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火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・
　死亡者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・

世帯数・・・・・

人　口・・・・・・・
　
　男性・・・・・・・・
　女性・・・・・・・・

６月１日現在

市民の動き
５月分

（2022年累計）

悲しい数字

1312

11件（58件）
3件（16件）

1,348件（6,724件）
700件（3,261件）

0人（1人）
56人（304人）

127,659世帯
（前月比338世帯増）

273,224人
（前月比154人増）

132,951人
140,273人

とき（８月） ところ
２日㈫13時30
分～15時30分

アスト津４階
会議室４

８日㈪13時30
分～15時30分

久居総合福祉会館北館２階
会議室

15日㈪13時30
分～15時30分

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

とき（８月） ところ
１日㈪９時30
分～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

とき（毎月） 内　容
毎週火曜日13時～18時
※第５火曜日除く

面談・
電話相談
(予約優先)第３金曜日17時～19時

９日㈫９時30
分～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

18日㈭13時～
16時(受け付け
は15時まで)

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

※祝・休日、年末年始を除く

「盛土110番」で土砂災害を防止！
　危険な盛土を見つけたら、盛
土の場所や規模(高さや幅)などの
情報をお知らせください。
q三重県県土整備部防災砂防課
(t224－2705)

サマージャンボ宝くじ発売中！
　宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われま
す。発売期間は８月５日(金)まで
です。
q三重県市町村振興協会(t225－
2138)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
d７月28日(木)19時～21時、31
日(日)14時～16時30分　bアス
ト津３階　n不登校で悩んでいる
保護者を中心とした集まり　※誰
でも参加できます。　¥200円
q同会担当(t080－1987－4008)

合同企業説明会
　就職氷河期世代を対象に15社
による企業説明会を開催します。
d８月５日(金)・６日(土)13時～
16時　bアスト津５階ギャラリー
１・２　oおおむね36～51歳　
qおしごと広場みえ(t222－3300)

ジュニア・ロースクール
d８月８日(月)13時～
17時30分　b津地方裁
判所(中央)、三重弁護
士会館２階ホール(丸之内養正町)
n法廷傍聴(見学)、刑事模擬裁判

o中学生　g20人　※刑事模擬裁
判のみリモート参加も可
@７月26日(火)までに三重弁護士
会(t228－2232)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
d①８月10日(水)10時～15時 ②
８月17日(水)13時～15時30分　
b①同センター作業室(三重町津
興) ②久居総合福祉会館　o市内
に在住の60歳以上で臨時・短
期・簡易な仕事を探している人
@同センター(t224－4123)へ

地域で管理栄養士・栄養士として
一緒に活動しませんか
　三重県地域活動栄養士連絡協議
会津支部による活動紹介と説明会
を開催します。
d８月２日(火)10時～11時　b津
リージョンプラザ２階栄養指導室
oおおむね55歳まで
@同支部(t273－6103)へ

津市民親睦テニス大会
d８月28日(日)９時
30分～15時30分
(受け付けは９時～) 
※雨天の場合は９
月11日(日)　b津市民テニスコー
ト　n団体戦(男子ダブルス・女
子ダブルス・混合ダブルス)　o
市内に在住・在勤で60歳以上の
男性と50歳以上の女性(新型コロ
ナワクチン３回目を接種済みの人)
gs60人　¥500円
@７月23日(土)～８月３日(水)に
電話またはファクス、Ｅメール
で住所、氏名、生年月日、年齢、
性別、電話番号を津シニアテニス

連盟担当(t090－7675－3323、
f268－3445、Mano.nakamura.
11－12@zc.ztv.ne.jp)へ

高田短期大学公開講座
「PowerPoint 自治会・町内会等
で使える音声スライド作成講座」
d９月３日(土)14
時～16時　b同短
期大学ＰＣ教室(一
身田豊野)　o高校
生以上　gc20人
@８月19日(金)までに必着で、は
がきに講座名、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を記入し、高
田短期大学公開講座係(〒514－
0115 一身田豊野195)へ　※同
短期大学ホームページからも申し
込み可
q同短期大学(t232－2310)

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
d10月20日(木)10時～15時40分
b三重県吉田山会館第204会議室
(栄町一丁目)　n国語・社会・数
学・理科・英語　o病気などのや
むを得ない理由で、小中学校等へ
の就学を猶予または免除された人
など
@願書の受け付けは９月２日(金)
まで　※消印有効
q県教委高校教育課(t224－2913)
　
自衛官候補生など
　防衛省では、令和５年度採用の
自衛官(航空学生、一般曹候補
生、自衛官候補生)および学生(防
衛大学校、防衛医科大学校「医学
科・看護学科」)を募集していま
す。応募資格など詳しくは、自衛
隊三重地方協力本部のホームペー
ジをご覧ください。
q同本部津募集案内所(t224－
4324)

家族ピアサポート「津すたーとら
いん」こころのサロン
　心の不調や病のある人を支えて
いる家族で集まって話しません
か。
d偶数月の第４水曜日、奇数月の
第４土曜日いずれも13時30分～
15時30分　bサンヒルズ安濃大
会議室　g20人
@津すたーとら
いん担当(t090－
7352－5181)へ

栄養の日 公開講座
「栄養と環境～地球を元気に、未
来を笑顔に～」
d８月５日(金)13時30分～15時
b三重県医師会館１階健康教室
(桜橋二丁目)　n冨本秀和さん(前
三重大学大学院医学系研究科脳
神経内科教授)による講座「認知
症の予防～人生100年を健康で過
ごす～」、竹内恵美子さん(上野
病院管理栄養士)による講座「食
べ物と認知症の関係」　gs60人
q三重県栄養士会(t224－4519)

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症
の人やその家族を見守り支援する
サポーターを養成します。
d８月28日(日)10時30分～12時
b中央公民館会議室　gs20人
@７月28日(木)からだいじこファ
ミリー担当(t090－7300－5840)へ

全国一斉不動産表示登記相談会
(予約優先)
d７月30日(土)10時～17時(受け
付けは16時まで)　b三重県土地
家屋調査士会館(河辺町)　n法務
局職員と土地家屋調査士による土
地の境界、文筆・地目変更、建物
の新築、増築、滅失に関する相談
@同調査士会(t227－3616)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
d８月18日(木)10時～12時、13
時～15時　b市本庁舎３階相談室
o市内に在住の人(新規優先)　
gc８人(１人30分以内)
@８月12日(金)16時までに男女
共同参画室(t229－3103)へ

社労士による労働相談(要予約)
d毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を
除く)　b三重
県社会保険労務
士会(島崎町)　
n解雇、賃金、
職場でのハラスメント、人事、配
置転換、労働契約などの相談
@同会総合労働相談所(t228－
6064)へ

犯罪被害者相談
d毎週月～金曜日10時～16時(祝･
休日、年末年始を除く)　bみえ
犯罪被害者総合支援センター(栄
町一丁目)　n犯罪の被害に遭っ
た人や家族の相談　※電話相談や
法律相談(予約制)などもありま
す。
q同センター(t221－7830)

消費生活相談
d毎週月～金
曜日９時～12
時、13時～16
時(祝･休日、
年末年始を除
く)　b市本庁
舎３階市民交
流課内　n消
費生活相談員
による商品の購入やサービス利用
などのトラブルに関する相談(電
話相談も可)
q津市消費生活センター(t229－
3313)

交通事故面談相談(要予約)
d毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間は予約

時にお問い合わせください。　b
三重弁護士会館(中央)　n交通事
故に関する相談(面談)
@月～金曜日９時～17時に同弁護
士会(t228－2232)へ

８月の行政相談・市政相談
　行政相談員(市政相談員)が国や
市などの行政に関する意見等を受
け付けます。

q三重行政監視行政相談センター
(t227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
nいじめ、虐待、プライバシー侵
害、近隣関係など
■特設人権相談所

q津人権擁護委員協議会津地区委
員会(t228－4193）
■常設人権相談所
d毎週月～金曜日８時30分～17
時15分(祝・休日、年末年始を除く)
b津地方法務局人権擁護課(丸之内)
※電話相談t0570－003－110、
t0120－007－110(子ども相談)、
t0570－070－810(女性相談)
q同課(t228－4193)

カウンセラー相談(面談・電話)

n夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　o市内に在住の人
@男女共同参画室(t229ー3103)へ


