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四
日
市
市

人　口 男人口 女人口 世帯数 面　積

303,818人 151,899人 151,919人 134,061世帯 206.50㎢

市　章 庁　舎 二次元バーコード

〒510-8601
四日市市諏訪町1番5号
TEL059-354-8104  FAX059-359-0286 
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/

市長（任期）森　 智広（2024.12.23）

■

　

■

■

　

総人口（令和3年10月1日現在）
1,755,415人
（男/857,062人　女/898,353人）

行政区画
14市15町の29市町

土地（令和4年1月1日現在）
総面積　5,774.48㎢
（面積順位25位）

※各市町の人口及び世帯数は
　「三重県月別人口調査結果年報」より
　  （令和3年10月１日現在）

三重県の市町紹介

※市町長名及び（任期満了日）は令和4年8月１日現在

津 

市

人　口 男人口 女人口 世帯数 面　積

272,753人 132,525人 140,228人 117,905世帯 711.18㎢

市　章 庁　舎 二次元バーコード

〒514-8611
津市西丸之内23番1号
TEL059-229-3275  FAX059-229-3255 
https://www.info.city.tsu.mie.jp/

市長（任期）前葉 泰幸（2023.4.25）

松
阪
市

人　口 男人口 女人口 世帯数 面　積

157,850人 75,682人 82,168人 65,747世帯 623.58㎢

市　章 庁　舎 二次元バーコード

〒515-8515 
松阪市殿町1340番地1
TEL0598-53-4321  FAX0598-26-4030 
https://www.city.matsusaka.mie.jp/

市長（任期）竹上 真人（2023.10.3）

伊
勢
市

人　口 男人口 女人口 世帯数 面　積

121,656人 57,682人 63,974人 51,761世帯 208.37㎢

市　章 庁　舎 二次元バーコード

〒516-8601  
伊勢市岩渕1丁目7番29号
TEL0596-23-1111  FAX0596-21-5522
https://www.city.ise.mie.jp/

市長（任期）鈴木 健一（2025.11.14）

せいかつの相談窓口
三重県ではさまざまな「相談窓口」を設けています。
まずは気軽にお電話をください。

医療・身体
█みえ子ども医療ダイヤル
☎＃8000または☎059-232-9955
対象  子どもの急な病気や事故、薬に関する心配ごとを抱える方
 （看護師等がお答えします）
時間  毎日 19時30分～翌朝８時

█医療相談★
☎059-224-3111
対象  医療に関する悩みを抱える方（治療内容や医療ミス等の判断はできません）
時間  月～金曜日 ８時30分～12時、13時～17時

█がん相談★〈三重県がん相談支援センター〉
☎059-223-1616
対象  がんに悩む患者やその家族の方
時間  月～金曜日・第１日曜日（１月と５月は第３日曜日、翌日の月曜日は休み） 
 ９時～16時30分

█不妊専門相談★〈不妊専門相談センター〉
☎059-211-0041
対象  不妊や不育症に関する悩みを抱える方
時間  毎週火曜日 10時～20時

█妊娠レスキューダイヤル★
☎090-1478-2409
対象  予期せぬ妊娠等に関する悩みを抱える方（助産師・看護師がお答えします）
時間  月・水曜日 15時～18時　 土曜日 ９時～12時

█こども家庭相談
☎059-233-1425
対象  子どもや子育てに関する悩みを抱える方
時間  毎日 13時～21時（12月29日～１月３日を除く）

█教育相談★〈三重県総合教育センター〉
☎059-226-3729
対象  子どもたちの心や体の問題に関する悩みを抱える方
時間  月・水・金曜日 ９時～21時　 火・木曜日 ９時～17時

█教育行政相談★〈三重県教育委員会 教育総務課〉
☎059-224-2806　℻059-224-2319
対象  教育行政に関する悩みを抱える方
時間  月～金曜日 ８時30分～12時、13時～17時15分

█いじめ電話相談
☎059-226-3779
対象  児童生徒のいじめに関する悩みを抱える方
時間  毎日 24時間

█児童相談所虐待対応ダイヤル
☎189〔いちはやく〕お近くの児童相談所につながります
対象  児童虐待に関する通告・相談がある方
時間  児童虐待通告は毎日 24時間

█こどもほっとダイヤル
☎0800-200-2555
対象  悩みを抱える18歳未満の子ども
時間  毎日 13時～21時（12月29日～１月３日を除く）

█少年相談110番★〈県警本部内〉
☎0120-41-7867
対象  悩みを抱える子どもたちとその保護者等
時間  月～金曜日 ９時～17時

子どもの心・教育
█子どものこころの相談★
☎059-253-2030
対象  子どもの悩みと発達についての相談がある方
時間  月~金曜日 ９時30分～12時、13時～16時30分

█体罰に関する電話相談★
☎059-226-3729
対象  学校における体罰に関する悩みを抱える方
時間  月・水・金曜日 ９時～21時　 火・木曜日 ９時～17時

就職・労働
█就職相談★〈おしごと広場みえ〉
☎059-222-3309
対象  大学・短大等に在学中の方や、概ね51歳以下の求職者
時間  月～金曜日 ９時～18時
 第１・第３土曜日 11時～17時

█若者の自立や就労に向けた相談★ 
〈地域若者サポートステーション〉
北勢☎059-359-7280 中勢・東紀州☎059-271-9333
伊賀・名張☎0595-22-0039 伊勢・志摩☎0596-63-6603

対象：主な対象者　 時間：相談時間　★：祝・休日および年末年始は除きます。
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●木製品

飲料容器
印刷用紙

●間伐材を使った
紙製品

●木質バイオマス出典：森林・林業白書（林野庁）
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　「植える→育てる→使う→また植える」というサイクル（森林資源の循環
利用）によって森林は元気な状態を保つことができ、将来にわたって木材の
利用が可能となります。また「洪水を防ぐ」「生物多様性の保全」など、森
林が持つ大切な役割も果たすことができます。
　さらに、建築用材として木材を利用すれば、炭素を貯蔵する「第２の森林」
としての役割を果たすとともに、化石燃料の代わりに利用することにより、
CO2排出を抑制し、地球温暖化の防止にも貢献します。　

　「三重県の環境を考える」をキーワードに、プラスチッ
クごみ対策や食品ロス削減など、私たちの身近な暮らし
の中で行われている取組などを特集します。
　県民の皆さまが、持続可能な社会の実現に向けて、省
エネ・省資源や資源の有効利用など、身近なことからは
じめていただくきっかけになればと願っています。

森林資源の循環森林資源の循環

　山村地域の
過疎化や林業
の不振などに
より、手入れが
不足した荒廃
森林が増えて
います。
　災害に強い森林づくりを進める
ため、適切な森林整備が必要です。

　未来の森林を守るためには将来
的に森林を管理していく人材の育
成や森林教育が欠かせません。

　三重県では森林資源の循環を実現するための取組と併せて、「み
え森と緑の県民税」を活用し、災害発生リスクを軽減するための「災
害に強い森林づくり」と、森林づくりを将来に引き継いでいくための
「県民全体で森林を支える社会づくり」に取り組んでいます。

　SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年9月の国連サミットで採択された2030年ま
でに達成すべき国際社会全体の開発目標で、貧困の解消など17のゴールと169のター
ゲットで構成されています。また、「誰一人取り残さない（no one will be left behind）」
ことを理念とし、持続可能で、多様性と包摂性のある社会の実現をめざしています。

適切な森林の整備 人材の育成・確保

これらの取組が森林資源の循環を守ります

SDGsとは

　森林資源の循環利用を進めるためには、積極的
に木材を利用する必要があります。

県産材利用の促進

みえの木を使った木製品カタログはこちら ▼

2030年度までにめざすべき姿

スマート社会みえ
　三重県環境基本計画では、SDGsの考え方を
取り入れ、脱炭素社会を見据えた低炭素社会、
循環型社会、自然共生社会、生活環境保全が
確保された社会の構築を目標に掲げ、環境、経済、
社会の統合的向上が図られた持続可能な社会
（スマート社会みえ）の実現をめざしています。

「三重県環境基本計画」
（令和2年３月改定）


