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お知らせ ８ 

平成30年9月17日に発生した土砂崩れにより、通行止めとなっている県

道久居美杉線(津市美杉町八知～比津)の災害復旧工事に着手します。 

現場は崩れた土砂がさらなる崩壊を抑えている状態で、工事は斜面の上部

から順に行う必要があり、工事が完成するまで通行いただくことができませ

ん。迂回路として県道太郎生伊勢八知停車場線～市道（逢坂線）～国道368

号をご利用ください。ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いい

たします。 

【工事受注者】株式会社 橋本組 

【問合わせ】三重県津建設事務所事業推進室 道路二課(059-223-5230） 

久居美杉線（八知～比津）災害復旧工事 

最新情報は

WEBで 

所得税・市県民税申告相談会日程 

 美杉地域において下記日程により申告相談会が開催されます。 

 市民税課、各総合支所市民福祉課及び各出張所窓口では申告相談は行いま

せんので、申告相談がある方は各申告会場へお越しいただきますようお願い

します。 

☆受付出来ない申告もありますので、詳しくは広報津1月16日号折り込み  

チラシをご覧ください。 

問い合わせ  市民税課☎229-3130 美杉総合支所市民福祉課☎272-8083 

月  日 時   間 会       場 

2月 4日（月）  9時00分～11時30分 下之川地域住民センター 

2月 4日（月） 13時30分～16時00分 竹原地域住民センター 

2月 7日（木）  9時00分～11時30分 伊勢地地域住民センター 

2月 7日（木） 13時30分～16時00分 太郎生多目的集会所 

2月 8日（金）  9時00分～11時30分 八幡地域住民センター 

2月 8日（金） 13時30分～16時00分 多気地域住民センター 

2月18日（月）  9時00分～12時00分 美杉総合文化センター 会議室１ 

2月18日（月） 13時00分～16時00分 美杉総合文化センター 会議室１ 
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平成３１年・津市消防団美杉方面団新春表彰伝達式 

 １月１３日（日）、美杉総合文化センター多目的ホール

において平成３１年津市消防団美杉方面団新春表彰伝達式

が行われました。 

 美杉方面団はこの日の午前中、メッセウイングみえで行

われた津市消防出初式に参加した後、会場を美杉総合文化

センター多目的ホールに移して三重県消防協会長表彰功績

章や精勤章等の表彰伝達式を挙行しました。 

 また、退団された元団員の方や消防団員のご家族に対し

て感謝状が贈呈されました。 

 今回、表彰の栄誉に輝かれた５７名の団員の方々はもちろんのこと、結城方面団長以下美

杉方面団員全員が火災や風水害から美杉地域における住民の生命財産を守るという崇高な使

命と責任感を強く心に感じ、新たな年の始まりに気持ちを引き締めていました。 

 

  平成３０年中に美杉町内で発生した火災は、６件（津市全体では１３５件）でした。 

 火災の内訳は建物火災が２件、枯れ草等が燃えるその他の火災が４件でした。 

 また、美杉町内での救急出動は２９８件（津市全体では１６，４４５件）で、急病が最も多く２１２

件、次いで怪我等の一般負傷４７件、交通事故２２件、労働災害４件等となっています。 

 救助やその他の災害等で消防隊が出動した件数は１１件（救助出動９件、その他出動２件）でした。 

平成３０年中に美杉町で発生した火災・救急出動等 

平成３０年中に美杉町で発生した犯罪と交通事故の状況 

 平成３０年中に美杉町内で発生した犯罪は１２件で、平成２９年中に比べると８件減少しています。

犯罪の内訳は、窃盗が１１件、特殊詐欺が１件でした。 

 また、交通事故は８０件（三重県内では６０，６８２件で８７人の方が亡くなっています。）で、平

成２９年に比べると６件増加しています。 

 人身事故も３件発生しています。自動車や自転車を運転する時は、交通法規を守って安全運転に心が

けましょう。 

【津南警察署美杉幹部交番】 

【津市白山消防署美杉分署】 
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美杉文化協会成果発表会のお知らせ 

 美杉文化協会の会員による作品展示と芸能発

表会を開催します。ぜひお越しください。 

◆作品展示◆ 

３月１日（金）１２：００～１７：００ 

３月２日（土） ９：００～１７：００ 

３月３日（日） ９：００～１５：００ 

◆芸能発表会◆ 

３月３日（日） ９：００～１５：００ 

場所：美杉総合文化センター 

   ロビー・美杉の郷ホール 

問い合わせ 

美杉文化協会代表 ☎２７５－０７２９(井上) 

下之川ごんぼまつり 
今年も、下之川ごんぼまつりが開催されま

す。このお祭りは、子孫繁栄と五穀豊穣を祈願

して行われる神事で「お弓神事」や「まな板行

事」が古式どおりに行われます。 

また、地元の皆さんが丹精込めて作った「祭

ごんぼ」の販売や甘酒、玄米あずき粥のふるま

いなども行われますので、ぜひお越しくださ

い。 

日 時 ２月１１日（月・祝） 

        １０時～１２時３０分頃まで 

場 所 仲山神社（美杉町下之川５２９３） 

昨年の美杉文化協会成果発表会の様子 

開催日：２月９日（土） 

   午前８時３０分～午後２時 

場 所：美杉町 奥津（川上口近く） 

ＪＲ伊勢奥津駅うら国道３６８号沿い 

 街 道 市 の“の ぼ

り”が目印です。 

 川魚の塩焼き・新

鮮野菜の即売会な

ど、会員が心を込め

た街道市です。 

 是非お立ち寄りく

ださい。 

 

問い合わせ 八幡地域活性協議会 

   商工部長 中野 忠夫  

   ☎０９０－７４３８－０９９２ 

 

八幡地域活性協議会 

伊勢本街道 奥津宿 街道市 

開催のお知らせ 

森林セラピーイベント 

淡墨桜と新緑ウオーク参加者募集 

 近年では竹原の桜の名所として多くの人が訪れるよ

うになった淡墨桜。このイベントでは名松線の伊勢竹

原駅を出発し、ウオーキングで淡墨桜と君ケ野ダムを

回ります。ダムでは内部の見学も。暖かくなる季節に

合わせて、自然の中でウオーキングを楽しんでみませ

んか。奮ってご参加ください。 

開催日時：３月２９日(金)１０時受付開始１５時解散 

(名松線伊勢竹原駅１０時３４分の到着に合わせて開始、

ご参加時にはＪＲ名松線がご利用いただけます。） 

コース：伊勢竹原駅～淡墨桜～君ケ野ダム(約８ｋｍ) 

参加費：１，５００円(保険、昼食込、小学生以下無料) 

募集期間：２月１８日(月)～３月１５日(金) 

問い合わせ 津市森林セラピー基地運営協議会 

  ☎２７２－８０８２(美杉総合支所地域振興課内) 

昨年のごんぼまつりの様子 
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美杉高齢者生活福祉センター支援ハウス入居のご案内 

  美杉高齢者生活福祉センターでは、高齢等により独立して生活することに不安のある方のため居住

の場を提供することにより、安心して健康で明るい生活が送れるよう支援するため、生活支援ハウス

の運営を行っています（定員14室17名）。 

◎ 入居条件 

  入居に当たっては、次の条件のいずれの条件にも該当しなければなりません。 

  １ 津市内に住所があり、65歳以上の一人暮らし、又は夫婦のみで構成される世帯 

  ２ 独立して生活することに不安のある方 

  ３ 自炊ができる方 

  ４ 養護老人ホームへの入所措置の基準に該当している方 

    （詳しくは下記までお問合せください。） 

◎ 利用料金 

   

 

 

 

 

  ※ 入居等のお問い合わせ、ご相談は 

     美杉総合支所市民福祉課   ☎ 272-8084 

     津市社会福祉協議会美杉支部 ☎ 274-0022 まで 

室料 1か月につき 所得に応じた額 

共益料 1か月につき（1室1人） 10,000円 

共益料 1か月につき（1室2人） 12,000円 

健康アドバイス～インフルエンザの検査について 
No.20 

手洗い・マスクで予防しましょう！ 

津市家庭医療クリニック 
美杉町奥津９２９番地（高齢者生活福祉センター内） 

TEL２７４-００６６ 

伊勢地巡回診療所０９０-９０２５－６６３２ 
【診療科目】内科、外科、小児科、整形外科 

        心療内科 
  ※健診・予防接種は要予約 

寒いですね。美杉でもインフルエンザが流行っています。年明けから「インフルの検査をしてほしい。」と

受診する患者さんも多くいらっしゃいます。しかし、実はインフルエンザの検査は意外と精度が低いで

す。インフルエンザにかかっている人のうち、なんと60％程度しか検査で陽性になりません。インフルエンザの診断は、の

どの見た目やその他の症状、流行状況などから診断される方が精度が高いため、医師判断で簡易検査は必要なし

となる場合や、検査では陰性だったけどインフルエンザの診断になることもあります。ですので、インフルエンザっぽい症状

になっても、「必ず検査をしなきゃ！」とは思わず、しっかりと医者に診察してもらってください。 

診療時間 

（受付時間） 
  

曜  日 月 火 水 木 

午前８：３０ 

～１１：３０ 〇 〇 〇 〇 

午後１：００ 

 ～４：００ 

訪問診療 

予約診療 
／ 

伊勢地 

巡回診療 

訪問診療 

予約診療 

※金・土・日・祝日・年末年始は休診 
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「多気の元気づくりに」ついて知事と対談 

みえの現場"やっぱし"すごいやんかトークを実施 

１２月１５日（土）、道の駅美杉で、三重県主催の「みえの現場"やっぱし"すごいやんかトーク」

が開催され、鈴木英敬三重県知事が会場を訪れて多気の郷元気づくり協議会のメンバーと対談を行い

ました。この事業は、知事が現場に出向き、地域特有の課題認識を共有することと、対話を通じて地

域住民が地域と自らの活動により誇りを持ち、持続可能な地域づくりがよりいっそう推進されること

を目的にして三重県が実施しているものです。 

この日は実際にイベントを実施し、これまでの活動の写真や新聞、こけ玉などを提示して知事にア

ピールしました。協議会のメンバーからの活動に対する説明を聞いた鈴木知事は、積極的な活動を評

価した上で、「三重県もできる限りみなさんの地域づくりを支える取り組みを進めていきたいと思い

ます」と、今後の県政の中での地域支援を約束されました。会場にはたくさんの人が傍聴に訪れ、知

事とのやりとりを熱心に聞いておられました。 

 八知保育園だより 

 １２月１４日（金）、クリスマス会を行いました。サンタさんの登場に大喜びの子どもたちでし

た。「ありがとう」と嬉しそうにプレゼントを受け取ったり、「トナカイの名前はなんですか」と質

問したりしながら、サンタさんとの特別な時間を過ごすことが出来ました。 

 また、日頃から楽しんで遊んできたリズム遊びやごっこ遊び、劇あそびなどを、一人ひとりが元気

いっぱいの笑顔で、披露してくれました。子どもたちの遊びの中心にある「楽しい気持ち」を大切に

しながら、明るい園生活が送れるようにして

いきたいと思います。   

サンタさんが八知保育園にやってきた！！ 
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 １２月１６日（日）、津市美杉高齢者生活福祉センターで「歳末餅つき大作戦２０１８」 

(主催：あったか正月を実現する会【事務局、美杉地区社会福祉協議会内】)が行われました。 

 美杉地域の高齢者の方に、心温まるお正月を迎えてもらおうと募集したボランティアの皆さ

ん、小・中学生、民生委員、老人クラブ、地域内外の各種団体の方等、前日の準備も含めて延

べ３８０人にご協力をいただきました。 

 当日は４７臼のお餅をついてパックに詰めて、その日のうちに８０歳以上の方がみえる８１

８世帯に届けられました。 

 本事業は、お餅を食べていただくだけでなく、地域内で助け合える、顔の見えるお付き合い

ができるよう、「歳末の訪問活動」も兼ねて実施しています。  

歳末餅つき大作戦２０１８ 

栄養パトロールからのお知らせ 

～もう転ばない！足腰貯筋生活！～ 
 最近、足腰が弱ってきていませんか？ 
 みんなで楽しく、転倒予防・筋力アップのために
体を動かしましょう。ぜひご参加ください！ 

問い合せ先 美杉保健センター ☎２７２－８０８９ 

日  時：毎月第４火曜日 

      ２月２６日（火） 

時   間：１０時～１２時 

場  所：伊勢地地域住民センター 

持ち物：タオル、飲み物、 

     室内用運動靴 

内  容：筋力アップ・転倒予防体操   

       （DVDを見ながら行う体操） 

       レクリエーション 

「津市美杉町フェアおこしなして」 

          が開催されました！ 

１月１４日（月・祝）、イオンモール津南で初

めてとなる地域密着イベント、「津市美杉町フェ

ア・おこしなして」が開催されました。 

 イベントでは美杉町の特産品の販売や渡り蝶の

アサギマダラグッズ作成体験、JR名松線・森林セ

ラピー・ミツマタ群生地・スカイランドおおぼら

など観光PRを行いました。会場は大変多くの人

で賑わい、JR名松線のPRとして開催したチョロ

Ｑゲーム「名松線でGO!」は子どもから大人まで

たくさんの方々に楽しんでい

ただきました。 
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総合支所からのお知らせ 

子育てサークルそらまめ 

のお知らせ 

 親子のふれあいと交流の場として、毎月集まっ
ています。ぜひ、気軽にお越しください！ 

保健師・栄養士による 

健康相談・身体測定 

  日時：２月２２日（金） 

     ９：３０～１２：００ 

     ※受付は１１：００まで 

     場所:美杉保健センター 

     持ち物：母子手帳 

問い合わせ 美杉保健センター ☎２７２－８０８９ 

チャリティゴルフ実行委員会が寄付！ 

 １２月１０日（月）、美杉町チャリティゴル
フ実行委員会から美杉地区社会福祉協議会へ
チャリティゴルフ大会の寄付金が贈られまし
た。 
 大会は、９月２６日に美杉ゴルフ倶楽部で行
われ、趣旨に賛同された１７１名の方が参加さ
れました。                                    
 寄付金は、美杉地区社会福祉協議会により美
杉の福祉のために活用されます。                                     

 渡邊実行委員長（左）から日髙会長（右）へ贈られました 

     ご家庭でのごみの焼却は禁止されています 

ご家庭等でのごみ等の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１６条の２の規定で原則的に

禁止されています。 

悪質な場合は、この法律の第２５条の罰則が適用され、５年以下の懲役、若しくは１千万円以下の

罰金を受けることがあります。 

 また、ごみの焼却に伴って悪臭や煙が発生し、近隣の迷惑になるだけでなくダイオキシン等の有害

物質による健康上や環境上の社会問題になることもあります。 

 家庭から出るごみは決められた収集日に、決められた事項を守って出すようにしてください。 

                問い合わせ 美杉総合支所地域振興課 ☎２７２－８０８５ 

宗教行事や焼き畑農業等、法律で認められている焼却行為もありますが、煙や臭いによる周辺への

迷惑や出火防止のため、風向きや付近に十分な配慮と消火の準備をお願いします。 

 火災とまぎらわしい煙を発するあぜ焼き等を行う場合は、消防署への届け出が津市火災予防条例で

定められています。 

事前に書類の提出が出来ない場合は、たき火等の実施前に津市白山消防署美杉分署（☎２７４－０

２００）へお知らせください。 

放課後子ども教室、見守り係を募集します！ 

 ４月から美杉小学校体育館で、放課後子ども教室が始まります。放課後子ども教室とは、水曜日の放課後、小

学生が学校に残り、友達と宿題や遊びができる場所を提供する活動です。これまでの「スクールバスで家に帰

り、一緒に遊べない。」という子ども達の願いを解決することができます。その活動を見守る方を募集します。 

 なお、見守り係は２人で実施することになります。お手伝いいただける人には、謝礼をお支払いします。 

                                     問い合わせ  ☎２７４－００８８（小滝） 
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【電話番号】 美杉総合支所 

   地域振興課 ２７２－８０８０・８０８２・８０８５        市民福祉課  ２７２－８０８３・８０８４    人権センター  ２７２－８０９６   

   保健センタ ー ２７２－８０８９   教育事務所 ２７２－８０９１  ※その他の電話番号などは美杉総合支所へお問合せください。  

   下之川地域住民センターで健康相談を無料で実施 
  しています。 
   栄養指導、血圧測定及び尿検査もできますので、 

                     是非ご利用ください。  

日 時   １日（金）・１５日（金）   ９時３０分～１２時３０分 

☆相談日：毎月第１、第３金曜日（祝日の場合は、休業となります。） 

場 所  下之川地域住民センター内 

 問い合わせ 相談時（9時30分～12時30分）     ☎276-0333（下之川健康相談所）  

       相談日以外（平日8時30分～17時15分）☎272-8084（美杉総合支所市民福祉課） 

～森もり元気になろに！美杉～ （健康づくり推進員）からのお知らせ  

三重県立一志病院健康教室

 みんなで一緒に体操しませんか？ 

 寒さが厳しい季節となってきました。寒さで体
が凝っていたり、運動不足を感じたりしていませ
んか？一緒に楽しく体操を行い、体をほぐしま
しょう！また、体操終了後にはカローリングも行
います。ぜひお越しください！      

日時：２月１８日(月)９時３０分～ 
場所：美杉総合文化センター 多目的ホール 
参加費：無料 
持ち物：動きやすい服装・靴、飲み物、タオル 
申込：２月１２日(火)までに美杉保健センターへ 

 問い合わせ・申し込み 美杉保健センター ☎２７２－８０８９ 

“健康”について 一緒に 楽しく 学びましょう！ 

 後期第２回 しっかり噛んで食べる習慣 できていますか？    
          講 師：今井 聖子（津市中央保健センター 歯科衛生士）      
 日  時 ２月１２日（火） 13時～14時  場   所 一志病院診療棟２階会議室  
  問い合わせ 三重県立一志病院 外来 津市白山町南家城616 
       ☎262-0600（内線110） ＦＡＸ262-3264 電子メールihos@pref.mie.jp 

予約不要・参加無料 
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☆シルバーエミカの申請およびポイントチャージについて 

◉シルバーエミカの申請には、マイナンバーカード、暗証番号が必要です。 

 ○対象者 市内在住の65歳以上の方（平成31年3月末時点） 

◉ポイントチャージ(更新) ☞シルバーエミカが必要です。 

 ○対象者 平成３０年3月末までにシルバーエミカのポイントを使 
 用した方（上限が２，０００ポイントになるようにポイントを付与します。） 

◇窓口 ○市民福祉課 平日(祝日を除く) 午前8時半～午後5時15分 

    ○各出張所 次の予定は２月です。（右表のとおり） 

     午前9時～午前11時３０分、午後1時３０分～午後4時 

     ※来年度は5月以降、年数回実施する予定です。  
  
                       問い合わせ ： 市民福祉課（☎２７２－８０８４） 

★平成30年4月以降にポイントを使用された方のポイントチャー

ジは来年度5月以降になります。 

２月の予定 

14
日 木 

午前 多気出張所 

午後 八幡出張所 

19
日 火 

午前 竹原出張所 

午後 下之川出張所 

25
日 月 

午前 太郎生出張所 

午後 伊勢地出張所 

mailto:電子メールihos@pref.mie.jp

