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北畠神社で行われた霧山薪能。境内の特設舞台で能「小鍛治」が演じられ、観覧者は日本古来の伝統芸能に酔いしれた(9月30日 美杉町上多気)表紙

11 10   ~12
北畠神社にある北畠氏館跡
庭園で紅葉のライ
トアップイベント
「寂庭の宴」を開催
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11月は児童虐待防止推進月間11月は児童虐待防止推進月間News
P５

特集
P２

津市の子育て支援津市の子育て支援News
P４

災害時の緊急情報災害時の緊急情報
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津市にお住まいの皆さんにお届けします

災害時の緊急情報

使える

使えない、苦手だ
携帯電話や

インターネットが使える？

あなたにオススメ！

聞こえる 聞こえない
聞こえづらい

　市内487カ所に設置した
屋外スピーカーから、避難勧
告などの緊急情報や行政情
報をお伝えします。

　同報系防災行政無線で放送した内容を携帯電話
へメール配信します。防災情報メール配信システム
(　http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/mobile/)から
受信希望地域を選んで、登録してください。

　市内にお住まいの外国人の皆さ
んのために、６種類の「津市防災情
報メール多言語版」もあります。
  それぞれの言語に対応したメー
ルアドレスに空メールを送信して、
登録してください。

　緊急情報を携帯電話へメー
ル配信します。
エリアメール…ＮＴＴドコモ
緊急速報メール…au、softbank
　文字数などに制限があるた
め、詳しい情報を入手するため
には「津市防災情報メール」に
登録してください。

　トップページで、災害対策本
部の設置・廃止、避難勧告などの
発令・解除や
避難所開設状
況、被害状況
などをお知ら
せします。

避難勧告などの緊急情報が屋外スピーカーから聞こえる？災害
発生

津市防災情報メール

エリアメール、緊急速報メール

津市ホームページ

あなたにオススメ！

同報系防災行政無線

　大雨や地震による災害などが予想されるとき、
避難勧告などの緊急情報を、早く正確にお伝えす
ることが、市民の皆さんの生命や財産を守ること
につながります。
　津市では、平成20年から３年間で災害情報通
信システムを整備しました。同報系防災行政無線
からは、避難勧告などに関する情報のほか、全国
瞬時警報システム（Ｊ-アラート）を通じて、津波警

津市

サイレン音が聞こえたら安全な場所に避難を！　　

サイレン音が聞こえたら安全な場所に避難を！　　

Please send
a blank mail

for registration.

English(英語)　　　　　 eng@tsumail.jp
Português(ポルトガル語)　　 por@tsumail.jp
Español(スペイン語)　　 esp@tsumail.jp
Tagalog(タガログ語)　　tag@tsumail.jp
中文(中国語)　　                 chn@tsumail.jp
やさしいにほんご　　        e jp@tsumail.jp

避難情報 地震関連情報

津波情報 国民保護情報防災情報メール
配信システムへ

津市防災情報メール多言語版

HP

報や弾道ミサイル飛来時などの国民保護サイレ
ン音が瞬時に流れる仕組みになっています。ま
た、防災行政無線を補完するため、津市防災情報
メールや、ファクス配信サービス、電話応答サービ
ス、津市ケーブルテレビのＬ字テロップの構築も
順次行い、平成23年から本格運用しています。
　以下のチャートで、自分に合った緊急情報の入
手方法を確認し、防災への意識を高めましょう。

避難準備情報(○○川)
○○年○月○日　○：○○

こちらは、津市災害対策本部で
す。○○川の水位が上昇してい
ます。以下の地域にお住まい
で、避難に時間がかかる方は、
早めに避難を開始してくださ
い。その他の方も、今後の状況
に注意し、いつでも避難ができ
るように準備を始めてください。
【対象地域】
＜○○地域＞
○○地区

事前登録
が必要

Tsu City Disasters Prevention
Informative E-mail
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問い合わせ　危機管理課 　　229-3281　　223-6247

　同報系防災行政無線で
放送した内容を音声ガイ
ダンスで確認できます。

　ケーブルテレビ(津市行
政チャンネル)で、通常の
放送画面を小さくして、緊
急情報を放映します。
チャンネル…123ch

電話応答サービス テレビのＬ字テロップ

059-221-5424
0800-200-1699

（県内のみ利用可）

(有料)
災
害
情
報
○○川の水位の上昇に伴い、○○地区の

　避難勧告などの発令時に、ＦＭ三重が発信する信号を受信することで自動的に電源が入り、避難情
報を伝える「津市緊急告知ラジオ」を、対象者に貸与します。
　同報系防災行政無線は市が放送を行いますが、津市緊急告知ラジオではＦＭ三重のラジオ放送
(78.9MHz)の中でアナウンサーが情報を伝えるため、市販のラジオでも聞くことができます。また、
津市緊急告知ラジオは購入することもできます。詳しくは危機管理課にお問い合わせいただくか、
広報津９月16日号折り込み紙「災害時の防災情報伝達」をご覧ください。

津市緊急告知ラジオ10月から申請受け付け中！NEW

　次の全てに当てはまる人に、緊急告知
ラジ

オを無償で貸し出します。

　避難行動要支援者、または自主防災会
長、

自治会長、民生委員、消防団員などの避難

行動を支援する人

　同報系防災行政無線が聞こえない人

　電話応答サービス以外の防災情報を
伝え

るシステム(メールやファクス送信サービ
ス

など)が使えない人

あなたは貸与の対象者？
チェックしてみましょう。

　危機管理課または各総合支所
地域振興課の窓口で申請してく
ださい。来年１月から市内各地
で行う「配付会」で、ラジオの操作
説明を兼ねて貸与します。

来年１月から
貸与開始！

今
ま
で
災
害
情
報
が

得
ら
れ
に
く
か
っ
た
人
に

避
難
情
報
を
お
伝
え
し
ま
す
。

自
動
で
電
源
が

入
り
ま
す
。

フリー
ダイヤル

あなたにオススメ！

　同報系防災行政無線で放送した内容を
ファクスで送信します。
登録方法　危機管理課または各総合支所地
域振興課にある「津市防災行政無線ファ
クス送信依頼書」を直接窓口、または
ファクスで危機管理課(Ｆ223-6247)へ

ファクス配信サービス
事前登録
が必要

受信希望地域(津・久
居・河芸・芸濃・美里・
安濃・香良洲・一志・白
山・美杉)が選べます！
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子育てを応援する場所
子育て支援センター
　０歳から就学前(主に未就園児)の子どもを対象
に、親子で集い交流できる場所です。子育てに関
する相談も行っています。市内の保育所など19
カ所で週３回以上開設しています。
子育て広場
　０歳から就学前(主に未就園児)の子どもを対象
に、親子で集い交流できる場所です。子育てに関
する相談を行っているところもあります。公の機
関に限らず民間団体などでも特色のある子育て広
場があり、開催日時もさまざまです。
児童館
　０歳から18歳未満の児童に遊び場と遊びを提
供する施設です。遊びを通して児童が心身ともに
健やかに成長するお手伝いをしています。小さい
お子さんも保護者と一緒に遊べます。

　市内の子育て支援センター、子育て広場、
児童館の場所や連絡先などは、冊子「おや
こでおでかけ」で紹介しています。幼稚園
入園前のお子さんと保護者が楽しく遊べる
「公立幼稚園未就園児の会」に関する情報
も、同冊子をご覧ください。
　また、子育てに関する手続きや制度を紹
介した冊子「津市の子育て
ハンドブック」も作成して
います。

「おやこでおでかけ」
「津市の子育てハンドブック」

冊子をご利用ください！

　子育て家庭を取り巻く環境は、少子化や核家族
化、地域のつながりの希薄化、子育て中の親子の
孤立化など、子育てに対する不安感や負担感が大
きくなりやすい状況にあります。

　津市では、子育てをしている人の不安やストレ
スを少しでも解消し、子どもを安心して産み育て
られる環境づくりを目指しています。子育てを応
援する場所をぜひご利用ください。

津市の子育て支援
問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3334

親子で遊びに来てください！

津市ホームページをチェック！➡

　子育ては当事者だけでなく、地域で支えてい
かなくてはなりません。その環境をつくるため
には、子育て家庭だけでなく一人一人が「子育
て支援」について理解を深めることが必要で
す。子育て支援を利用したい人や、子育て支援
に関する活動をしたい人が、多様な取り組みを
知り、支援者と利用者そして市民が交流するこ
とが子育て支援の環境づくりにつながります。
　興味のある人は、ぜひお越しください。
内　容　津市内の子育て支援に関わる団体、事

業者、ボランティアが集まり、それぞれの取
り組みの紹介と、親子で参加できる製作や、ふ
れあい遊び、人形劇、バルーンアート、ハン
ドマッサージなどのコーナーや、子育て相談
を企画しています。
問い合わせ　高田短期大学育児文化研究セン
ター(　232-2310)

～どなたでも、お越しください～
津ながろう・知らせよう子育て支援

11 23 10:00~15:00
北部市民センター２階木・祝
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　児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。
多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多
く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3334

11月は児童虐待防止推進月間

児童虐待とは

児童虐待を防ぐために

児童虐待・家庭児童相談窓口

身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる、溺れさせるなど
ネグレクト
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、重い病気になっ
ても病院に連れて行かないなど

性的虐待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポル
ノグラフィの被写体にするなど
心理的虐待
　言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的
扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振る
う(ドメスティック・バイオレンス：DV)など

　津市では、虐待の発生予防、
早期発見・早期対応から虐待を
受けた子どもの自立に至るま
で、切れ目のない総合的な支援
が必要と考え、児童虐待につい
ての連絡を受けると、児童相談
所に連絡して関係機関から情報
を集めます。その後、保育所や
教育委員会、学校、保健セン
ターなどの関係者がチームを組
んで支援の方法を検討し、必要
があれば家庭訪問をするなど協
力して家庭支援を行います。
　なお、虐待による危険性が高
い場合、子どもを児童相談所で
一時的に保護するなど、児童相
談所、警察署などと連携して対
応します。

いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声 (平成29年度「児童虐待防止推進月間」標語)

支援の必要な家庭

支援
支援

協議

連
携
し
て
対
応

支援相談

通告

通告

支援の協力依頼

医療機関

関係機関

保育所・幼稚園・
　 小学校など

民生委員・
児童委員

こども支援課
家庭児童相談

健康づくり課
保健センター

教育委員会

警察署

市民 市役所
児童相談所

緊急時の
連携

措置

児童福祉
　施設

相談受け付け

調査

ケース検討会議

支援の実施

相談受理会議

調査

施設保護

一時保護家庭支援

ケース検討会議

■虐待防止のための体制

　虐待を受けたと思われる子ど
もや子育てに悩む親がいたら、
また自分自身が出産や子育てに
悩んでいたら、児童相談所や市
の窓口へ相談してください。
　連絡は、匿名で行うことも可
能です。連絡者や連絡内容に関
する秘密は守られます。

189番にかけると
お近くの児童相談
所につながります。

こども支援課
家庭児童相談（こども支援課内）
久居総合支所福祉課
河芸総合支所市民福祉課
芸濃総合支所市民福祉課
美里総合支所市民福祉課
安濃総合支所市民福祉課

Ｔ229－3284
Ｔ229－7830
Ｔ255－8831
Ｔ244－1703
Ｔ266－2515
Ｔ279－8116
Ｔ268－5516

Ｔ292－4302
Ｔ293－3003
Ｔ262－7015
Ｔ272－8084
Ｔ231－5666
Ｔ213－0110
Ｔ254－0110

香良洲総合支所市民福祉課
一志総合支所市民福祉課
白山総合支所市民福祉課
美杉総合支所市民福祉課
三重県中勢児童相談所
津警察署
津南警察署

ところ 電話番号 ところ 電話番号
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1
TSU NEWS 第13回津シティマラソン大会 参加者募集

申し込み　スポーツ振興課または各総合支所地域
振興課、市内の運動施設などにある大会要項に添
付の振込用紙に必要事項を記入し、最寄りの郵便
局から申し込むか、参加費を添えて直接スポーツ
振興課窓口へ。スポーツエントリーやＪＴＢス
ポーツステーションのインターネット申し込みも
ご利用ください。　※申し込み受け付け後の参加
費の返金や参加種目の変更はできません。
締め切り　11月27日(月)必着。スポーツ振興課
に直接申し込む場合は11月30日(木)まで。
※当日は、交通規制にご協力ください。　　　

　４種目33部門のレースのほか、お楽しみ抽選
会や振る舞い鍋、ミニ物産展、鍼灸コーナーなど
もあります。奮ってご参加ください。
コース　安濃中央総合公園を発着点とするコース

定　員　先着3,000人
費　用　ジョギング…1,000円、２㎞・５㎞…各
1,500円、10㎞…2,500円

参加できません

ジョギング
600人 ２㎞

650人 ５㎞
650人

10㎞
（70分以
内に完走
できる人）
1,100人

部　門 種目・定員

※ジョギングを除くいずれの部門も男女別順位を決定

問い合わせ　スポーツ振興課　　229-3254　　229-3247

来
年

土佐礼子さん
　2001年エドモントン世界陸上銀メダル、
2004年アテネ五輪で5位入賞。その後も、
2007年大阪世界陸上銅メダル、2008年北京
五輪出場と、日本女子マラソン界を代表する
ランナーとして活躍し、2012年に現役を引
退。現在、三井住友海上火災保険女子陸上競
技部プレーイングアドバイザー。

3
TSU NEWS

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247
津市総合防災訓練

9:00~12:00
美里グラウンドおよびその周辺

　みさとの丘学園の児童生徒を含む地域住民をは
じめ、自主防災組織や民間企業、ボランティア、
医療機関、防災関係機関が役割分担し、連携しな
がら、大雨や地震などに伴う土砂災害を想定した
訓練を行います。地域の防災意識を高め、災害対
応力の向上と、災害時の被害の軽減を目指します。

日
　どなたでも見学・体験できる災害関連のコー
ナーもありますので、気軽にご参加ください。
　なお、訓練会場では、ヘリコプターや訓練車両
のサイレンの音、道路の一時的な混雑などでご迷
惑をお掛けしますが、ご理解をお願いします。
※当日は、旧高宮小学校グラウンドに駐車し、会
　場へは駐車場から出るシャトルバスをご利用く
　ださい。

2
TSU NEWS スイーつスタンプラリー開催中！

　参加店舗で300円以上買うとスタンプを１つ押し
てもらえます。台紙は、参加店舗や市本庁舎１階受け
付けにあるほか、スイーつのホームページ(https://
sweetsu.jimdo.com)からもダウンロードできます。
景　品　特別賞は、参加店舗のスイーツ１年分を
抽選でプレゼント。スタンプ数に応じて特別賞
ほか３コースがあり、応募者全員にお菓子教室
ご招待のダブルチャンスもあります。

応募方法　スタンプを押印した台紙に必要事項を

9:00開会式  10:00スタート
安濃中央総合公園内多目的グラウンド日

今年のゲストランナーは五輪女子マラソン元日本代表 土佐礼子さん

来年１月31日　まで！市内の和洋菓子店27店を巡って応募しよう！

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

記入し、直接窓口または郵送で
　津市物産振興会事務局(商業振興
　労政課内、〒514-8611 住所不要)へ　※来年１月
31日(水)までは各参加店舗でも受け付けます。
締め切り　来年２月７日(水)必着
抽選会　来年２月24日(土)・25日(日)に津センター
パレスで開催される「第８回スイーつフェスタ」
で実施　※応募者に送付する案内状を持参する
と、抽選に外れてもプレゼントがもらえます。

しん きゅう

小学３年生以下と保護者
小学４～６年生
中学生
高校生～29歳
30～49歳
50～59歳
60歳以上
70歳以上の男子
（５㎞・10㎞のみ）

水
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6
TSU NEWS 記念樹用苗木＆生け垣緑化用苗木を配布

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

◆記念樹用苗木
対　象　市内に在住で、平成28年４月１日以降、
次のいずれかに当てはまる人

●婚姻届または出生届を提出した人
●市内で一戸建て住宅を建築または購入した人
●還暦を迎えた人
配布苗木　オタフクナンテン(常緑低木)、コデマリ
(落葉低木)、シマトネリコ(株立ち、常緑高木)、キン
モクセイ(常緑高木)、ジューンベリー(落葉高木)、
ハナミズキ(落葉高木)の中から希望する苗木１本

配布時期　来年３月ごろ
締め切り　来年１月31日(水)
◆生け垣緑化用苗木
対　象　市内の個人住宅の公道に直接面した敷地

に生け垣を新設または作り替える人　※延長が
３ｍ以上の生け垣に限る
配布苗木　ボックスウッド、サザンカ、プリペッ
ト、ヒイラギモクセイ、キンメツゲ、シラカ
シ、ベニカナメモチ、トキワマンサク(赤葉)の
中から希望する苗木
配布時期　植え付け適期に応じて
配布本数　生け垣の延長１ｍ当たり３本(最大60本)
いずれの申し込みも
　都市政策課または各総合支所地域振興課にある
申請書に必要事項を記入し提出(生け垣緑化用苗
木の配布申請書には、位置図、見取り平面図、現
況写真の添付が必要)　※申請書は津市ホーム
ページからもダウンロードできます。

4
TSU NEWS 就業支援パソコンセミナー

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

ところ　中央公民館情報研修室
対　象　　または　各講座の全ての日程に参加で
　き、パソコンの文字入力、ワード・エクセルの基本
　操作(簡単なビジネス文書の作成、データや計算
　式の入力、グラフの作成)ができる市内に在住・在

講座名 内　容とき（いずれも全６回）

来年１月５日～２月９日の
毎週金曜日10時～12時

来年２月16日～３月23日の
毎週金曜日10時～12時

文書処理技能
認定試験３級
合格レベル

表計算処理技
能認定試験３
級合格レベル

資格取得を
目指すワー
ド講座

資格取得を
目指すエク
セル講座

※課題あり、最終日は試験とビジネスマナーセミナーを実施

　勤・在学の人　※初心者向けではありません。
定　員　抽選各20人
受講料　無料(別途テキスト代1,000円と受験料が必要)
持ち物　ＵＳＢメモリー
申し込み　往復はがきで「就業支援パソコンセミ
ナー希望」と明記し、希望講座名(２つの講座
を希望する場合は第１希望と第２希望)、郵便
番号、住所、氏名・フリガナ、年齢、電話番
号、託児を希望する場合は、子どもの氏名・フ
リガナ、年齢、性別を、商業振興労政課(〒514-
　8611 住所不要)へ
締め切り　11月16日(木)必着

5
TSU NEWS 秋の彩りと江姫・高虎さんゆかりの地ウォーク

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

津のまん中ウォーク

緑に囲まれた美しく住みよいまちをつくるために

10:30~11:30受け付け
近鉄津駅西口集合

　紅葉に彩られた津偕楽公園・四天王寺・津
城跡や海の玄関口「津なぎさまち」、イベント
が行われる商店街などを巡るウォーク。コー
スの途中では、抽選会(受け付け先着400人)
や安濃津ガイド会による説明もあります。

地元自治会による
振る舞い鍋(先着400人)

第38回新町フェスタ2017
９：00～

男女共同参画社会を目指し、就職・キャリアアップに役立つ技能を習得

11 23    木・祝

１歳～就学前の
子どもの

無料託児あり



○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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資産税課
　229－3132　　229－3331

土地・家屋の相続人代表者
指定届の提出

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

請求はお済みですか？
戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金

交通政策課
　229－3180　　229－3336

津エアポートライン（高速船）
定期整備期間中の運航ダイヤ

介護保険課
　229－3149　　229－3334

介護保険料領収済通知書を送付

市民交流課
　229－3252　　227－8070

家庭用はかりの無料検査

都市政策課
　229－3181　　229－3336

都市計画の変更原案の縦覧

お知らせ

津北工事事務所
　267－0180　　268－5235

道路にはみ出した
庭木などの剪定を

津南工事事務所
　254－5350　　255－5586

せん　てい

セントレア
発

津なぎさまち
着

セントレア
着

津なぎさまち
発
６：00
８：00
10：00
12：00
15：00
17：00
19：00
21：00

６：45
８：45
10：45
12：45
15：45
17：45
19：45
21：45

７：00
９：00
11：00
13：00
16：00
18：00
20：00
22：00

７：45
９：45
11：45
13：45
16：45
18：45
20：45
22：45

中部国際空港
（セントレア）発
津なぎさまち行き

津なぎさまち発
中部国際空港

（セントレア）行き

調達契約課
　229－3121　　229－3333

入札参加資格審査申請書の
提出（物品・業務委託）

と　き　11月16日(木)13時～15時
ところ　市本庁舎１階ロビー
内　容　家庭で使用している体重
　計やキッチンスケールなどの検査

　庭木の枝葉などが道路にはみ
出していると、歩行者や車両の通
行の妨げになるだけでなく、道路
標識やカーブミラーが見えにくく
なったり、街路灯の照明が遮られ
たりして交通事故を起こす原因に
なります。道路などにはみ出した
木の枝葉などは、各家庭・土地所
有者で剪定してください。

　津市に固定資産(土地、家屋)を所
有している人が亡くなった場合は、
納税通知書を相続人の代表者に送
付するために「相続人代表者指定
届」の提出をお願いしています。た
だし、年内に相続登記が完了する
場合などは不要です。詳しくは資産
税課へお問い合わせください。

　65歳以上の人に平成29年中の
介護保険料納付済額と納付予定
額を、「介護保険料領収済通知書」
でお知らせします。介護保険料
の納付額は、所得税・市県民税
の社会保険料控除の対象となり
ますので、同通知書を確定申告
などに活用してください。年内
に納付した介護保険料は、平成

29年分として申告できます。
発送日　11月22日(水)

　高速船の船舶定期整備のため、
次の期間中は１日８往復になりま
す。ご利用の際は運航ダイヤに注
意してください。詳しくは、津エア
ポートラインまたは津なぎさまち
のホームページをご覧ください。
期　間　11月28日(火)～12月21日(木)
船舶整備期間中の運航ダイヤ

　来年４月１日以降に、津市(水
道局を含む)が発注する物品の売
買・賃借、業務委託(工事関連を
除く)の競争入札への参加を希望
する事業者は、入札参加資格の
申請を行ってください。
　申請の受け付けは、三重県市
町総合事務組合(Ｔ221－3701)が
行います。申請書類は同組合ま
たは調達契約課で配布するほか、
同組合のホームページからもダ
ウンロードできます。詳しくは、
同組合または津市ホームページ
をご覧ください。
　※工事関係(測量、建設コンサル
　タントを含む)は、広報津12月
　16日号でお知らせします。　
　申し込み　郵送で三重県市町総

　合事務組合(〒514-0003 桜橋
　二丁目96)へ
申込期間　11月１日(水)～30日
(木)　※消印有効

縦覧期間　11月１日(水)～15日(水)
縦覧場所　都市政策課
内　容　以下の地区計画を変更
します。
　①上野地区地区計画②桜橋三
丁目地区地区計画③豊が丘地
区地区計画
意見書の提出　11月16日(木)～
22日(水)に、区域内の土地所
有者と利害関係人は、市長宛
てに意見書を提出できます。

　第十回特別弔慰金国庫債券(額
面25万円、５年償還)の請求を
平成27年５月から受け付けてい
ます。まだ請求していない人は
手続きをしてください。
　平成27年４月１日時点で恩給等
受給者がいない場合に以下の先
順位の遺族１人に支給されます。
　戦没者等の死亡当時の遺族で
戦没者等の①配偶者②子③父母
④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦三親
等内親族(おい、めいなど)
※⑦のみ、戦没者等の死亡時ま
で引き続き１年以上の生計を共
にしていた人に限られます。
　特別弔慰金の権利を取得した
遺族が特別弔慰金の請求をしな
いまま平成27年４月１日以降に
死亡したときは、その遺族の相
続人が請求できます。
申し込み　福祉政策課または各
　総合支所市民福祉課(福祉課)へ
締め切り　来年４月２日(月)



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp
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危機管理課
　229－3281　　223－6247

試験放送を行います
全国瞬時警報システム（J-アラート）

通信指令課
　254－0119　　256－4100

11月９日は119番の日

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

平成29年度三重短期大学大学祭

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

平成30年津市成人式

文化振興課
　229－3250　　229－3544

一身田寺内町まつり

イベント

募　　集

市民税課
　229-3130　　229-3331

臨時職員（短期）

スポーツ振興課
　229-3254　　229-3247

平成29年度生涯スポーツ研修会

建築指導課
　229－3187　　229－3336

芸濃総合支所
木造住宅の耐震相談会

　119番通報は、消防本部が火災
や救急事案などの災害発生を知る
ための最善の窓口です。正確な
119番通報が、迅速な対応につなが
りますので、落ち着いて伝えてくだ
さい。場所を特定した時点で、近く
の消防車や救急車が出動します。
　119番通報時に「サイレンを鳴ら
さずに来てほしい」と言う人が増え
ていますが、救急車などが緊急走行
を行う際には、赤色の警光灯を点
滅させ、サイレンを鳴らして走行す
ることが法律で規定されています。
ご理解、ご協力をお願いします。

　全国一斉に全国瞬時警報システ
ムの試験放送を行います。それに
合わせて、市内各所に設置されて
いる防災行政無線のスピーカーか
ら試験用の放送が流れます。また、
防災情報メールを登録している人
には試験メールが送信されます。
と　き　11月14日(火)11時ごろ～
※災害などの発生状況や気象
状況によって、試験放送を中
止する場合があります。

と　き　11月11日(土)19時30分～
ところ　太郎生多目的集会所
内　容　竹下彰人さん(第二美杉
シルバーケア豊壽園管理者兼介
護支援専門員)による講話「認知
症の理解と私たちにできること」

　一身田寺内町で歴史的な町並
みの雰囲気の中、まつりのにぎ
わいを味わってみませんか。

と　き　11月12日(日)９時～16
　時　※少雨決行、天候により
　一部内容を変更
ところ　専修寺前特設会場(一身
田町)およびその周辺
内　容　ステージでの音楽や踊り
の発表、唐人踊り・しゃご馬・中野
獅子舞などの郷土芸能、映画上
映会、一身田しあわせ和婚(人
力車による大パレード)、地元商
工会などによる市内の特産品、
千人豚汁・おにぎりの販売など

　模擬店や各種クラブ・サーク
ルの発表など楽しいイベントが
盛りだくさんです。
と　き　11月18日(土)11時～
18時ごろ
ところ　三重短期大学

と　き　来年１月７日(日)13時30
分～(受け付けは12時30分から)
ところ　サオリーナ
対　象　平成９年４月２日～平
成10年４月１日に生まれた人

※平成29年11月１日現在で津市に
住民登録がある人には、案内状を
送付します。就学・就職などで住
民登録がない人も参加できます。

※アルコール類の持ち込みや飲酒
しての入場はお断りします。

※渋滞が予想されるので、中勢バイ
パスの利用は控えてください。ま
た、公共交通機関、津新町駅から
の臨時バスをご利用ください。

任用期間　来年１月９日(火)～３
月30日(金)のうち２カ月程度
※土・日曜日、祝・休日を除く
勤務時間　８時30分～17時15分

業務内容　書類整理、申告相談の
補助など
定　員　10人程度
賃　金　日額6,550円(通勤手当
は別途支給、駐車場なし)
申し込み　直接窓口または電話
で市民税課へ
申込期間　11月１日(水)～10日(金)
※任用期間、業務内容、勤務場所な
どの詳細は、面接時に説明します。

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　11月15日(水)10時～15時
ところ　市芸濃庁舎１階ロビー
申し込み　電話で建築指導課へ

　健康づくり・スポーツに興味
のある人や指導者の皆さん、ぜ
ひご参加ください。
と　き　12月17日(日)13時30
分～　※受け付けは13時から
ところ　安濃中央総合公園内体
育館およびその周辺
内　容　実技「動的ストレッチ準
備運動編」「ノルディックウォー
キング～何歳になっても歩くこ
とができる自分を目指して～」
講　師　田坂稔さん(日本ノル
ディック・ウォーキングインス
トラクター)他
定　員　先着50人　
申し込み　はがき、またはファク
ス、Ｅメールで、住所、氏名、電話
番号をスポーツ振興課(〒514-
　0056 北河路町19-1 メッセウイ
ング・みえ２階、М229-3254
＠city.tsu.lg.jp)へ　※要項はス
ポーツ振興課、各総合支所地域
振興課、サオリーナにあります。
申込期間　11月６日(月)～27日(月)



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

広報 つ！　平成29年11月１日号10

環境政策課
　229－3139　　229－3354

パブリックコメント
①津市環境基本計画案
②津市一般廃棄物処理基本計画案

都市政策課
　229－3181　　229－3336

パブリックコメント
①津市都市マスタープラン案
②津市立地適正化計画案

教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

栄養学講座「子供や孫にも
伝えたい食と健康」

片田公民館
　・　237－1513

地域力創造セミナー
親子料理教室

林業振興室
　262－7025　　264－1000

まるごと林業体験

消防救急課
　254－1603　　254－1607

上級救命講習会

募　　集

開催日 ところ
11月21日㈫
11月28日㈫
12月５日㈫
12月７日㈭
12月12日㈫

市河芸庁舎防災研修室
市本庁舎大会議室A
高茶屋市民センター大ホール
市芸濃庁舎大会議室
白山市民会館大会議室

いずれも
募集期間　11月16日(木)～12月
15日(金)必着

閲覧場所　環境政策課、総務課
情報公開室、各総合支所地域
振興課、津市ホームページ

提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで環境政策
課(〒514-8611 住所不要、М
229-3139@city.tsu.lg.jp)へ

いずれも
募集期間　11月17日(金)～12月
18日(月)必着

閲覧場所　都市政策課、総務課
情報公開室、各総合支所地域
振興課、津市ホームページ

提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで都市政策
課(〒514-8611 住所不要、М
229-3177@city.tsu.lg.jp)へ

意見交換会
　　これらの計画に対する皆さん
のご意見をお聞かせください。

時　間　いずれも19時～20時30
分　※受け付けは18時30分から

　いざという時に備
えて応急手当を覚え
ましょう。
と　き　12月10日(日)９時～18時

ところ　久居消防署
内　容　人工呼吸、胸骨圧迫(心
臓マッサージ)、AＥＤ、止血法、
傷病者管理法、副子固定法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で消防救急課へ
申込期間　11月20日(月)～12月
１日(金)　

と　き　11月25日(土)９時30分～
15時30分

ところ　雲林院福祉会館および
　付近の森林(芸濃町雲林院地内)
内　容　伐出現場見学、間伐材利
用の木工品(収納箱)作りなど
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の18歳以上
定　員　抽選10組(１組２人まで)
持ち物　昼食、飲み物、タオル、
動きやすい服装(長袖・長ズボ
ン)、健康保険証
申し込み　はがき、またはファ
クス、Ｅメールで、住所、参
加者全員の氏名、電話番号を
林業振興室(〒515-2603 白山
町川口892、М262-7025@
　city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　11月15日(水)必着
※この事業は「みえ森と緑の県
　民税市町交付金事業」を活用
　しています。

　　クリスマスのお
もてなし料理をお
いしく楽しく♪
と　き　12月３日(日)９時30分
～12時
ところ　片田公民館
内　容　カスクルートサンド(照り
焼きチキン・かぼちゃサラダ)、クラ
ムチャウダー、チョコレートムース
対　象　市内に在住・在学の小
学生と保護者(必ず小学生１人

につき保護者１人で参加)
定　員　抽選８組16人
費　用　１組2,200円(受講料を
含む)
持ち物　エプロン、バンダナ、手
拭きタオル、布巾２枚、筆記
用具、水分補給用の飲み物
申し込み　往復はがきで住所、
氏名、学年、電話番号を片田
公民館(〒514-0082 片田井戸
町17-2)へ
締め切り　11月15日(水)必着

　食と健康との結びつきや公衆
栄養学から見た食環境、食生活
の重要性、またロコモティブシン
ドロームについても学習します。
と　き　12月９日(土)10時～11
時30分
ところ　中央公民館会議室
講　師　大槻誠さん(鈴鹿医療科
学大学保健衛生学部医療栄養
学科助教)
定　員　抽選60人
費　用　500円
申し込み　はがき、またはファ
クス、Ｅメールで、講座名、
郵便番号、住所、氏名、電話番
号を教委生涯学習課(〒514-
　0035 西丸之内37-8、М229-
　3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　11月22日(水)必着

　中部国際空港 ( セントレア ) へ
は、津なぎさまちから高速船を
利用すると 45 分で行くことがで
きます。ぜひ早くて便利な高速
船をご利用ください。

中部国際空港へは
高速船で
セントレアまで45分！



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp
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中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
シニア・パソコン教室
パソコンの基礎&インターネット入門

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市民スポーツ・レクリエーション
フェスティバル「津市ジュニア
スポーツ団体駅伝大会」

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

第11回美し国三重市町対抗駅伝
津市代表選手選考会 一志総合支所地域振興課

　293-3006　　293-5544

市民人権講座受講生

介護保険課
　229-3149　　229-3334

訪問介護従事者研修

敬和公民館
　・　225-2325

大人の算数・数学教室

情報企画課
　229－3118　　229－3119

さわってみよう！タブレットパソコン
～生活に役立つ情報を取得しよう～

と　き ところ 定員 申込締切
12月12日㈫・
13日㈬

市一志庁舎
第１会議室

先着
30人

12月
５日㈫

12月16日㈯・
17日㈰

高茶屋市民
センター
大会議室

先着
50人

12月
11日㈪

来年１月15日
㈪・16日㈫

安濃中公民館
研修室１

先着
50人

来年１月
10日㈬

とき
（12月） 内容・講師

12日㈫
14時～
15時30分

深いキズナの朝鮮半島と日本
～外国人らしくない外国人
在日コリアンてなぁに？～
金時煥さん（在日本大韓民国
民団三重県本部副議長）

14日㈭
19時～
20時30分

LGBTと多様性～虹色に輝く
まちづくりを目指して～
山口颯一さん（一般社団法人
ELLY代表理事）

とき（来年２月） ところ 定 員
３日㈯10時～12時
３日㈯13時30分～15時30分
４日㈰10時～12時
４日㈰13時30分～15時30分
５日㈪10時～12時
５日㈪13時30分～15時30分
６日㈫10時～12時

中央
公民館

抽選
各15人

と　き　12月10日(日)10時～　
※受け付けは９時から、雨天決行

ところ　高田中学校・高校グラ
ウンド(一身田町)　※雨天時
は外周

内　容　来年２月18日(日)に開
催される第11回美し国三重市
町対抗駅伝の津市代表選手選
考の参考にする記録会

種　目　
●小学５・６年生男女1,500m
●中学生女子2,000m
●中学生男子3,000m
●ジュニア女子・20歳以上女子
　3,000m
●ジュニア男子・20歳以上男子・
　40歳以上男子5,000m
※ジュニアは平成10年４月２日～
　平成14年４月１日生まれの人
申し込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、郵送または
ファクスでスポーツ振興課(〒

　514-0056 北河路町19-1 メッ
　セウイング・みえ２階)へ
締め切り　11月24日(金)

津市独自の緩和した人員基準に
よる訪問型サービス(生活支援訪
問サービス)の従事に必要な資格
を取得できる研修を開催します。

時　間　いずれも10時～16時
対　象　津市に住民登録のある人
で、津市内の緩和基準による生
活支援訪問サービスを提供する
事業所に就労する意欲のある人

費　用　500円程度(テキスト代)
申し込み　電話で介護保険課へ
申込開始日　11月６日(月)

ところ　川合文化会館ホール
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　先着各40人
申し込み　電話またははがき、
ファクスで住所、氏名、電話番号
を一志総合支所地域振興課(〒
　515-2516 一志町田尻593-2)へ
申込期間　11月６日(月)～24日(金)

と　き　12月17日(日)10時～
14時30分　※昼食は持参また
は学外で済ませてください。
ところ　高田短期大学(一身田豊野)
対　象　市内に在住・在勤・在学
で60歳以上のパソコン初心者
定　員　抽選30人
講　師　情報ボランティアみえ
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を、
中央公民館(〒514-0027 大門
７-15 津センターパレス２階)へ

　※往復はがき１枚につき１人有効
締め切り　11月24日(金)必着

　専任講師と一緒に、算数・数
学の問題を脳トレ感覚で楽しく
解きましょう。
と　き　12月19日、来年１月23
日、２月20日いずれも火曜日13
時30分～15時30分(全３回)
ところ　敬和公民館
対　象　市内に在住・在勤・在

学の20歳以上
定　員　15人
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号
を敬和公民館(〒514-0015 寿
町21-22)へ　※直接窓口に申
し込む場合ははがき持参
締め切り　11月17日(金)

　タブレットパソコンを使ってみ
たいという人のための講座です。

対　象　市内に在住でタブレッ
トパソコンの基本的な使い方
を習得したい人
申し込み　はがき、またはファクス
で「タブレット講座受講希望」と明
記し、住所、氏名、電話番号、希望
日・時間(第２希望まで)を情報企
画課(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り　12月１日(金)必着　
※12月下旬に結果を郵送

と　き　来年２月３日(土)８時30
分～12時　※予備日４日(日)
ところ　安濃中央総合公園周辺
対　象　スポーツ少年団員、子
ども会などに加入している人
　※１チームは６人編成(全６区間)
申し込み　スポーツ振興課または各
総合支所地域振興課にある所定の
申込用紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、ファクスでスポー
ツ振興課(〒514-0056 北河路町
19-1 メッセウイング・みえ２階)へ

締め切り　12月８日(金)必着



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込用

紙に必要事項を記入し、直接窓口
または郵送、ファクスで同協会(〒
514－0056 北河路町19-1 メッセ
ウイング・みえ１階、　273－5588)へ

※参加費など詳しくは、同協会に
お問い合わせいただくか、同協会
ホームページをご覧ください。
　同協会(　273－5522)

広報 つ！　平成29年11月１日号12

締め切り種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

11月17日㈮

サッカー
（Ｕ８の部）
サッカー
（アクティブシニアの部）

12月３日㈰
10：00～12：00
12月３日㈰
13：30～16：00

５歳～小学２年生

35歳以上

海浜公園内陸上競技場

海浜公園内陸上競技場

100人

40人

お知らせ

イベント

労働保険の加入手続きはお済み
ですか？
　三重労働局では、11月を労働保
険適用促進強化期間に定め、未手
続事業場を戸別訪問するなど、労
働保険の加入促進を図っています。
　同局労働保険徴収室(　226－2100)

三重県最低賃金を改定
　三重県最低賃金は、10月１日
から25円引き上げられ、時間額
820円に改定されました。これ
は年齢・雇用形態(パート・アル
バイトなど)を問わず、県内で働
く全ての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業に該当する
事業場で働く労働者には、産業
別最低賃金が定められています。
　また、最低賃金の引き上げに
向けた中小企業支援のための業
務改善助成金制度などの支援策
があるので、ご活用ください。
　三重労働局賃金室(　226－2108)

第37回三重県中学生作文コンテ
スト表彰式
　桑名西高校演劇部による人権
啓発劇｢インターネットトラブ
リュー｣や白子高校吹奏楽部によ
るコンサートもあります。

　11月26日(日)12時～16時(11
時30分開場)　　津リージョン
プラザお城ホール　　600人
　津地方法務局(　228－4193)

津ぅきた福きた
カムカムフェスタ2017
　11月12日(日)10時～15時　　
河芸第２グラウンド南駐車場　　
一日商店街での地元特産品の販売・
抽選会、バンド演奏、キッズダンス
タイム、クラシックカー大集合など
　津北商工会(　245-5678)

第38回新町フェスタ2017
　11月23日(木・祝)９時～　　津
新町通り商店街　　船上結婚式、
新町よさこい、らくがきバス、模
擬店、フォトコンテスト、I LOVE
ストリートパフォーマンス、新
町グルメスタンプラリーなど
　同商店街振興組合代表(　224－
4149)

第11回榊原温泉 秋の収穫祭
　11月26日(日)８時30分～　※雨

天時はイベントの一部を変更、農
産物の販売は開催　　榊原自然
の森多目的広場　　農産物の産
直販売、ふるまい鍋、榊原古代
米のすくいどりなど　※かかし
コンテスト作品展示は11月６日
(月)～26日(日)
　榊原農民研修所(　252－0220)

知的障がい者との交流会
　11月19日(日)９時45分～14時
45分　※小雨決行　　お城西公
園　　演奏、展示、バザーなど
※当日のボランティアも募集し
ています。11月10日(金)までに
ひろがれ友情ひろがれ仲間委員
会事務局(　272－4554)へ

こいしろの里 うまいもん祭り
　11月５日(日)10時～15時　　
障害者支援施設こいしろの里(松
阪市)
　同施設(　0598－28－4835、夜
間・休日は　0598－54－1541)

朗読サロン～英語で朗読～
　11月19日(日)13時30分～15時
　久居ふるさと文学館２階視聴覚
室　　わらべ朗読英語部会によ
る朗読｢雪女｣｢むじな｣｢マッチ売り
の少女｣｢阿漕平治｣など　　50人
　同会代表(　090-4189-9547)

コンビニ

岩田川

N

津中部電力前
バス停

市
本
庁
舎

公
園

近
鉄
津
新
町
駅

新町フェスタ会場

交通規制にご協力を
■部分は７時～19時の間、車両通
行禁止になります。

23
163



　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　
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健　　康

と　き 定　員
11月21日㈫10時～12時
11月21日㈫13時～15時

60人
40人

募　　集
神戸の歴史散策としめ縄作り
　12月16日(土)９時45分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　神戸地区周辺にまつわ
る歴史散策としめ縄作り　　市
内に在住の小学生と保護者　　　
12組　　１組600円(３人まで、
１人増えるごとに300円追加)
　11月９日(木)～29日(水)の８
時30分～17時に直接窓口または
電話で同センター(　228－4025)
へ　※窓口優先

人権学習会｢差別につながる身元
調査をなくすために｣
　反差別・人権研究所みえの原田朋記
さんと吉原隆行さんによる学習会です。
　11月24日(金)19時～20時30分
(受け付けは18時30分から)　　高
茶屋市民センター大ホール　　30人
　11月17日(金)までに電話または
ファクス、Ｅメールで氏名、電話番
号を三重県人権センター(　233－
5505、　233－5511、　jinkenc@
pref.mie.jp)へ　※同センターホー
ムページからも申し込みできます。

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員養成講座
　津市ファミリー・サポート・セン
ターは、子育てを地域で支え合う
仕組みを提供しています。子育て
支援について学んでみませんか？
　11月25日(土)・26日(日)、12
月２日(土)・３日(日)・９日(土)
　中央公民館、市民活動センター
　2,500円(テキスト代)
　電話またはファクスで津市ファ
ミリー・サポート・センター(　
236－0120、　236－0121)へ

クリスマスリースを作ろう
　12月２日(土)９時30分～12時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　自然の材料を使った
クリスマスリース作り　　市内

に在住の小学生と保護者　　　
10組　　１組600円(３人まで、
１人増えるごとに300円追加)
　11月７日(火)～27日(月)の８
時30分～17時に直接窓口または
電話で同センター(　228－4025)
へ　※窓口優先

妄想世界旅行～南米編～
　旅行で使えるスペイン語のフレー
ズを学び、ブラジルとボリビアの文
化などを現地の人が紹介します。
　12月10日(日)13時30分～16
時　　アスト津３階みえ県民交
流センター(羽所町)　　30人　
　ファクスまたはＥメールで氏名、
電話番号を、みえ市民活動ボラ
ンティアセンター(　222－5971、
　center@mienpo.net)へ
　同ボランティアセンター(　
222－5995)

家事と家計の講習会
　家事と家計が楽しくなる知恵
と工夫を学んでみませんか？

　県男女共同参画センターフレ
ンテみえ生活工房(県総合文化セ
ンター内)　　300円　※託児を
利用する場合は子ども１人につ
き200円が別途必要
　前日までに電話またはファクス
で津友の会担当(　090－6584－
7210、　225－9150)へ　※託
児なしの場合は当日参加も可

子ども料理体験教室
　子どもたちが五感を使って、日
本古来のおせち料理を作ります。
　12月10日(日)10時～13時　
　橋南市民センター調理室　　
おせち料理、雑煮　　市内に在
住の小学生(保護者見学可)　　
　16人　　1,000円
　11月18日(土)～26日(日)に、
すきっこクラブ代表(　090－

3596－3712)へ

子育てママの｢ホッと｣ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　11月25日(土)10時～12時　
　高田短期大学(一身田豊野)　
　子育て中の母親(１人目の子ど
もが未就学児であること)　　　
10人　　500円(軽食代を含む)
※託児あり(無料)
　11月８日(水)から同短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日、祝日を除く

ようこそ森の劇場へ2017　
～里山ばんざい芸術祭～
　11月23日(木・祝)　　白山総合
文化センター　　お餅つき、モ
ノづくり体験広場、コノ村｢山神｣
伝(演劇)　　500人　　一般
1,200円(前売り1,000円)、小学
生以下700円(前売り500円)
　11月22日(水)までに電話また
はファクス、Ｅメールで森の劇場
プロジェクト事務局(　・　262－
2088、　info@popra.jp)へ

第22回子育て支援講演会
　11月18日(土)10時～　　清泉
幼稚園２階リズム館(南丸之内)
　土井喜美子さん(元三重中京大
学短期大学部教授)による講演｢子
供の健康と食べ物｣
　直接窓口または電話で清泉幼
稚園(　228－5341)へ

第５回出前市民公開講座
　11月７日(火)15時～16時　　
一志保健センター健康教育室
　内藤雅大さん(三重中央医療セ
ンター呼吸器内科医)による講座
｢肺炎の最新治療｣
　同医療センター(　259－1211)
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健　　康

無料相談

とき（毎月） 内　容
第１～４火曜日
13時～18時
第３火曜日
10時～12時

面談・電話相談
（予約優先）

12月１日・８日・15日・22日、
来年１月12日・19日

コース・とき
火曜日（10時～）
火曜日（14時～）
水曜日（10時～）
水曜日（14時～）
木曜日（10時～）
木曜日（14時～）
金曜日（10時～）
金曜日（14時～）

11月28日、12月５日・12日・
19日、来年１月９日・16日

11月29日、12月６日・13日・
20日、来年１月10日・17日

11月30日、12月７日・14日・
21日、来年１月11日・18日

第33回市民健康広場
　11月12日(日)12時～16時　
　津地区医師会館(島崎町)　　
冨本秀和さん(三重大学医学部教
授)による講演会｢脳の健康を守
ろう～認知症と脳卒中予防につ
いて～｣、骨密度測定、健康・介
護相談など　　200人
　津地区医師会(　227－1775)

うつ病の人を支える家族教室
　11月17日、12月15日、来年１
月19日、２月16日いずれも金曜
日13時30分～15時30分(全４
回)　　県立こころの医療セン
ター２階講堂(城山一丁目)　　
うつ病と診断された人の家族
　同センター(　235－2125)へ

転倒予防教室
　11月16日(木)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市
民オープンステージ　　講話「転
ばないからだづくり③」と転倒予

防体操　※手話通訳あり　　市
内に在住の65歳以上　　80人
　津市社会福祉協議会津支部(　 
213－7111)

健康ボウリング教室

　ラウンドワン津・高茶屋店　
　健康についての講義とボウリ
ング教室(全６回)　　各30人　
　2,000円(６回分)
　直接窓口または電話、ファク
スで津・高茶屋店担当者(　070－
1272－5651、　238－0015)へ

税理士による税務相談
　11月12日(日)10時～16時　
　イオン津ショッピングセンター

１階セントラルコート(桜橋三丁目)
　津税理士会館(　226－3222)

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間 相談電話0570-070-810
　11月13日(月)～17日(金)８時
30分～19時、11月18日(土)・19
日(日)10時～17時　　ＤＶ・セク
ハラ・ストーカー被害など女性に
関する人権問題につ
いての相談
　津地方法務局人権
擁護課(　228－4193)

カウンセラーによる相談
(面談・電話相談)
専用電話229-3120

　

※祝・休日、年末年始を除く
　夫婦・親子の関係、生き方の
問題など
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

津ぅのドまんなかバル第４回

　大門エリアのお店巡りを楽しむ｢津ぅ
のドまんなかバル｣。老舗の名店から話
題のお店まで60店以上が参加します。
参加方法　各店舗でエントリーチケット
1枚と現金(500円～)を渡すと、バル
特別メニューが楽しめます。

エントリーチケット　１冊６枚綴り前売
り500円(当日600円)
チケット販売場所　津駅前観光案内所
(アスト津１階)、津都ホテル(大門)、
別所書店(修成店、津駅店、イオン津
店)、本の王国(津文化センター前店)、
参加店全店など

問い合わせ　津ぅのドまんなかバル事務局担当　Ｔ090－7955－6787　※17時30分～19時のみ

大門周辺
11 11
※時間は店舗により異なります。

18土 土

　ヒトハコ古本市＆雑貨市、本棚や椅子の木工
教室、ボードゲーム会を開催します。
と　き　11月11日・18日いずれも土曜日　※11日はボー
ドゲームと本部での古本出品のみ
ところ　大門大通り商店街アーケード内

　100人を超えるミュージシャンが集結します。
と　き　11月10日(金)・11日(土)　※10日は大門シネマ
ほか一部ライブハウスのみ

ところ　大門大通りアーケード内特設ステージ、大門周
辺ライブハウス、大門シネマなど
※詳しくは津ぅのドまんなかジャズホームページ(http://
　tsujazz.com/)をご覧ください。

同日開催 津ぅのドまんなかブックテラス

同日開催 津ぅのドまんなかジャズフェスティバル
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　安西地区体育祭にたくさんの人が参加し、体育館
に大きな声援が響き渡りました。

　一志西小学校５年生60人が稲刈りを体験し、農業
の苦労と大切さを学びました。

歓声飛び交う体育館
９月16日 　旧安西小学校体育館

新米早く食べたイネ
９月７日 　一志町高野

これからもお元気で！
９月12日～15日　美里福祉センター

働く人の思いを学ぶ
９月13日～15日　安濃町各所

　地震災害を想定した河芸地域防災訓練が行われ、上野地
区をはじめとした住民約250人が参加しました。

いざという時に備えて
９月３日 　上野小学校

　子育てサークル｢そらまめ｣で、おにぎらずやかぼ
ちゃのスープなどを作り、みんなでおいしくいただ
きました。

　東観中学校２年生91人が28カ所の事業所で職場
体験し、勤労の貴さを学びました。

　美里では、長野・家所・辰水・
高宮の地区に分けて敬老会が行わ
れ、ご長寿をお祝いしたよ！

みんなでいただきまーす！
９月22日　美杉総合文化センター

ゴーちゃん



津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

津市長コラム「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマについて語ります
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　奥野春菜選手 レスリング
　世界選手権優勝報告…９月４日
　レスリングの世界女王
がまたひとり津から誕生
しました。世界選手権初出
場で金メダルを獲得した
奥野選手に「津市スポーツ
栄誉賞」を贈呈しました。

　津市産業・スポーツセ
　ンター竣工式…9月23日
　市民の健康づくりの拠
点となる「サオリーナ」・
「三重武道館」が完成。地
域活性化を図る「メッセ
ウイング・みえ」と一体と
なって稼働を開始します。

　東日本大震災を機に、災害情報の伝達手段とし
て「携帯電話」を活用する動きが全国の自治体に
広がっています。津市では平成23年８月からＮＴ
Ｔドコモが提供する「エリアメール」の運用を開
始したのに続き、翌24年３月にはauやsoftbankの
「緊急速報メール」も導入しました。　　　
　平成25年９月の台風18号の際、津市は避難準備
情報や避難勧告を対象地区に９回発令しました。
台風が通過するまでの2日間、深夜・早朝を問わ
ず、あちらこちらで一斉に鳴り響くアラームの音
に、後日、「市長、エリアメール鳴りすぎ！遠く
の地区の情報は要らんわ」とのご意見を頂戴しま
した。メールの配信は「市区町村」単位です。一
部の地区だけに避難を促す情報でも津市全域に届
く仕組みに違和感を覚えた方も少なくなかったよ
うです。
　翌26年８月の台風11号は、三重県に初めて「大
雨特別警報」が発令されるほどの豪雨をもたら
し、津市は避難情報を24回発令することとなりま
した。９日10時の波瀬川周辺地区への避難準備情
報に始まり、15時には雲出川中下流域への避難指
示、18時に美濃屋川の避難勧告、そして19時50
分の大雨特別警報。対象地区ごとに発令するすべ
ての情報が届く津市エリアの携帯電話は、１日中
けたたましく警告を発し続けました。　　
　ところが、その際寄せられたお声は「ひっきり
なしのメールに驚いたが、他の地域の様子がわか
るので心の準備ができた」と、多くは好意的な評
価でした。手元の端末に自動的に災害情報が送ら
れてくる安心感に支えられ、一斉配信の仕組みが

定着しつつあることを感じた一幕でした。
　「エリアメール」「緊急速報メール」を受信す
る携帯電話やスマートフォンなどは、津市で約25
万台と推定しています。一方で、携帯電話を必要
とせず、お持ちにならない方々もいらっしゃいま
す。あらゆる環境にいらっしゃる市民に確実に情
報をお届けするため、市は多様な伝達手段を整備
しています。
　緊急時にサイレン音やメッセージで全市民に呼
びかける防災無線は何より重要です。合併前の各
市町村がそれぞれの基準で設置し老朽化が進むア
ナログ無線を統合し、デジタル化して市内487カ
所に屋外スピーカーを設置しました。明瞭な音声
を提供できるように対策を講じておりますが、荒
天や反響などで聞き取りにくい場合は、放送直後
から電話(フリーダイヤル0800-200-1699 ☎221-
5424)で内容を確認することも可能です。ケーブ
ブルテレビの123にチャンネルをあわせていただ
ければＬ字テロップが表示されます。あらかじめ
ご登録していただくことで、防災情報メールやフ
ァクスで必要な地域の緊急情報を受け取ることも
できます。
　これらの伝達手段を組み合わせてもなお情報が
行き届かないケースも考えられることから、津市
は今年度、緊急告知ラジオを無償で貸与する制度
を創設することとしました。ＦＭ三重が自分の居
住する地域の災害情報を流すと自動でスイッチが
入り、その内容が聞こえてくるラジオです。津市
を４つのエリアに分け、該当地区にあるラジオの
み起動するように設定されています。防災無線の
スピーカーの音声だけでは心許ないとご不安な避
難行動要支援者の方に、きめ細かく、確実に災害
情報をお届けするためのものです。
　現在、各地域の自主防災組織、自治会、民生委
員の皆さんがこの緊急告知ラジオの貸与の手続き
をお手伝いくださっています。緊急告知ラジオを
地域の防災力向上にぜひお役立てください。

緊急災害情報を
　確実にお届けします
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　229-3135
特別滞納整理推進室　
　229-3216

いずれも　229-3331

　市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事な
どの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。
　税金は納期限までに忘れずに納付してください。

　市税の納付は、口座から自動的に納付できる口
座振替をご利用ください。納期ごとに納める手間
も省け、うっかり納め忘れることもありません。
　手続きは、納期月の前月末までに、取扱金融機
関で行ってください。
対象税目
　市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税･都市計
画税、軽自動車税
手続きに必要なもの
●振替を希望する口座の預貯金通帳
●通帳に使用している届出印
●口座振替を希望する市税の納税通知書
取扱金融機関
　百五銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、りそ
な銀行、三重銀行、第三銀行、中京銀行、三重信用
金庫、津信用金庫、商工組合中央金庫、東海労働金
庫、津安芸農業協同組合、三重中央農業協同組合、
一志東部農業協同組合、三重県信用農業協同組合
連合会、三重県信用漁業協同組合連合会、以上の
本店･各支店･各出張所、ゆうちょ銀行・郵便局
振替方法
●期別振替(各納期限ごとに期別税額引き落とし)
●全期前納振替(第１期の納期限に年税額を引き落
　とし)
※再振替は行っていませんので、口座の残高不足
　には注意してください。口座振替ができなかっ
　た場合は納付書が送付されますので、早急に納
　付してください。

※給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収
　した月の翌月10日です。(この日が土･日曜日、祝･休日の場合は、
　その翌日)

市内の取扱金融機関に備え付けてあります。市外で
手続きをする場合は郵送しますので、収税課までご
連絡ください。

※次のような納付書はコンビニエンスストアで利
　用できません。
　●納期限が過ぎたもの
　●納付書１枚当たりの金額が30万円を超えているもの
　●破損･汚損などによりバーコードが読み取れないもの
　●バーコードが印刷されていないもの(催告書など)
　●金額を訂正したり、金額を書き加えたりしたもの

　市税は次の場所で納付できます。
●市内に本･支店がある金融機関
●市本庁舎、各総合支所、出張所
●三重県、愛知県、岐阜県、静岡県内のゆうちょ
　銀行･郵便局(催告書などを除く)
●コンビニエンスストア

市税は貴重な財源です市税は貴重な財源です 便利です！口座振替納税便利です！口座振替納税

市税の納付場所市税の納付場所

口座振替依頼書

平成29年度市税納期限一覧(11月以降)
　　  納期限

12月25日（月）

来年１月31日（水）

来年２月28日（水）

               税目など

固定資産税・都市計画税第３期

市民税・県民税第４期

固定資産税・都市計画税第４期

納税は納期内に納税は納期内に

市税は歳入予算
の35％、自主財
源の約７割を占
めています。

平成29年度歳入一般会計当初予算
(1,128億8,900万円)

依存財源
52％

583億3,900万円 

自主財源
48％

545億5,000万円
自主財源の
　うち

市税
35％

399億400万円

その他自主財源
13％

146億4,600万円
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　コンビニエンスストア(バーコード記載
の納付書に限る)や休日窓口を行う金融機
関(休日窓口を行っているかは各金融機関
にお問い合わせください)で納付できます。
　市の施設では、アストプラザオフィス、
久居駅前出張所で納付できます。
利用時間(年末年始を除く)
　アストプラザオフィス
　平日８時30分～20時
　土･日曜日、祝･休日８時30分～17時
　久居駅前出張所
　平日８時30分～21時
　土･日曜日、祝･休日８時30分～18時
※以上の施設では納付書は再発行できませんので、
　必ずお持ちください。また、納付相談や納付し
　た市税の納税証明書の即日発行はできません。

督促状の発送　納期限を過ぎても納付がない場
　合は、20日以内に督促状を発送します。

財産調査　督促状などを送っても納付がない場合
　は、財産調査を行います。照会先は金融機関や
　勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

差し押さえ　財産調査で明らかになった不動産、
　預貯金、給与、年金、自動車、生命保険など
　の財産を差し押さえま
　す。差押処分による社
　会的信用の失墜により、
　借入金の繰り上げ返済
　やクレジットカードの
　停止などの不利益が生
　じる場合があります。

差押財産の換価と充当　差し押さえた財産を現
　金に換え(換価)、滞納市税に充当します。
　●預貯金は、金融機関の口座預金から引き出
　　します。
　●生命保険は、生命保険会社に対し解約手続
　　きを行い、解約返戻金などを徴収します。
　●自動車や不動産、家財などの動産は、イン
　　ターネット公売などを利用して売却します。

　勤めているため平日に納付できません。
土･日曜日に納付できるところはありますか？

　日曜日に催告センターというところから電話
がかかってきました。市の関係機関ですか？

　津市では、市税を納め忘れている人へ
電話で納税を呼び掛ける「津市納税催告
センター」を民間へ委託して開設してい
ます。こちらは平日の昼間だけでなく火･
木曜日の夜間と月２回日曜日にも開設し
ています。なお、津市納税催告センター
から口座を指定して振り込みを指示する
ことはありません。不審な点がありまし
たら収税課までご連絡ください。

　納付が困難だからといってそのまま放置してい
ると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく、
滞納処分の対象となります。特別な事情などで納
期限までに納めることができない場合は、早めに
収税課までご相談ください。

　市税の滞納は納期限までに納税していただいて
いる皆さんとの公平性を欠くだけでなく、福祉や
教育などに使われるべき貴重な税金を有効に活用
することができなくなります。また、滞納してい
る本人の社会的信用も損なわれます。
滞納するとどうなるの？
　法律では「督促状を発した日から起算して10日
を経過した日までに完納しないとき」は、「財産
を差し押さえなければならない」と定められてい
ます(滞納処分)。
　また、納期限の翌日から延滞金が計算され、滞
納金額によって加算される場合があります。

　津市では滞納市税の解消のため、滞納処分を強
化しています。平成28年度には2,038件の差し押
さえを行い、約１億4,332万円を滞納市税に充て
ました。

市税は必ず納期限までに納付を市税は必ず納期限までに納付を 滞納処分を強化滞納処分を強化

相談はお早めに相談はお早めに

公売予定の差押物件

　お勤めなどの理由で平日に来庁できない人が、
納付相談や納付をできるように、年４回、休日納
付相談･納付窓口を開設しています。ぜひご利用
ください。
これからの休日相談･納付窓口
と　き　12月17日、来年３月18日
　いずれも日曜日９時～16時
ところ　市本庁舎

休日相談･納付窓口を開設休日相談･納付窓口を開設

納税あれこれＱ＆Ａ納税あれこれＱ＆Ａ
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少量飲酒すると… 多量飲酒すると…

　お酒は、適量を上手に飲めばストレスや緊張を
和らげるなどの効用がある反面、飲みすぎると健
康を害する危険性もあります。
　世界保健機関(WHО)は、「お酒は60種類を超

える病気の原因であり、200種類以上の病気に関
連している」と指摘しています。
★未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
★妊娠中や授乳中の人は、飲酒を控えましょう。

お酒と上手に付き合うためには、「飲む量」「飲み方」「飲むタイミング」がポイントです。

１日の適正飲酒量(純アルコール約20g程度)

　お酒は「脳を働かないようにする」作用があります。飲み始めは陽気でも、飲む量が増えるにつ
れて脳への影響が大きくなり、感情を抑えることや歩行が困難になることがあります。さらには、
呼吸ができなくなり命の危険を伴うこともあります。

●胃腸の粘膜を保護しアルコール吸収を抑えるためにも、食事をしながら
　ゆっくり時間をかけて飲む。
●つらさを紛らわすための飲酒をせず、楽しんで飲む。

●適量はいずれか１種類
●女性・高齢者は半分量が目安
※飲酒習慣のない人に対してこ
　の量の飲酒を推奨するもので
　はありません

●気が大きくなる
●歩行困難、吐き気

いっきに多量飲酒すると…

●体を動かしても
　起き上がれない
●呼吸ができない楽しく、リラックス楽しく、リラックス

平成29年11月１日発行
健康づくり課

　229-3310　　229-3287

中瓶１本
(500ml)

ビール（５％）

１合
(180ml)

日本酒（15％）

1.5杯
(180ml)

ワイン（12％）

１缶
(350ml)

缶チューハイ（７％）

アルコールと健康
～未来の自分のために健康づくりを！～

お酒と上手に付き合いましょうお酒と上手に付き合いましょう

飲む量飲む量

飲み方飲み方

●あらかじめ飲み始めや飲み終わりの時間を決めておく。
●週２日は休肝日をもうける。
※お酒を飲まない日をつくることでアルコール依存症になるリスクを軽減
　させます。

飲むタイミング飲むタイミング

飲酒量と体の変化飲酒量と体の変化
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水曜日13：00～16：00（祝・休日、年末年始を除く）
　253-7826

　津市第３次健康づくり計画策定の
ためのアンケート結果から、19.8％
(男性34.5％、女性8.7％)の人が、
お酒を毎日飲む習慣があることが分
かりました。各年代ごとの結果は、
表のとおりです。

　妊娠中は、全期間を通じて飲酒をやめ
ましょう。
　女性は、男性と同じ量のお酒を飲んで
も血中アルコール濃度が高くなりやすく、
酔いやすいという特徴があります。また、
アルコールは胎盤を通過しやすく、妊娠
中の習慣的な飲酒は、流産
や早産、さらに胎児の健康
状態や体・脳の発育に悪影
響を与えます。

　出産後も、授乳中は、飲酒を控えまし
ょう。授乳中の飲酒は、母乳の分泌に影
響を与えます。
　また、アルコールは、母乳を通じて赤
ちゃんに影響を与えます。

　妊娠中・授乳中は、かわいい
赤ちゃんのために、本人だけで
なく家族もお酒を控えて協力し
ましょう。

　アルコール依存症はお酒を飲む人なら誰でもな
り得る病気です。単に飲酒が続くだけなら「お酒
好き」の段階ですが、借金、家庭不和など重大な
問題が起こっているのに飲酒をやめられないとい
う段階になるとアルコール依存症が疑われます。

アルコール依存症は意思の力では勝てないにもか
かわらず、意思の力で克服しようとして失敗を繰
り返すことが特徴です。
　自分の力で解決することは難しいので、早めに
相談機関に相談しましょう。

　妊娠中や授乳中の飲酒は妊娠経過や胎児・乳児の成長に影響を与えます。

月～金曜日8：30～17：15（祝・休日、年末年始を除く）
　223-5057

月・水～金曜日8：30～17：15　※祝祭日・年末年始（12/29～
1/3）は休診　　252-0211

月～金曜日8：30～17：15（祝・休日、年末年始を除く）
　229-3310
月～金曜日10:00～18:00（祝・休日、年末年始を除く）
　03-3249-2551
月～金曜日11:00～17:00（祝・休日、年末年始を除く）
　052-915-1602
月～土曜日10:00～17:00（祝・休日を除く）
　03-5483-3313

　234-4840

月～金曜日8：30～17：15
初診外来予約専用電話　　253-3120
（予約外来）火・木・金曜日13：30～16：30　※毎月１日、月曜日
祝日は休診、診療は事前に予約が必要　　255-7432

相談機関

家族も協力しましょう！

機　関 内容など 受付時間・電話番号など

津市民のアルコール摂取状況津市民のアルコール摂取状況

大切な赤ちゃんを守るために大切な赤ちゃんを守るために

アルコール依存症は早期治療がカギ！アルコール依存症は早期治療がカギ！

妊娠中 授乳中

相談

三重県こころの健康センター

津保健所

市健康づくり課

依存症専門電話相談

こころの病気や悩み相談

県立こころの医療センター（城山一丁目）

おおごし心身クリニック（久居明神町）

榊原病院（榊原町）

※こころのケアガイドブック　平成28年10月版より抜粋

NPO法人ASK（アルコール薬物
問題全国市民協会）
ＡＡ(アルコホーリクス・アノニマス)
ＡＡ中部北陸セントラルオフィス

公益財団法人三重断酒新生会本部
および断酒の家

Ａｌ－Ａnon アラノン家族グループ
アラノンジャパンGOS

健康に関すること、こころの健康
に関することなど
アルコールをはじめとする依存症
薬物問題の予防に向けた取り組み
アルコール依存症からの回復を目指す
人たちのグループ 〈対象：家族・友人〉
アルコール依存の問題を持つ人の家族と
友人の自助グループ 〈対象：家族・友人〉
本部および断酒の家
〈対象：当事者・家族〉

自助
グループ

アルコール
依存症の
対応可能な
医療機関

成人(女性)
50

40

30

20

10

0
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

単位：％

70歳代
0.0

成人(男性)
50

40

30

20

10

0
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

単位：％

43.3

70歳代

お酒を飲まないこ
とで、脳が休まり、
よりよい睡眠がと
れますよ！

3.48.2
14.414.6

7.9

34.934.0
28.7

43.7

7.8


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17-1
	P17-2
	P18-1
	P18-2

