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市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。
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心 グル ープ一 丸 と なって サ ポート い たしま す！

心グループでは企業様をトータルサポート！

＜愛知県・岐阜県＞

＜愛知県・三重・岐阜県・東京・千葉県＞

他（株）心会計
司法書士 飛鳥井顕＜愛知県＞

9 22

サオリーナで開催された平成30年津市成人式。新成人の皆さんは晴れやかな表情でこの日を迎えました（１月７日）表紙
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平成32年４月開園予定！
(仮称)芸濃こども園の整備スタート
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広報 つ！　平成30年２月１日号2

市長　ＣＭプランナーとはどんなお仕事ですか。
篠原　言葉のままＣＭをプランニングする人なの
ですが、分かりやすく言うと、絵コンテという
４コマ漫画のようなものを描いて、セリフや
キャスティングなども全て自分で考える、ＣＭ
の企画立案から制作まで担当する職種です。
市長　篠原さんがお作りになった代表的なＣＭを
ご紹介いただけますか。
篠原　一番オンエア量が多いものですとauの三太
郎シリーズ、ピンクレディーのＵＦＯという曲

に乗せて展開しているＵＱコミュニケーション
ズのＵＱモバイル、家庭教師のトライ、エス
テーの消臭力、キリンの一番搾りなどです。
市長　皆さんの頭の中にすぐに浮かぶようなＣＭ
ばかりですけれども、さらにそのＣＭで流れる
楽曲の作詞家という面もありますね。
篠原　作詞家というわけではありませんが、たま
たまＣＭソングの歌詞を書く機会に恵まれ、Ｃ
Ｍを飛び出して楽曲として皆さんに聞いていた
だけるようになりました。
市長　紅白歌合戦で歌われた「海の声」や「みん
ながみんな英雄」などの作詞ですね。歌ってみ
ましょうか。「♪海の～声が～知りたくて～君
の～声を～探してる～」。
篠原　何て気さくな市長さんなんですか(笑)。あ
りがとうございます。私の方が照れてしまいま
す。
市長　同じ津高校出身の10年後輩であり、今や日
本を代表するＣＭプランナーの篠原さんです
が、美杉町川上で生まれ育ったということが作

撮影／津市産業・スポーツセンター

考えて考えてさらに考えて考える
　平成29年11月４日、津市美杉町川上の出身で話題のＣＭを数
多く手掛ける株式会社電通のＣＭプランナー・篠原誠さんをお迎
えし、ＣＭ制作の創意工夫やアイデアの秘密、ふるさと津市での
思い出などについて前葉泰幸市長がお話を伺いました。
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au三太郎シリーズCMの一場面

第38回市長対談



広報 つ！　平成30年２月１日号 ３

　品のオリジナリティーに何か影響を与えている
と思われますか。
篠原　たまたまＣＭプランナーになったというの
が本当のところなんです。広告代理店を志望し
た理由は、大学時代にマーケティングというも
のに初めて触れ、物を売ったりサービスを広げ
たりすることを戦略的に考えていくことが自分
の中ではすごく新鮮で、いろいろな会社のマー
ケティングに携わりたいと思ったからです。
　　入社時は営業職を志望しましたが、配属先は
クリエーティブという全く門外漢の部署で「こ
れはまいったなあ」と思いました。どうやった
らＣＭを作れるのか日夜考えるようになり、そ
の過程で美杉で生まれ育ったことが自分に影響
を与えているということはすごく感じます。
市長　一橋大学商学部で学ばれたことが大きく影
響したということなのですね。
篠原　当時、竹内弘高先生のマーケティングの講
義はすごく実践的でわくわくしました。こう
やって世の中の全ての商いが動いているんだな
とよく分かりましたし、ゼミも実際に企業の具
体的な課題を調査・分析し、
新たな戦略を提案するという
実践的な内容だったので、こ
れをもし仕事にできれば面白
いのではないかと思ったわけです。
市長　それはコンサルティング業界か広告業界で
すね。
篠原　まさにそうです。コンサルティング業界に
行こうか広告代理店にしようか迷ったわけです
が、経営戦略というよりもっと実地に近い戦術
的なことに携わりたいと思い広告代理店を志望
しました。
市長　私ども自治体も広告代理店からすれば、
もっとこうしたらいいのにと思われる相手かも
しれませんね。津市ではプロモーションビデオ
「つがない世界」を作ったんです。
篠原　拝見しました。自治体で作られる動画をた
くさん視聴する機会があって、その時に「あっ
地元だ！」と思いました。面白かったです。
市長　行政側からするといろいろ議論がありまし
たが、「いっちゃえ！」と思い切って発表した
ところずいぶん話題になりました。
篠原　結構再生されていましたね。
市長　広告を依頼するクライアントの商品やサー
ビスは多岐にわたると思うのですが、提案する
ときはクライアントの方に合わせるのでしょう
か、それとも少し違った角度から考えるのです

か。
篠原　どちらの視点も持っておかないと怖いです
ね。世の中にあるどの商品もどのサービスも本
当にすごい発明品ばかりなんです。この発明品
がどうすれば世の中で売れるかを考えるとき、
最初に商品やサービスに寄り添います。ただ、
商品やサービスの良さは結局、受け取った世の
中の人が決めることなので、商品をとことんま
で見つめたその後で世の中を見ます。クライア
ントは商品を作ったり販売したりしているの
で、向かうべき方向は一緒なんです。商品に寄

り添い、そして世の中に寄
り添った時点で、結果とし
てクライアントに寄り添う
形になると思います。

市長　例えば三太郎シリーズの場合、どのように
して他の携帯電話会社との違いを表現しようと
されたのですか。
篠原　他社と差別化戦略をとることが常道ではあ
りますが、当時世の中は通信に関してどこも同
じではないかという空気がありました。本当は
ちゃんと見れば全然違うのですが。商品やサー
ビスには必ず微差があります。しかし、iPhone
がどこでも使えるようになった瞬間にどこの携
帯電話会社もだいたい同じくらいの料金で同じ
　

世の中にある全ての商品・
サービスは発明品ばかり

第38回市長対談　株式会社電通 ＣＭプランナー 篠原 誠さん

株式会社 電通 ＣＭプランナー 篠原　誠さん
1972年生まれ、美杉町川上出身。
津高校、一橋大学商学部卒。(株)電
通に入社後、コピーライターとして
活躍。現在エグゼクティブクリエー
ティブディレクターとして働く。ａ
ｕ三太郎シリーズなどのテレビＣＭ
を数多く手掛け、2015年クリエー
ティブ・オブ・ザ・イヤーを受賞。
2016年のＮＨＫ紅白歌合戦で歌わ
れた「海の声」(桐谷健太)「みんな
がみんな英雄」(ＡＩ)などの作詞も
手掛ける。

MAKOTO SHINOHARA



広報 つ！　平成30年２月１日号4

　ようにどこでもつながるようになって、世の中
の人はとりあえずあの会社は何となく信頼感が
あるとか何となく面白いとか、そんなぼんやり
したイメージで違いを感じとるようになったよ
うです。商品が同じくらい
のレベルだったとき、みん
な何を基準に選ぶのかとい
うと、人間って「何となく
好き」で選ぶんですよ。

市長　なるほど、そうかもしれませんね。
篠原　特に若い人たちはそれが顕著で、どうして
選んだのか尋ねると「好きだから」。三太郎シ
リーズを考えたときは、世の中の全員が何とな
くauが好きだとどうやったら思ってもらえるか
ということが大前提として大事だと考えまし
た。そうなると、人柄として「おもかわいい
(面白くてかわいい)」存在がいいのではないか
と推測したわけです。立食パーティーなどに行
くと盛り上がっているところがありますよね。
それほど格好いい人がいるわけでもなく頭がい
いとか偉い人がいるわけでもなくて、ちょっと
面白い人がいるんです。カラオケでも歌はうま
くはないんだけれど「おもかわいい」人がいる
方が楽しかったりする。auという会社がそう思
われるにはどうすればいいのかを考えました。

市長　個人的には、三太郎のＣＭで金太郎を金
ちゃん、桃太郎を桃ちゃん、浦島太郎を浦ちゃ
んと呼んだ時点ですでに面白いと思うんです。
あの三太郎シリーズのストーリーは、すでに頭
の中の引き出しにいっぱい入っているものを順
番に出してくるイメージなんですか。それとも

アイデアが重なってくるものですか。
篠原　重なっていくイメージですね。最初の構想
は、かぐや姫が途中で出てきて桃太郎と結婚す
れば面白いかな、そのうち乙姫も出てきて浦島
太郎と恋仲になるだろうな、などとざっくりし
たものでした。１年間分くらいは何となくこう
いうストーリーで進んで行くのだろうなという
ものがありましたが２年目以降はその時々で加
えていく感じでした。

市長　こういった面白いお話を伺っていると篠原
さんは特別な才能をお持ちだと皆さんから思わ
れそうですが、それに加えてよくお考えになっ
ているのではないかと感じます。やはり考え抜
くタイプですか。

篠原　どうしたらアイデアが浮かぶのかというこ
とをよく尋ねられるのですが、アイデアは浮か
ばないんです。アイデアは考えるとか作るとか
掘るといったイメージが強くて、そういう意味
で本当にしっかり考えます。考えて、考えて、
考えて、考えた揚げ句まだあるんじゃないかと
探しまくって考えて、考えて。考え抜いた中か

らどれがいいか一番を選ぶ作業
をして、それでもまだ暫定１位
なので、また考えて、考えて、
考えたものを暫定１位と戦わせ

ると、たまにそれが勝ったりするんです。今ま
でずいぶん考えて生まれたアイデアに勝つアイ
デアがまだ出たということは、これに勝つアイ
デアがまだ出るのではないかとさらに考えて、
考えて、正直時間いっぱいまで考えて、その時
点で自分が正解だと思えるものを提案するとい
う結構泥臭いことをしています。センス良くア
イデアが生まれることは本当にありません。

市長　極限まで突き詰めておられるわけですね。
篠原　スポーツに近いかもしれません。毎日走り
込みを続けると足が速くなるのと一緒で、１週
間も休むとアイデアが全然浮かばなくなりま
す。

市長　篠原さんのご活躍に憧れる津高校の後輩や
津市の若者も大勢いると思いますが、ひたすら
努力し挑戦を続ける姿も別の意味で格好いい。
そんな篠原さんを育んだ美杉町川上ですが、当
時は小学校がいくつかありましたね。

篠原　７つありました。
市長　川上の小学校時代はどうでしたか。
篠原　複式学級だったのですが、毎日すごく楽し
かったですね。授業はもちろん普通にありまし
たけど、テストなどもあまりなく、圧力があり
　

浮かぶというイメージより
アイデアは作る掘る考える

第38回市長対談 



広報 つ！　平成30年２月１日号 5

　ませんでした。
市長　先生は児童がどこまで理解しているか大体
把握していたのでしょうね。

篠原　私の学年は６人しかいませんでした。下の
学年が４人で上の学年が８人。複式学級で一番
多いときは14人のクラスでしたが、人を測るも
のがほとんどなく相撲が強いとか、足が速いと
か、釣りが上手いとか、虫に詳しいとか、それ
ぞれの得意分野が多岐にわたり勉強もその中の
１つという感覚でした。人に対する評価基準と
いうものが多様で競い合うことがなかったよう
に思います。

市長　津市では小規模校が増えてきています。そ
ういったところは、今後子どもたちの教育に関
する大きなポイントかもしれませんね。中学校
は美杉中に進まれましたね。

篠原　７つの小学校から１つの中学校に生徒が集
まりました。

市長　世界が一気に広がりましたね。
篠原　当時の美杉村では、川上が一番の田舎だと
言われていました。美杉中に進んだ時に田舎者
だと言われたのですが、美杉村
の中で田舎者ということ自体
「田舎オブ田舎」だと考えると
ちょっと面白かったですね。

市長　美杉の「都会の子」は自分とは違いました
か。

篠原　いや、同じでしたね(笑)。でも、友達が一
気に増え面白くなりました。それまでは、サッ
カーをしても５人対５人とか、野球をしてもワ
ンベースか多くて１・３塁しかありませんでし
た。人数が増えると団体スポーツができるので
楽しかったですね。

市長　さらに美杉中から旧津市内の津高校に進学
されて、世界がどんどん広がります。

篠原　井の中の蛙ではつまらないと常々思ってい
ました。私には、２人の兄がおりますが２人と
も高校進学と同時に下宿しました。私の場合も
一人暮らしでしたが、ＣＤレンタルショップな
ど美杉にないものが全部あり、とても新鮮でし
た。生活費で自分の暮らしをマネジメントでき
るということがすごくうれしかった。それまで
はお小遣い制ではなくて欲しい時に買っても
らっていたのですが、欲しいものも釣り糸ぐら
いしか選択肢がありませんでした。初めて自由
にできるお金の使い道をあれこれ考えるのはす

ごく楽しかったですね。友達にも大変恵まれま
した。

市長　これまでお話を伺っているとどんどん篠原
さんの世界が広がり、ご自身の世界を築いてこ

られたようです。作ろうとし
て作ったというよりも結果と
してそうなった感じですね。

篠原　気付けばそうなっていた
という感じです。

市長　今45歳とお若くていらっしゃいますが、こ
れからの目標などをお聞かせください。

篠原　auのＣＭのおかげで私の仕事である広告を
作ることから飛び出したような結果が出るとい
うことを経験させていただきました。例えばＣ
Ｍ中に流れる「やってみよう」という曲の作詞
をしたところ子どもたちから文化祭で使いまし
たとか、勇気づけられて歌っていますとか、自
分が思っていた広告効果とは違った形のうれし
い反響をたくさんいただきました。こういった
体験が一つでも多くできるようなものを作って
いきたいですね。もう一つは、小説です。小説
家という職業にすごく憧れがありまして、自分
も何か小説のようなものを書いてみたいと思っ
ています。

市長　夢が広がりますね。明るい夢を届ける篠原
さんのＣＭは、これからの人口減少社会におい
てとても価値あることではないでしょうか。ぜ
ひ今後も精力的な創作活動を期待しておりま
す。

CMが予想以上の反響
その経験をこれからも

津市　市長対談│市長対談は津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

株式会社電通 ＣＭプランナー 篠原 誠さん ＆ 津市長 前葉泰幸
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園庭

(仮称)芸濃こども園(仮称)芸濃こども園
園舎

送迎用駐車場

芸濃小学校スクールバス乗降場所を確保
●併せて小学校までの児童用専用通路を整備
市道芸濃中学校線の歩道整備
●送迎用駐車場に面する区間の歩道整備を計画
市道椋本小学校線の道路改良工事
●こども園敷地を活用して歩道整備を含めた道路改良を計画

(仮称)芸濃こども園の整備！

　平成32年４月の開園を目指し、(仮称)芸濃こども園の整備が
始まりました。地域から寄せられたさまざまな意見を踏まえ、
(仮称)芸濃こども園、芸濃小学校、放課後児童クラブ芸濃ＫＩ
ＤＳなど芸濃地域の教育児童施設を一体的に整備します。

幼児教育・保育の総合的な提供

芸濃小学校児童の安全対策
教育児童施設の周辺環境を整備！

園舎　
　定員240人の園舎を新築
　(鉄骨造 総２階建て)

送迎用駐車場　
　必要なスペースを確保
　(55台程度)

園庭　
　十分な広さを確保
　(約3,000㎡)

平成32年４月  開園予定！ 

芸濃こども園の整備スタート 
（
仮
称
）

歩道整備
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放課後児童クラブ芸濃ＫＩＤＳ用施設

芸濃小学校スクールバス乗降場所

児童用専用通路

記念碑移転先

内　容

◆各施設の整備の見通し

平成31年度

H31.4～H32.1園舎新築工事

整備用地杭
撤去等工事

新築工事実施設計

整備用地地質調査

椋本幼稚園・芸濃
保育園 園舎解体

園庭・駐車場整備

道路等整備工事

H31.7～12芸濃小学校 普通
教室棟 増築工事

H31.7～8芸濃小学校 校庭
整備工事

放課後児童クラブ
芸濃KIDS新築工事

平成30年度平成29年度

H30.6～12

H30.1～9

H30.1～3

平成32年度

H32.4 開園

H32.4～6

H32.6～H33.3

H32.4～8

H32.7～12

普通教室(２教室)とトイレを整備
●本校舎南側の校庭に教室棟を増築
校庭を拡張
●100周年の記念碑を移設し、校庭を拡張
●築山などの整地、遊具の再配置により新たな遊び場を確保

芸濃小学校普通教室棟の増築！

施設
●現施設と２カ所で運営し、１人当たりの専用スペースを確保

芸濃ＫＩＤＳ専用施設の２棟目を新築！

児童数の増加による教室不足を解消

放課後児童クラブ利用児童数の急増に対応

問い合わせ　子育て推進課　　229-3390　　229-3451

校庭の整備普通教室棟の増築

～芸濃地域教育児童施設整備プロジェクトが始動～

道路改良工事

芸濃小学
校
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三重県特定不妊治療費助成事業 津市不妊治療費助成事業

助成内容

対象者

助成金額

助成回数
（年間制限なし）

不妊治療費・不育症治療費助成制度
平成29年度の申請は３月30日■まで

第２子以降の特定不妊治療に対する助成

不妊治療費助成制度

助成内容　１人以上の実子がいる夫婦で、平成
26年７月１日以後に初めて三重県特定不妊治
療費助成および津市不妊治療費助成を申請し、
通算助成回数の上限に達した人については助成
回数を追加します。

●39歳以下の人…２回追加

●40歳以上43歳未満で平成26年度に初めて申請
した人…３回追加
●40歳以上43歳未満で平成27年度に初めて申請
した人…５回追加
助成額　１回の治療につき15万円(治療内容に
よっては７万5,000円)を上限に助成

　不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外
受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。
内容など

※年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
※平成28年４月１日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となりました。
※男性不妊治療は、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するため
　の手術（ＴＥＳＥやＭＥＳＡ）などをいいます。

特定不妊治療費（体外受精・顕微授精）、一般不妊治療費（人工授精）の助成

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保
険適用外の自費分の一部を県が助成（ただし、体外受
精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費
のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成（ただ
し、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の合
　計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受
　けた人

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の合
　計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受
　けた人

●体外受精・顕微授精…１回の治療につき15万円
　（初回の治療に限り30万円、ただし治療内容によっ
　ては７万5,000円）を上限に助成
●男性不妊…１回の治療につき15万円を上限に助成
　（ただし治療内容によっては助成対象外となる場
　合があります）

10万円を上限に次の内容で助成
●体外受精・顕微授精…三重県特定不妊治療費助成
　事業による助成額を控除した額
●人工授精…費用の３分の２（医師が人工授精を開
　始すると決定した時から一定期間継続した治療が
　対象）

５万円を上限に次の内容で助成
●男性不妊…三重県特定不妊治療費助成事業による
　助成額を控除した額

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・男
　性不妊の助成回数を通算します

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・人
　工授精の助成回数を通算します

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

金
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申請方法
　申請に必要なものを、申請期限までに保険医療
助成課(〒514-8611 住所不要)または各総合支所
市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療
費助成事業の申請は、県津保健所(〒514－8567
桜橋三丁目446－34、　223－5290)でも受け付
けます。　※郵送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限
　不妊治療が終了した日から60日以内
※平成29年度内に治療が終了するものは、平成
30年３月30日(金)までに申請してください。
郵送の場合は、消印の日が申請日となり、３月
31日(土)までの消印のものを平成29年度分と
して受け付けます。提出できない場合は、不妊
治療が終了した日から60日以内であれば申請
できますが、翌年度の助成対象になります。

申請に必要なもの
●特定不妊または不妊治療費助成事業申請書
●特定不妊または不妊治療費助成事業受診等証明
　書(不妊治療を受けた医療機関で証明を受けて

　ください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●同意書(特定不妊申請用)
●預金通帳
●申請者および配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
●世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性
　別、続柄、住民となった年月日の記載があるも
　ので、発行後３カ月以内のもの)　※個人番号
　の記載があるものは使用できません
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
　(４～５月に申請する場合は前年度のもの)
　※所得がない場合でも提出が必要。別途、住民
　　税の申告が必要な場合があります
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　※初めて
　県に特定不妊治療・第２子以降の特定不妊治療
　の助成を申請する場合や住民票で夫婦関係が確
　認できない場合などに必要
●県の助成を最後に受けた回の特定不妊治療費助
　成承認決定通知書の写し　※第２子以降特定不
　妊治療の助成を申請する場合に必要

　不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰
り返して、子どもを持てないことをいいます。市では、
不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減する
ために検査費や治療費の一部を助成しています。
助成内容　不育症治療を開始した日から、出産(流
　産、死産などを含む)により不育症治療が終了
　するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費
助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算５回
　まで)
対象者(次の全ての要件を満たす人)
●法律上の夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年の所得(１～５月の申請は前々年の所
　得)の合計額が730万円未満(諸控除があります)
●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
申請方法　申請に必要なものを保険医療助成課ま
　たは各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出　※郵
　送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限　不育症治療が終了した日から60日以内
申請に必要なもの
●不育症治療費助成申請書
●不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた
　医療機関で証明を受けてください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●預金通帳

　不育症治療費助成制度では保険適用外の検
査費や治療費を対象としていますが、不育症
治療費には保険適用となるものも多くあり、
これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受
けられます。津市では、妊娠５カ月以上の妊
産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一
部を妊産婦医療費助成制度で助成しています
ので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて
手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の
交付を受けてください。
　助成には、所得制限など条件があります。
詳しくはお問い合わせください。

保険適用となるものは妊産婦医療費助成で

●申請者および配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
●世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性
　別、続柄、住民となった年月日の記載があるも
　ので、発行後３カ月以内のもの)　※個人番号
　の記載があるものは使用できません
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
　(４～５月に申請する場合は前年度のもの)
　※所得がない場合でも提出が必要。別途、住民
　　税の申告が必要な場合があります
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　※住民票
　で夫婦関係が確認できない場合に必要

全ての助成申請について

不育症治療費助成制度
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問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

障がい者

助成の種類 対象者（所得制限あり） 助成の内容（保険診療分のみ助成）
次のいずれかに該当する人
●身体障害者手帳の交付を受けている人（１～３級）
●療育手帳の交付を受けている人（Ａ・Ｂ１）、または知能指数が
　50以下と判定された人
●精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（１級）

65歳以上障がい者 上記の「障がい者」に当てはまる人で後期高齢者医療制度の被保険者

精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（１・２級）で、本
人と扶養義務者が本市の区域内に引き続き１年以上居住しており、
指定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

指定医療機関（精神科）入院時の自己負担相
当額の２分の１

一人親家庭等

次のいずれかに該当する人
●18歳の年度末までの子ども（※）を養育している配偶者のいない
　父または母およびその子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配偶者
　のいない人
●配偶者に重度の障がいがある、配偶者から１年以上遺棄されて
　いる、または配偶者からの暴力（ＤＶ）被害で避難している父ま
　たは母およびその子ども
※18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の
　３月31日までの子どものことです。

入院・通院時の自己負担相当額

子ども（０歳～中学生） 15歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊産婦 妊娠５カ月以上の妊産婦

入院・通院時の自己負担相当額
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
　いる人は通院時の自己負担相当額

対象者と助成の内容

入院・通院時の自己負担相当額から、１つ
の医療機関で１カ月当たり1,500円を控除し
た額。ただし、調剤薬局分は自己負担相当額

※加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。　
※保険診療以外のものと入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
※入院など医療費が高額になる場合は、加入する健康保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、窓口での一部負担額が
　軽減されますので、ご利用ください。
※医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計算しますので、実際に支払
　った金額と差が生じる場合があります。

　保育所、幼稚園、小中学校などの学校管理下の負傷・疾病
に係る日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となる
医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の助成対象外とな
ります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただき
ますので、ご注意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を
優先します

保護者の皆さんへ

福祉医療費助成制度
　障がい者や一人親家庭等、子ども、妊産婦など
を対象に、支払った医療費の一部、または自己負
担相当額を福祉医療費として助成しています。
所得変動などで助成対象になる場合があります
　助成を受けるには所得制限がありますが、現在
該当しない人も所得や扶養状況の変動により所得
制限範囲内となり、助成が受けられる場合があり
ます。その際は資格証の交付申請が必要です。
申請に必要なもの　
　印鑑(スタンプ印を除く)、健康保険証、預金通
帳、受給者と所得判定対象者のマイナンバーが確
認できるもの、申請者の身元確認ができるもの
※代理申請の場合は代理人の身元確認ができるも

の、代理権を確認できるもの(委任状)が必要
※医療費助成の種類によって、身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戸籍全部事項証
明書(戸籍謄本)、入院時の領収書などが必要になり
ます。子ども、一人親家庭等以外で津市で所得や課
税状況などの把握ができない人(転入した人など)
は、住民税所得・課税証明書(控除の分かるもの)、ま
たは住民税特別徴収税額通知書などが必要です。

　現在、福祉医療費受給資格証を持っている人
で、加入健康保険など登録内容に変更がある場
合は、忘れずに届け出てください。

登録内容に変更がある場合は届け出を



広報 つ！　平成30年２月１日号 11

2 18    13:30～16:00
高茶屋市民センター

聴導犬による実演を交えた講演の様子

淡墨桜と新緑ウオークを楽しもう！
森林セラピーイベント

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

　春恒例のウオークイベント。ＪＲ伊勢竹原駅を出発し、緑が美しい田舎
のまち歩きを楽しみます。蕾から散り際までに花の色が変わるという淡
墨桜にも立ち寄ります。
　集合場所へは、伊勢竹原駅10時34分着のＪＲ名松線の利用がおすすめ
です。ぜひご参加ください。
定　員　先着50人
費　用　1,500円(昼食、保険代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
募集期間　２月19日(月)～３月16日(金)

2
TSU NEWS

1
TSU NEWS

3
TSU NEWS

対　象　市内に在住・在学の小学生と保護者
申し込み　往復はがきで教室名、氏名(ふり
がな)、学校名、学年、性別、生年月
日、保護者の住所、氏名(ふりがな)、性
別、生年月日、電話番号を教委久居教育
事務所(〒514-1125 久居元町2354)へ

締め切り　２月14日(水)必着　
※１組１教室のみ、複数申し込みは無効。第
２希望があれば明記。はがき１枚につき
１組の応募

　市内の学校の子どもたちが、ユニバーサルデ
ザイン(ＵＤ)講座を通じて学んだことや感じた
ことなどを発表します。ぜひご参加ください。
内　容　
・子どもたちによる発表
・聴導犬による実演を交えた講演
・体験コーナー
・ＵＤグッズの展示　など

問い合わせ　教委久居教育事務所　　255－8861　　256－3931
わんぱく学校の参加者募集
楽しい体験教室に参加しませんか

問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330
第９回ユニバーサルデザイン（UD）発表会

10:40～15:00(10:20～10:40受け付け)
美杉町竹原地内(JR伊勢竹原駅前集合)3 28 水

日

子どもたちによる発表の様子

教室名・内容 と　き ところ 定 員 参加費

わくわくふれあい
クッキング（ピザ・
パスタ・デザート)

２月24日㈯
①９時30分
～12時
②13時30分
～16時

久居公民館
１階
調理室

抽選
各10組

抽選
10組

１組
1,500円
（材料費）

楽しいバード・
ウォッチング
（海辺の野鳥観察）

３月17日㈯
９時～11時
30分

五主海岸
（松阪市）
※久居公民
館集合

１人
700円



○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

広報 つ！　平成30年２月１日号12

資産税課
　229－3132　　229－3331

家屋改修に対する
固定資産税の減額

議会事務局
　229－3222　　229－3337

ぜひ傍聴を 平成30年
第１回津市議会臨時会

商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

メンタルヘルス相談

こども支援課
　229－3155　　229－3334

一人親家庭等に
中学校卒業祝品を支給

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

三重短期大学法経科
第２部（夜間）受験相談会

教委学校教育課
　229－3245　　229－3257

小中学校・義務教育学校に通う
児童生徒の保護者の皆さんへ
就学に必要な費用を援助

お知らせ

　一定の要件を満たす家屋の改
修工事(耐震改修工事・バリアフ
リー改修工事・省エネ改修工事)
を行った場合、工事が完了した
年の翌年度から一定期間、その
家屋の固定資産税が減額されま
す。いずれの工事も完了から３
カ月以内に申告が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

対　象　市内に在
住の一人親家庭
等(母子・父子
家庭など)で、平成30年３月に
中学校を卒業する子どもと生
計を同じくする養育者

支給内容　図書カード5,000円分
※後日郵送

申請方法　印鑑(スタンプ印を除
く)、津市福祉医療費受給資格証
(一人親家庭等)または児童扶
養手当証書(児童扶養手当全額
支給停止の人は支給停止通知)
または戸籍謄本を持参し、直接
こども支援課または各総合支
所市民福祉課(福祉課)窓口へ

申請期間　２月９日(金)～３月12
日(月)

　義務教育にかかる費用の負担
に困っている人へ、給食費など
の一部を援助しています。希望
する場合は、各学校または教委
学校教育課、各教育事務所で「就

学援助費給付申請書」を受け取
り、通学している学校へ提出し
てください。
対　象　平成29年度または30
年度時点で、次のいずれかに
該当する人
●生活保護法に基づく保護を停
止または廃止された人
●市民税が非課税の人
●児童扶養手当の支給を受けて
いる人(児童手当は対象になり
ません)
援助する費用
●学用品費・通学用品費
●新入学学用品費
●学校給食費(実費額)
●校外活動費
●医療費(虫歯・結膜炎・中耳炎
など学校保健安全法施行令第
８条に定める疾病)
●修学旅行費(実費額)

　仕事がうまく
いかない、職場
の人間関係で悩
んでいるなど、
悩みや不安のあ
る人は、一人で悩まず気軽にご相
談ください。専門の産業カウン
セラーがお答えします。
と　き　毎月第２・４金曜日18
時～20時　※祝・休日、年末
年始を除く

ところ　サン・ワーク津
対　象　市内に在住・在勤の勤
労者
定　員　１日２人(１人50分程度)
申し込み　前日までに電話で商
業振興労政課へ

と　き　２月13日(火)・14日(水)・
15日(木)・16日(金)
　いずれも10時～
ところ　津市議会議場
※日程などは、変更になる場合
　があります。
※会議の模様をインターネット
　で配信している他、ケーブル
　テレビ津市行政情報番組でも
　録画放送を行っています。
　詳しくは津市議会ホームペー
ジまたは議会事務局でご確認く
ださい。

　平成30年度の入学
案内・募集要項などの
配布、説明を行います。
と　き　２月10日(土)
13時～17時(随時受け付け)
ところ　アスト津４階アストプ
ラザ会議室２

津市議会│

コミュニティ助成事業（宝くじ助成金）で整備されました
　コミュニティ助成事業は、自治総合センターが宝くじの社会貢献
広報事業として地域コミュニティ活動を推進し、その健全な発展を
図るために行っているものです。

　テントや救命ボートなどの備品を整備
しました。これらの備品は、平成29年
12月に行われた防災訓練などで活用さ
れました。

◆米津北自主防災会◆



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

広報 つ！　平成30年２月１日号 13

募　　集

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235
津南工事事務所
　254－5351　　255－5586

道路に異常な箇所を
見つけたらすぐ連絡を

イベント

環境政策課
　229－3258　　229－3354

シイタケ菌打ち体験

消防救急課
　254－1603　　254－1607

上級救命講習会

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

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

第12回白山市民会館
人権フェスティバル

中央保健センター
　229－3164　　229－3287

どなたでも参加できます
ヘルスボランティア合同研修会

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

平成29年度市民人権講座

教委教育総務課
　229－3246　　229－3332
中央学校給食センター
　253－8801　　254－1051

給食用食材などの
納入希望事業者の申請

一志児童館
　・　293－0936

いきいきサロン「フレンド」
との交流会

気づきからはじめよう！
～知ることを大切に～
吉原隆行さん
（反差別・人権研究所みえ研
究員）

子どもに“感動”を経験して
もらえる大人でいたい！
細谷演夫さん
（津市人権擁護委員）

９時～
10時20分

10時30分～
11時50分

内容・講師時　間

　「道路に穴ぼこや陥没がある」
「カーブミラーが破損している」
など、道路の異常は交通事故の
原因になります。安全で快適に
道路を利用していただくため、
異常な箇所を発見したときは、
市へ連絡してください。

と　き　２月17日(土)９時30分～
ところ　白山市民会館
内　容　教養文化講座の発表・作
品展示、地域の人権学習会や活
動の発表、あったかふるまい汁、
つきたてふるまい餅など

と　き　２月24日(土)
ところ　美里社会福祉センター
ホール

時間・内容

　
　地域で活躍中のヘルスボラン
ティアと一緒に参加しませんか。
と　き　２月27日(火)①10時～
12時 ②13時30分～15時30分
ところ　①津リージョンプラザ
お城ホール ②一志高岡公民館

多目的ホール
内　容　岩室智子さん(えじそん
ママ代表)による講演「自分ら
しくきらりと輝く ありのまま
受けいれ認め力アップ」

　　平成30年４月１日以降に、津
地域の小学校と中央学校給食セ
ンターに給食用食材などの納入
を希望する事業者は、納入希望
の申請を行ってください。
申請書類は教委教育総務課給
食担当または中央学校給食セン
ターで配布するほか、津市ホーム
ページでダウンロードできます。
※現在、給食用食材などの納入業
者として登録されている事業者
には関係書類を別途送付します。
申し込み　直接または郵送で、
教委教育総務課給食担当(〒
　514-0035 西丸之内37-8)また
　は中央学校給食センター(〒
　514-1254 森町5008-14)へ
申込締切　２月28日(水)消印有効

と　き　２月17日(土)10時～
ところ　一志児童館
内　容　ひな飾り制作
対　象　市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　２月７日(水)～16日(金)

と　き　２月18日(日)①10時～ 
②11時～
ところ　津市リサイクルセンター

内ビジターセンター駐車場
定　員　各15人程度
持ち物　軍手
費　用　500円(材料費)
申し込み　電話で環境学習セン
ター(Ｔ237-1185)へ
申込期間　２月６日(火)～13日(火)
の９時～17時　 ※月曜日を除く

　パソコン操作の基礎から解説
し、インターネットの基本的な
使い方を紹介します。
と　き　３月４日(日)10時～14
時30分
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
※はがき１枚につき１人有効
締め切り　２月15日(木)必着
※昼食は持参または学外で済ま
せてください。
※受講後、希望者はフォロー
アップ講座(全４回)で復習が
できます。

　いざというときに備えて応急
手当を覚えましょう。
と　き　３月11日(日)９時～18時
ところ　白山消防署
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　２月19日(月)～３月
２日(金)



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30年２月１日号14

お知らせ

イベント

募　　集

税金がお得で今にゆとり
年金が増えて老後にゆとり
国民年金基金
　自分の予算に合わせて設計で
き、将来受け取る年金を増やすこ
とができる公的な個人年金です。
掛金は自分で自由に選択でき、全
額所得控除となり節税ができてお
得になります。詳しくはお問い合
わせください。
　三重県国民年金基金(　0120－
29－1284)

日本政策金融公庫「国の教育ローン」
　高校、大学などへの入学時や
在学中にかかる費用を対象とし
た公的な融資制度です。子ども
１人につき350万円以内を固定
金利(年1.76％、平成29年11月
10日現在)で利用でき、在学期
間中は利息のみの返済とするこ
とができます。詳しくは同金融
公庫ホームページをご覧いただ
くか、教育ローンコールセン
ター(　0570－008656)へお問
い合わせください。

林業退職金共済制度
　林退共制度の加入者で、退職
金をまだ受け取っていない人を
探しています。過去に林業の仕
事をしていて、同制度に加入し
ていたかどうか分からない人に
ついても調べますので、お問い
合わせください。詳しくは林業
退職金共済事業本部
のホームページをご
覧ください。
　同事業本部(　03－
6731－2887)

囲碁将棋サロン
　毎週木曜日13時～17時　　
ポルタひさい２階交流活動室Ｃ
　自由対戦方式　　　60人
　久居駅前ふれあいサロン会(　
256－7361)

三重新音楽家協会中勢支部
コンサート｢いま 私が好きな曲｣
　オペラなど、出演者にとって
大切な曲を演奏します。
　２月25日(日)14時～(13時30
分開場)　　津リージョンプラザ
お城ホール　　一般2,000円(前
売り1,500円)、高校生以下
1,500円(前売り1,000円)
　同支部担当(　090－4400－1749)

スポレクチャレンジ
　気軽にできるニュースポーツを楽
しみませんか。参加賞もあります。
　３月11日(日)９時～13時　　
安濃中央総合公園内体育館　　
ミニバレーボール大会、ミニビ
リヤード、ＲＤチャレンジなど
の体験　　200円
　２月26日(月)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、直
接窓口または電話で、あのうス
ポーツクラブ(安濃中央総合公園
内体育館内、　268－0101)へ

津市民ゴルフ春季大会
　３月28日(水)７時30分～　　
榊原温泉ゴルフ倶楽部(榊原町)
　市内に在住・在勤・在学の小
学４年生以上　　　180人(45組)
　参加料1,000円とプレー代(税
別で一般6,800円、高校生以下
2,600円)
　２月16日(金)～３月20日(火)に
ファクスで津市ゴルフ協会事務局
(　237－3621)へ
　同事務局(　237－1095)国の教育ローン│

申込期間 費 用種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ健康教室

軟式野球

テニス

３月21日（水・祝）
９時30分～12時30分

２月24日㈯９時～15時30分
※午前、午後のみの参加も
可能

古道公園内テニスコート

小学生

小学生以上

北部運動広場 先着50人

先着100人 600円

500円

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民体育大会

２月５日㈪～23日㈮

２月７日㈬～
16日㈮

２月７日㈬～
３月16日㈮

サッカー
（小学生の部） ３月10日㈯・11日㈰ 小学４～６年生香良洲サッカー場、

香良洲グラウンド 18チーム



　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　

15広報 つ！　平成30年２月１日号

健　　康

無料相談

種　目 とき（３月）
６日㈫・８日㈭
13時～15時
６日㈫・10日㈯
18時30分～20時30分

柔　道 ６日㈫・８日㈭
18時45分～20時45分

剣　道 ６日㈫・10日㈯
18時45分～20時45分

居合道 ７日㈬
19時～20時30分

なぎなた ８日㈭
19時30分～20時30分
９日㈮
19時～21時
10日㈯
15時～17時

弓　道

空手道

太極拳
８日㈭
①13時15分～14時45分
②15時～16時30分

三重武道館武道教室体験会

　三重武道館　　新小学１年生
以上(弓道は新中学１年生以上)
　２月13日(火)～27日(火)に直接
窓口または電話、ファクスで氏名、
年齢、電話番号、参加種目を三重
県武道振興会(　229－2100、　
229－2123)へ　※日曜日を除く

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。
　２月21日(水)10時～12時　
　一志保健センター　　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)　※託児無料
　２月８日(木)から高田短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日、祝・休日を除く

ハロートレーニング～急がば学べ～
求職中の人の職業訓練講座
　３月29日(木)～６月28日(木)
平日９時20分～15時50分　　勢
京ビジネス専門学校(伊勢市)　
　パソコンと簿記の習得　※厚
生労働省委託事業　　三重県内
のハローワークに求職登録してい
て、通学できる人　　15人

テキスト代１万3,000円程度
　２月21日(水)までに直接三重県
内ハローワークへ　※２月８日・
22日いずれも木曜日に開催する
説明会への参加が必要です。
　同専門学校(　0596－28－4739)

転倒予防教室
　２月22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「成
年後見制度について」、 転倒予
防体操　※要約筆記あり　　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)へ

家族介護教室
　２月20日(火)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１　　講話と
実技「理学療法士が教えてくれる
楽らく介助｣　　市内に在住の
65歳以上とその家族　　　20人
　２月６日(火)から直接窓口また
は電話で同協議会津支部(　213－
7111)へ

みんなで歩こう 大門健康づくり
スペシャルウォーキング
　大門大通り商店街から中心市街
地を歩いたり、健康チェックや講話
を聴いたり、楽しみながら健康的
な１日を過ごしませんか。ぜひ歩
数計を持参してご参加ください。
　２月10日(土)９時30分～15時
　街の駅だいもん(大門
大通り商店街内)集合
　同商店街振興組合(　
223－0090)

弁護士による法律相談(面談)
　２月26日、３月26日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15時

　市本庁舎３階相談室　　女性
　　各日８人(予約優先、相談時
間は１人30分以内)
　２月21日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ

税理士による2018税制相談会
　２月10日(土)13時～17時　　
サン・ワーク津　　税金や確定
申告についての相談
　２月８日(木)までに暮らし
ほっとステーション津(　224－
6511)へ　※予約優先、当日受
け付けも可(16時30分まで)

確定申告税務相談会(要予約)
　確定申告に関す
る相談に税理士が
答えます。相談に
は過去２年分の確
定申告書、マイナンバーが分か
るもの、本人確認書類など関係
書類を持参し、あらかじめ決算
書の作成や医療費などの集計を
行っておいてください。
　２月16日(金)～３月２日(金)
９時30分～16時　※２月18日
(日)・24日(土)・25日(日)を除
く　　津税理士会館(広明町)　
　事業・不動産・給与所得者など
(譲渡所得などを除く)
　同会館(　226－3222)へ
※17日(土)のみ　30人(予約不要)

立命館大学学生法律相談部によ
る相談会
　２月24日(土)・25日(日)10時
～16時30分(受け付けは14時30
分まで)　　アスト津４階会議室
１、研修室Ａ・Ｃ　　金銭貸借・
サラ金、不動産登記、離婚、相
続、会社、ＤＶ、借地借家、隣
近所などに関する相談会　※刑
事法・税法・年金・保険・係争
中の事件に関わる相談は受け付
けできません。
　同部代表(　075－465－8175)
※平日13時～18時



津市長　前葉　泰幸
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　芸濃町椋本地区には、総合文化センターをはじ
め保育園、幼稚園、小中学校、放課後児童クラブ
といった多くの文教施設が集まるエリアがありま
す。
　旧芸濃町時代、その一画に幼稚園と保育園を一
元化してこども園を整備する先進的な構想が持ち
上がり、合併時には芸濃地域の重要課題として
新・津市へと引き継がれました。
　平成27年に子ども・子育て支援を推進する新制
度が本格的にスタートすると、津市はいち早く
「子ども・子育て支援事業計画」を作成し、５年
間で認定こども園を５施設整備する方針を盛り込
みました。芸濃こども園については31年度に建
築、32年４月に開園する計画を公表し、いよいよ
この構想が動き始めます。
　行政や教育関係者が津市立として初めてつくる
こども園をどんな姿にし、どのように運営するか
を一つ一つじっくりと議論を重ねていた間、地域
の方々はすでにこども園から周辺の教育施設へと
目を転じ、文教エリア全体を広い目でとらえ直し
ていらっしゃったようです。平成29年１月に芸濃
で開催した地域懇談会で検討の対象となったのは
新設されるこども園ではなく、文教エリアにある
他の教育施設でした。
　近年の急激な児童数の増加による小学校の教室
不足への懸念、放課後児童クラブ利用者数の倍増
による施設狭隘化の問題、新設するこども園の調
理室を給食センター化することで小学校の給食室
を廃止し教室や放課後児童クラブに転用すると
いった教室不足解決策、中学校のテニスコート施
設の劣化による危険箇所など、皆さまからは、他
のことは後回しにしてもこれだけはこども園の整
備と一緒に考えておかないと手遅れになりかねな
いという緊張感が伝わって来ました。
　こども園の設計に入るのは平成30年からです。
それまでにこれらの懸案に対処する方策を一緒に
考えていくことを、私はその場でお約束しまし
た。一見、市役所内の担当部署が異なるバラバラ

のご要望ではあるものの、文教エリア内の教育施
設という観点から同じテーブルに並べて総合的に
解決を図ることは可能であるように思えたからで
す。
　早速、市役所に戻って関係部局を招集しこれら
の課題を提示したところ、学校運営を担当する学
校教育課と放課後児童クラブを所管する青少年セ
ンターは、まずはこども園の建設を見守りつつ状
況の推移を踏まえて対応するという判断でした。
児童数の増加を認識してはいたものの、計算上は
まだなんとかやりくりしてしのげるのではないか
と推測されることが理由です。しかしながら、す
でに現場を見ていた私は“今”の数字からは伝わら
ない地元の“未来”へ向けた肌感覚を職員たちも受
け止めてほしいと願い、２人の副市長を筆頭に関
係する職員全員がそろって現地をつぶさに見て歩
くようにあえて指示を出しました。地域の方々は
登下校の見守りや行事のお世話などを通じて乳幼
児から学童までどの年代の子どもたちが特に増え
ているのかを体感し、毎日のように整備予定地を
見つめ考えを巡らせながら生活なさっています。
そうやって練り上げられた地元からのご提案を机
上の計算で判断していては、市民との対話はおろ
か、子どもたちのため、地域の“未来”のために最
適な解を見いだすことは絶対にできないと考えた
からです。
　以後、議論の流れは一気に変わりました。ほど
なく、こども園の整備と同じスケジュールで芸濃
小学校教室の２室増築、放課後児童クラブ芸濃Ｋ
ＩＤＳの新築を行う方針が導き出されます。それ
だけでなく、職員は子どもたちの安全と利用者の
便宜を図る策を突き詰める努力も惜しみませんで
した。芸濃小学校児童の通学路の安全対策とし
て、新設するこども園の敷地をセットバックさせ
て歩道も整備する道路改良工事を提案し、道路を
担当する部局も巻き込んで図面を作り上げまし
た。
　合併前からの待望久しい芸濃こども園は、こう
して地域のニーズを踏まえたものとなり、新・津
市が組織の総力を挙げて練り上げた「芸濃文教エ
リア」整備構想の中核施設として位置付けられる
こととなりました。
　地域をよく知ることが市民と行政との意思疎通
の基本です。よりよい施策が導き出されるよう、
市民との対話の場を何よりも大切にしてまいりま
す。

現場を知らなきゃ
始まらない

きょうあい

　「第３回百五銀行杯争奪卓球大会」 
　開会式(サオリーナ)…12月17日
　県内最大級の全国オープン卓球
大会がサオリーナで開催されまし
た。メインアリーナに63台の卓球
台が並び226チーム、1,142人が熱
戦を繰り広げる様子は圧巻でした。
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