00 ※新作メ

ニューお披露目は 10：00 ～
●場所　にぎわいの森
●参加費　無料

 政策課　  86-7741

女性に対する
暴力防止セミナー

　DV被害者が加害者から離れるのは簡
単なことではなく、やっとの思いで離
れてもトラウマの症状に苦しむことが
あります。被害者でもあり、現在は支
援者として活動する中島さんから、DV
の影響の大きさやトラウマに対応して
いく方法などを話していただきます。
●日時　11 月 23 日（祝・土）
　　　　13：30 ～ 15：30
●場所　三重県文化会館 2 階大会議室

（津市一身田上津部田 1234）
●対象者　どなたでも参加できます。
●定員　70 人（先着順）※事前に申し

込み
●参加費　無料
●講師　中島幸子さん（NPO 法人レ

ジリエンス代表）
  三重県男女共同参画セン

ター フレンテみえ  059-233-1130
 059-233-1135

いなべ市民医療講座

●日時　11 月 30 日（土）10：00 ～
11：00 （開場 9：30） 

●場所　いなべ総合病院 2 階会議室
●内容　早期発見と予防が必要な泌尿

器科の病気～健康で長生き
するために～

●定員　150 人
●参加費　無料
●講師　安藤亮介さん（三重北医療セ

ンターいなべ総合病院泌尿器
科教授）

●特典　先着 50 世帯　安藤さん監修
の書籍「前立腺がん予防物語」
プレゼント（1 世帯 1 冊のみ）

※講演会終了後、9 月に導入された手
術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」の内
覧会を行ないます。
 健康推進課　  86-7824

歴史と文化の講座

【第 1 回】
仏像をみる人のために
～仏像のかたちと技法～
11 月 23 日（祝・土）
13：30 ～ 15：00
●講師　瀧川和也さん（三重総合博物

館学芸員・いなべ市文化財保
護審議会委員）

【第 2 回】
学芸員の目で見る国際美術交流
～明治萬古からルネ・ラリックまで～
12 月 1 日（日）　10：30 ～ 12：00
●講師　 湯 浅 英 雄 さ ん（ パ ラ ミ タ

ミュージアム学芸部部長）
≪共通事項≫
●場所　大安公民館
●参加費　各回 500 円
●事前申込　不要

 生涯学習課　
 86-7846
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オススメ
情報満載
図書館通信

11・12 月の休館日　全館…毎週月・火（※員弁のみ祝・日・月・火・土）　
特別休館日　北勢・大安・藤原…12 月 28 日（土）～ 1 月 5 日（日）　員弁…12 月 26 日（木）～ 1 月 5 日（日）

 北勢図書館 72-2200（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）　員弁図書館 74-5077（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）
　 大安図書館 87-0021（開館時間／ 9：30 ～ 17：30）　藤原図書館 46-4150（開館時間／ 9：00 ～ 17：00）

「11 月 11 日は犬の日」
いなべ市図書館キャラクター

いなピョン

【おはなし会】　
●時間　11：00 ～ 11：30
※事前申し込みは必要ありません。

【ワークショップ】
●時間　14：00 ～ 15：30　
※申し込みは市内図書館窓口で（電話不可、先着 20 組）
※小学 2 年生以下は保護者同伴

【共通事項】
●場所　市民ホール

　今年は絵本作家のいしかわこうじさんがやってきます！
●日時　11 月 23 日（祝・土）10：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター、藤原図書館

羊のふわふわ文
ぶんちん

鎮とマグネット作り　　　　　　
●時間　10：00 ～ 16：00　
●場所　美術教室
※未就学児は保護者同伴

おちばで絵をかこう（工作）　　　　　　　　　　
●時間　10：00 ～ 16：00
●場所　大研修室

カプラひろば 　　　　　　
●時間　10：00 ～ 16：00
●場所　第 1・2 研修室

本のかしだし体験　　　　　　　　　　　　　　
●時間　10：00 ～ 16：00
●場所　藤原図書館　

いしかわこうじさんの
赤ちゃん・幼児おはなし会＆ペーパーわんこをつくろう　

≪図書館まつり ～おやこブックフェスティバル～≫

認知症のひとと家族の
「お

オ
れ
レ

ん
ン

家
ヂ

ガフェ」

　いも煮会とバルーンアートで収穫祭
をします。作って、食べて、楽しく交
流しましょう。
●日時　11 月 17 日（日）10：00 ～

14：30（受け付け 9：30 ～）
●場所　員弁老人福祉センター
●参加費　700 円（カフェ代、傷害保

険代）
●申込期限　11 月 15 日（金）

 市民活動センター　
 74-5806  74-5834
 認知症予防ボランティアかのん
 090-7604-3184

ナースカフェ in 四日市

　看護の現場を離れている人が円滑に
職場復帰できるようにするための体験
学習を行います。（子ども同伴可）
●内容　看護技術演習、電子カルテ操

作体験、就業相談など
●日時　11 月 27 日（水）
　　　　10：00 ～ 14：30
●場所　四日市市文化会館（四日市市

安島 2-5-3）
●参加費　無料

 三重県看護協会三重県ナースセン
ター　  059-222-0466

事業者向け相談窓口
（無料）

　中小企業・小規模事業者などの働き
方改革に関するさまざまな相談に対応
します。「人手不足」の対策、活用でき
る「助成金」、法律の基本などお気軽に
ご相談ください。
●日時　12 月 11 日（水）
　　　　13：00 ～ 16：30  
●場所　いなべ市役所 1 階

 三重働き方改革推進支援セ
ンター　  0120-111-417

若者就職
支援相談（無料）

　15 ～ 39 歳の無業状態にある人、
ご家族、関係者をサポート。就労体験
やスキルアップのための支援もあり。
●日時　11 月 20 日（水）
　　　　13：30～16：30
●場所　いなべ市役所 2 階 2-2 相談室
※事前に申し込みが必要です。

 北勢地域若者サポートステーション
 059-359-7280

（火～土：9：30 ～ 18：00）

ほくサポ 検索

行政相談
（相談無料、秘密厳守）

　総務大臣から委嘱された「行政相談
委員」が、国、県、市ならびに特殊法
人などの仕事について、苦情や意見、
要望を聞き、その解決を図ります。
●日程、場所
11 月28日（木）市役所シビックコア棟
12 月 5 日（木）大安公民館
12 月19 日（木）藤原文化センター
●時間　13：30～16：00

【行政苦情 110 番】
 0570-090-110

※平日 8：30 ～ 17：15、土日祝、時
間外は留守番電話で対応
 総務省三重行政監視行政相談センター
 059-227-6661
 総務課　  86-7745

借金のお悩み電話相談

　9 月 1 日から 12 月 31 日は「多重債
務者相談強化キャンペーン」実施期間
です。弁護士または司法書士による無
料電話相談を開催します。
●日程　12 月 8 日（ 日 ）10：00～
15：00、14 日（土）17：00～20：00
●主催　三重県多重債務者対策協議会

 059-224-2644（専用番号のため

相談日のみ通話可能）
※相談は無料ですが、通話料がかか

ります。相談時間は 1 時間程度を
限度とします。

人権相談
（無料・申込不要）

12 月の相談　12 月 4 日（水）
　　　　　　  13：00 ～ 16：00
●場所　藤原文化センター

 人権福祉課　  86-7815

いなべ市
命の相談電話

●日時　毎週水曜日（祝日は除く）
　　　　13：00～16：00

 78-3831

第 71 回人権週間

　昭和 23 年に国際連合総会で世界
人権宣言が採択されたことを記念し、
12 月 10 日を「人権デー」と定め、人
権擁護活動を推進しています。日本で
は、毎年 12 月 4 日から 10 日までを

「人権週間」と定め、全国的な人権啓発
活動を行っています。

 人権福祉課　  86-7815

土地・家屋などの登記名義を
変更した人へ

　令和元年中に新しく登記名義人に
なった人に対して令和 2 年度からの
固定資産税を課税させていただきます。
以前の名義で課税され口座振替を利用
していた場合は、新しい課税対象者の
口座を登録していない場合、口座振替
ができません。
　また、新しい課税対象者が過去に固
定資産税の口座振替の口座を登録して
いる場合は、自動的にその口座から振
替となります。

　令和元年中に登記名義人を変更した
人は確認をお願いします。

 納税課　  86-7793

野外焼却は
やめましょう !

　最近「煙の臭いが洗濯物に付く」「煙
で窓が開けられない」「燃えカスが飛ん
でくる」など、ごみの野外焼却による苦
情が多く寄せられています。
　廃棄物の野外焼却は下記の例外およ
び構造基準を満たした焼却炉での焼却
を除き原則、法律（廃棄物の処理および
清掃に関する法律）で禁止されています。
　ただし、例外にあたる場合でも、苦
情があった場合は行政指導の対象とな
ります。
1. 国または地方公共団体が、その施設

を管理するために必要なもの（河川敷
の草焼きや道路沿いの草焼きなど）

2.震災・風水害・火災・凍霜害などの
予防・応急対策または復旧のため
に必要なもの（災害などの応急対策、
火災予防訓練など）

3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行
うために必要なもの（大みそかや正
月などのしめ縄や門松を焼く行事）

4.農業・林業を営むためにやむを得な
いとして行うもの（あぜ草や下草の
焼却）

5.日常生活で通常行われているもので
軽微なもの（焚き火や落ち葉焚き）

※これらの場合であっても、近隣に十
分配慮してください。

　ごみは燃やさず、分別して決められ
た場所へ！ご協力をお願いします。

 環境政策課　  86-7812

情報コーナー「31 スタヂオ」

　いなべ市役所シビックコア棟 1 階
に、情報発信コーナー「31 スタヂオ」
を設置しました。
　市内で活躍する人や、イベント情報
などを幅広く発信するために、一部の
スペースを一般開放しています。
※詳しくは、ホームペー

ジをご覧ください。
 政策課　  86-7741
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【撮影日】10 月 10 日（木）
【場所】 員弁東小学校
　理科の授業で天気のことを調べている所です。今は 5 教科で
もタブレットを活用して学習しています。操作に悩んでいる子
どもはおらず、自分の幼少期と比べて時代の違いを感じました。

今月の表紙

あつさがおさまったと思ったら、すぐ肌寒い気候に。稲刈り
の取材で、児童と一緒に束の間の秋を味わえました（中）

きゅう速に進歩するデジタル技術。時代に乗り遅れ、損をし
ないように色々なジャンルの勉強をしたいです（向）

緊急
相談

緊急
診察

みえ子ども医療ダイヤル #8000
《毎日》19：30 ～翌朝 8：00

桑名市応急診療所 21-9916
《日祝》9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：00《土》19：30 ～ 21：30

対象者には
個別通知
します。

　　　　　　　　　　　　　　日時（受付時間）　　　   　　　　対　象　者
【1 歳 6 か月児健康診査】12 月 12 日（木）13：15 ～ 14：15　 H30.5.14 ～ 6. 8 生 および 前回欠席者
【3 歳 6 か月児健康診査】12 月 19 日（木）13：15 ～ 14：15　 H28.5. 6 ～ 5.28生 および 前回欠席者

健康推進課 86-7824

　　

場所：
保健センター

【ぷれ mama セミナー（妊婦教室）】　　　
日　程　12 月 10 日（火）
時　間　13：00 ～ 15：00（受け付け 12：50 ～）
場　所　つくしんぼ（藤原町川合 770 番地）
持ち物　母子健康手帳
内　容　妊娠期を楽しむために～スタイ作り・交流～
※電話でご予約ください。
※託児が必要な人はご相談ください。

 つくしんぼ　  46-8733

【育児相談】
日・対象者　12 月 4 日（水）　北勢町在住
　　　　　　12 月 11日（水）　藤原町在住
　　　　　　12 月 18 日（水）　大安町在住
　　　　　　12 月 25日（水）　員弁町在住
受付時間　　9：30 ～ 11：00
場所　　　　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　　　母子健康手帳
＊どなたでも参加できます。身体計測のみでも可。
　仲間づくりの場としてもお気軽にお越しください。

【離乳食教室】< 各回 1 回のみの参加 >
前期：日　時　12 月 10 日（火）　9：30 ～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
後期：日　時　12 月 17 日（火）　9：30 ～ 9：45（受け付け）
　　　対象者　生後 7 ～ 11 カ月の乳児の保護者

場 所　保健センター（北勢町阿下喜 31）
持ち物　母子健康手帳、エプロン、おんぶひも
内　容　講義および調理実習
※ 1 週間前までにご予約ください。

秋季火災予防運動
11月 9 日（土）～15 日（金）

　全国一斉に、秋季火災予防運動が実
施されます。この運動は、火災が発生
しやすい時季を迎えるにあたり、火災
予防の一層の普及を図り、火災の発生
を防止し、住宅火災における高齢者を
中心とする死者の発生を減少させると
ともに、住民の大切な生命や財産を守
ることを目的とします。
≪火災予防運動中の主な内容≫
・消防署と消防団の消防自動車による
　防火宣伝
・事業所などの立入検査
・高齢者宅の防火診断
≪防火ポスター展≫　
　小、中学生の入賞作品 86 点を展示
●日程
① 11 月 11 日（月）まで
② 11 月 13日（水）～ 24 日（日）

●場所
①イオンモール東員
　（東員町大字長深 510-1）
②イオンモール桑名
　（桑名市新西方 1-22）
≪いのちを守る 7 つのポイント≫

【3 つの習慣】
・寝たばこは、絶対しない
・ストーブは、燃えやすいものから離

れた位置で使用する
・ガスコンロなどのそばを離れるとき

は、必ず火を消す
【4 つの対策】
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災

警報器を設置する
・寝具、衣類およびカーテンからの火

災を防ぐために、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、住

宅用消火器などを設置する
・高齢者や身体の不自由な人を守るた

めに、隣近所の協力体制をつくる

≪住宅用火災警報器を点検しましょう≫
　住宅用火災警報器は、古くなると電子
部品の寿命や電池切れなどで、火災を感
知しなくなることがあるため、危険で
す。ご自身で点検して、設置から 10 年
を目安に火災警報器を交換しましょう。
≪住宅用火災警報器の取り付け支援≫
　桑名市消防本部では、住宅用火災警
報器を設置または交換を希望する高齢
者世帯などを対象に消防職員が無料で
取り付けのお手伝いをします。
※詳しくは、桑名市消防本部予防課まで。
≪ 2019 年度全国統一防火標語≫
ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心
　火災が発生しやすい時季を迎えます。
火の元、火の取り扱いには十分注意し
ましょう。

 桑名市消防本部予防課
 24-5279  24-5281
 いなべ消防署　  78-1999
 いなべ消防署北分署　  72-6599

点灯にならない場合は、電池が劣化し
ている可能性があります。電池を単 3
形充電式ニッケル水素電池に交換して
ください。
　充電式でない乾電池でも使用できま
すが、乾電池を充電すると発熱、破裂
するおそれがありますので、その場合
は必ずアダプターから抜いてください。

【市内企業への防災ラジオの無償貸与】
　災害情報などを提供するため、防災
ラジオを 1 台無償貸与します。

 防災課　  86-7746

大安町内特別清掃

　大安町自治会長会の主催で大安町内
特別清掃が実施されます。
●内容　不法投棄ごみの撤去および清

掃による地域環境美化
●日程　12 月 1 日（日）
●場所　大安町全域の公共施設（道路・

公園・集会所・ごみ集積場な
ど）を中心とする地域

※天候などで実施するか否かについて
は、各自治会の判断になります。

【注意】
　当日、大安粗大ごみ場では自治会で
集めたごみのみ受け入れています。
　混雑を防ぐため、一般家庭からの粗
大ごみの受け入れは行いません。
ご協力をよろしくお願いします。

 環境政策課　  86-7812

宝くじの助成金で
整備しました

　市之原自治会では、平成 31 年度コ
ミュニティ助成事業（宝くじ助成）の採
択を受け、市之原公民館に発電機、可
搬式消防ポンプ（台車付き）および消火
用備品を整備しました。

　

地域の防災拠点に消防備品などを整備
し、適正に維持管理することで、地域
の消防活動に対する自主防災組織（自
警団）の技術や意識の向上などが期待
されます。
　この助成事業は、宝くじの普及・広
報を図ることを目的として、一般財団
法人自治総合センターが行っているも
のです。

 防災課　  86-7746

期限内納付のお願い

● 11 月の納付
○国民健康保険料　第 5 期
○後期高齢者医療保険料　第 5 期
○上下水道料金　10・11 月分
●納期限（口座振替日）　12 月 2 日（月）

【口座振替の人へ】
○前日までに通帳残高をご確認ください。
○万一、預金不足などで口座振替日に

振替ができなかった場合は、12 月
13 日（金）に 口座≪再≫振替 を行い
ます。※後期高齢者医療保険は除く。

【納付書（現金納付）の人へ】
（国民健康保険料、上下水道料金）
○取り扱いのコンビニエンスストアで

も納付できます。
○パソコン、スマートフォンからイン

ターネットを利用して、クレジット
カードでも納付できます。詳しくは、
市ホームページのオンラインサービ

ス「Yahoo! 公金支払い」をご覧にな
るか、担当課まで。

※納付には便利な口座振替制度をご利
用ください。申し込みは近くの指定
金融機関などで！
 保険年金課　 86-7811
 いなべ市水道お客様センター
72-3516

試験放送

【定期試験放送】
　毎月 11 日に、防災ラジオの試験放
送を実施しています。試験放送は防災
ラジオのスイッチが入っていない状態
でも、自動で起動し、終了します。防
災ラジオは常時、コンセントにつない
だ状態を維持してください。最大音量
で放送しますのでご了承ください。
●日時　12 月 11 日（水）14：00～

【Ｊアラート全国一斉訓練】
●日時　12 月 4 日（水）11：00 ～
※都合により中止する場合があります。
※毎月 11 日の定期試験放送ではあり

ません。
 防災課　  86-7746

防災ラジオ使用上のご注意

　防災ラジオ使用後 3 年を目安に電
池を交換することをお勧めします。5
日間以上充電しても充電ランプが連続
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