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１１０番は、事件・事故等の緊急通報専用の電話です。
１１０番は三重県内のどこからかけても津市の警察本部にある「１１０番センタ
ー」につながります。皆さんの早い通報が事件などの早期解決につながります。

１１０番の目的に沿った正しい利用をお願いします。
不急の相談等が緊急通報専用電話である１１０番に寄せられることは、事件・事故等の緊急通
報に対する警察官の対応を遅らせるおそれがあります。緊急の事件・事故以外の相談は、最寄り
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の警察署や警察総合相談電話「＃９１１０」番、または０５９－２２４－９１１０をご利用ください。
警察総合相談電話「＃９１１０」番は、平日の９：００～１７：００まで受け付けています。携帯電
話や PHS からも利用できますが、一部のＩＰ電話からはご利用できませんのでご注意ください。

１１０番通報するときは、警察官の質問に対し、落ち着いて次のポイントを要領よく通報してください。
◆何があったのか

◆ケガはないか

◆いつ起きたのか

◆どこであったのか

聴覚の不自由な方は、次の手段をご利用ください。

ウェブ１１０番（アドレス http://mie110.jp）
110.jp）

表示される画面の各項目に必要事項を入力して送信してください。折り返し「１１０番センタ

ー」から、その他必要事項について尋ねますので、入力して送信してください。（チャット方式）

ファックス１１０番（FAX
ファックス１１０番（FAX 059059-229229-0110）
0110）

海蔵地区福祉の家
１６日(金) 野田公会所

10：00～
13：30～

１６日(金) 大谷台小学校会議室 14：00～

１６日（金）阿倉川町
10:10～10:40
１６日（金）東阿倉川１区
10:50～11:20
２１日（水）みゆきヶ丘二丁目 13:30～14:10
２８日（水）海蔵地区市民センター 10:00～10:30

ピアゴ北側駐車場
住友電装阿倉川寮
自治会管理駐車場
センター駐車場

何があったのか、場所はどこか、今の状況などに加え

て、名前、住所、FAX 番号を書いて送信してください。

スマートフォンや携帯電話からの１１０番は次のことに注意してください。
携帯電話等で移動しながら通報すると途中で通話が途切れたり、聞こ
えなくなったりします。必ず立ち止まってから通報してください。なお、自動
車を運転しながら、携帯電話等を手にしての使用は禁止されています。
県境付近で携帯電話等から「１１０番」をかけた場合、隣りの愛知県や

海蔵地区市民センターは、１２月２７日（土）から１月４日（日）まで
休ませていただきます。なお、戸籍の届出、ごみ・し尿の収集、救急医療
等の詳細については、広報よっかいち１２月下旬号をご覧ください。

岐阜県などの警察本部につながることがありますが、今いる場所と内容を
告げていただければ三重県の警察に転送されますのでご安心ください。

四日市市民大学（一般クラス）は、市民の皆さんの多様な学習意
欲に応え、学習の機会を提供するもので、市内に在住・在学・在勤
の方々に受講していただいています。
その市民大学を企画し、実施運営していただく市民団体、グルー
プを募集します。【募集の締め切りは、
募集の締め切りは、２月６日（金）必着
締め切りは、２月６日（金）必着】
２月６日（金）必着】
委託内容・応募方法など、詳細については、市ホームページをご
覧いただくか、下記にお問い合わせください。
【問合せ先】文化振興課 ＴＥＬ：３５４－８２３９
Ｅメール：bunkashinkou@city.yokkaichi.mie.jp
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平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、平成２６年度分市民税（均
等割）が課税されない人を対象に、「臨時福祉給付金」を支給しています。
ただし、課税されている人に扶養されている場合や、生活保護の受給者である
場合などは対象外です。
受付期限は、平成２７年１月３０日（金）
受付期限は、平成２７年１月３０日（金）です。
平成２７年１月３０日（金）です。期限までに受付がお済みにな
りませんと、支給対象であっても臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意く
ださい。
支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、下記までご連絡をお願
いします。
臨時福祉給付金室（四日市市役所９階） TEL３５４－８０９２
FAX３５４－８０９３
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平成２６年秋の叙勲が発表され、次
の方が瑞宝単光章を受章されまし
た。おめでとうございます。
石﨑 日出子さん（本郷町）

工業統計調査の調査員として、平成２０年調
査まで計３１回の調査にご尽力されました。
また、民生・児童委員として３０年間、現在
は更生保護女性の会海蔵支部長として社会貢
献活動に従事されています。

【募集人数】 ８名程度

１２月１日（月）に、海蔵地
区連合若生会から下記の施設
に、手作り雑巾を合計９００枚
ご寄付いただきました。大切に
使わせていただきます。ありが
とうございました。
海蔵保育園 海蔵幼稚園
海蔵小学校 大谷台小学校
山手中学校
海蔵在宅介護支援センター
海蔵地区市民センター

【勤 務 地】 各地区市民センター（詳しくは募集要項をご覧ください）

【職務内容】 地区市民センターにおける地域社会づくりに関する業務
【任

期】 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（再任用する場合もあります）

【主な受験資格】 次の要件を全て満たす人

① これまでに地域活動に取り組んだ経験がある人。
② 地域社会づくりに深い認識と理解を持ち、自ら積極的に取り組む意欲がある人。
③ 民間企業等で職務経験がある人。ただし、公務員は、正規職員を定年等で退職後、３年以
上経過していること。
④ 夜間、休日の会議、行事等への参加が可能な人。
⑤ 四日市市に在住する人。
【募集期間】 平成２７年１月７日から１月２２日（必着）

◇対象者 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの方

１２月１日現在で、本市に住民登録されている方には案
内状を送付します。市外に住民登録されている方で、案内
状の送付を希望される方は、下記までご連絡ください。

１１月定例月議会の議会報告会を常任委員会ごとに２日に分けて、１日２常任委員会ず
つ、４会場で開催します。定例月議会でどのような議論がされたのかを、議員が直接、市民の
皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミーティング（意見交換会）を開催します。
事前のお申し込みは不要ですので、会場までお気軽にお越しください。
日

時

常 任
委員会
所 管
事 項

急激に変化する地域の経済や、人口をめぐる状況をふまえ、地域を支える一員として根を
下ろしつつある外国人住民との共生を軸に、これからの地域の未来のあり方について考えます。
日時：
日時： １月 ７日（水） １８：
１８：３０～
３０～２０：
２０：３０ 会場：
会場：総合会館７
総合会館７階 第１研修室
講師：
講師：田村 太郎さん
太郎さん （ＮＰＯ法人多文化共生リソースセンター東海 理事）
メールにて①名前（ふりがな） ②所属団体 ③電話番号 を記入の上
お申し込み下さい。お電話でも受け付けています。
１月６日（火）締め切りです。

申込み方法：ＦＡＸまたはＥ

問合せ先：多文化共生推進室

ＴＥＬ３５４－８１１４ ＦＡＸ３５４－４８７３
Ｅメール：kyouseisuishin@city.yokkaichi.mie.jp
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第１部：議会報告会 第２部：シティ・ミーティング（意見交換会）
1 月 ８日（木） １８：３０～２０：４５

総務

政の企画、財
危機管理、消
防など
市

務、

羽津地区市民センター

必要書類を添え、市役所５階市民生活課へ郵送または直接お持ちください。（持

問合せ
問合せ先：市民生活課 TEL３５４
TEL３５４－
３５４－８１４６

（男 62 名 女 53 名）

H26.10.1 現在
※入場受付は行いません。
※酒類等の飲食物の持ち込みはできません。（入場をお断りする場合があります。）
※第１ホールが満席の場合は、第２ホールに入場してください。
※駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
詳しくは広報よっかいち１２月下旬号をご覧ください。
【問合せ先】こども未来課 青少年育成室 TEL３５４－８２４７

【応募方法】 市民生活課、各地区市民センター、楠総合支所にある募集要項の所定の用紙に

参の場合は、月曜日から金曜日（祝日を除く）の８：３０～１７：１５まで）

対象者

四日市市 3,100 名
海蔵地区 116 名

会場

２階 大会議室
大宮町 13-12

教育民生

１月 ９日（金） １８：３０～２０：４５

産業生活

都市・環境

業、農林水産
道路、住宅、上下
教育、こども、健康 商工
業、市民文化、市
水道、区画整理、
福祉など
立病院など
環境衛生など

桜地区市民センター
２階 大会議室
桜町 1399

楠総合支所
３階 大会議室

楠町五味塚 2060-72

総合会館
７階 第１研修室
諏訪町 2-2

※総合会館へお車でお越しになる方は、市営中央駐車場に駐車してください。
※全会場、手話通訳いたします。
※天候等により中止となる場合がありますので、あらかじめご了承願います。
【問合せ先】議会事務局 議事課 広報広聴係 TEL３５４－８３４０
木の温もりと、自ら作り上げる喜びを体験しよう。今回は、親子で共同作品「からくりおもちゃ」を作ります。

◇日 時 １月１７日（土）１０：００～１５：００
◇場 所 橋北児童館 工作室
◇講 師 よっちゃん（吉川 博和さん）
◇対 象 小学４年生以上（保護者同伴）
◇料 金 無料（持ち物あり）
◇定 員 ８名（先着順）
【申込み・問合せ先】 橋北児童館 ＴＥＬ３３１－８１９９
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