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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＞
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白塚小学校の児童が、サッカーチーム「ヴィアティン三重」の選手の皆さんからサッカーの指導を受けました（２月５日）表紙

憧れの選手の
サインゲット！

津市出身の
坂井将吾選手
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シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政
津市公契約条例ってなあに？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政
津市公契約条例ってなあに？

災害復旧対策
進行中！津市の地籍調査
災害復旧対策
進行中！津市の地籍調査

　　　　 清水英範さん　　　　 清水英範さん
東京大学大学院教授東京大学大学院教授

市長対談市長対談
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市長　先生のご研究分野についてお話しいただけ
ますか。

清水　空間情報学とは、測量や地域の調査などの
成果を地図に表現するといった方法論を考える
分野です。古代文明発祥とともに測量もし、地
図もあった訳ですから伝統的な分野である一方
で、最近では人工衛星やＧＰＳを使って測量し
ますし、さらにはドローンを使って三次元の測
量や形状復元などもしています。地図などの多
様なデータはコンピューターで効率的に管理さ
れインターネットで提供される時代となってい
ます。古くて、かつ先端的な分野が空間情報学
であり、これを有効利用して地域計画や都市計
画をより良いものにすることが研究者としての
目標です。

市長　確かに地図というのは、登記や公図、境界
の確定など非常に重要なものだと思います。
今、地籍の整備が進められていて、その「中長
期的な地籍整備の推進に関する検討会」の委員
長をお務めでいらっしゃいますね。

清水　地域や都市の計画といっても広範囲にわた

ります。例えば、防災拠点にもなる公園を造り
たいとか、密集していて災害時には危険な市街
地を活性化も兼ねて再開発したいとか、そうい
う空間的な広がりを持った地域の中長期未来を
考えていくものです。それらを実行するときに
把握しないといけないのが、対象地域に誰の土
地があって、その土地と隣の土地との境界がど
こなのかということです。登記所に行けば大体
のことは分かりますが、正確ではない場合があ
るので事業が難航してしまうというわけです。
私のような空間情報学や地域計画に関わる者に
とっては、地籍整備は本当に重要な課題で、エ
ンジニアリング的な課題というよりもそれを支
える法制度的な課題だと考えています。

市長　なるほど、そういう制度をきっちり整える
ために、この検討会がつくられているというこ
とですか。

清水　これからの法制度はどうあるべきかを検討
しています。国がリーダーシップを取る地籍調
査は、国の10カ年計画にのっとって行われてい
ます。正確には「国土調査促進特別措置法」と

撮影／津なぎさまち

第39回市長対談

　平成29年11月14日、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学
専攻の教授であり、国土交通省主催の「中長期的な地籍整備の推進
に関する検討会」で委員長をお務めの清水英範氏をお迎えし、地籍
調査や空間情報学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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EIHAN SHIMIZU

　いう法律に基づいた国土調査事業10カ年計画と
いい、現在は第６次10カ年計画で平成22年度
から31年度までの計画です。今は平成29年度
ですからそろそろ終盤に差し掛かっているとい
うことで、次の第７次10カ年計画をどのように
設計するのかが主な論点です。

市長　津市の場合は独自に10カ年計画を作りまし
た。人口集中地区での地籍調査の進捗率は、全
国規模で24％くらい進んでいるのに津市はまだ
７％です。この10カ年計画で43％まで引き上
げようと取り組んでいます。私どものこの取り
組みを清水先生は、2016年11月号の「都市問
題」という雑誌の寄稿文で取り上げてください
ました。そもそも津市の取り組みが先生の目に
留まったきっかけとはどういうことだったので
しょうか。

清水　私は、関心のある政策や事業が全国でどう
展開されているのか知りたいときは新聞記事を
追いかけます。最近は新聞記事もデータベース
化されていますから「地籍」というキーワード
でインターネット検索していたところ、たまた
ま2016年８月１日付の中日
新聞で「復旧対策へ地籍調
査」という記事が見つかり
ました。ここで津市の取り
組みが紹介されていたのですが、そこにあった
前葉市長の力強い言葉に感銘を受けました。
「地籍調査は社会のインフラ。南海トラフ地震
で被災が懸念される沿岸部で集中的に進める」
とのことでしたが、私は、社会基盤の教授です
のでインフラという言葉に大変愛着と誇りを
持っています。市長が「地籍調査は社会のイン
フラである」と言ってくださったことに非常に
感動しました。

市長　ありがとうございます。社会インフラとい
うのは、どうしても道路や港湾、河川の整備と
いったハード面に目を向けがちですが、ソフト
面、つまりそれが無いと社会的にいろいろな事
業が進まなくなるものもあると思います。私は
常々地籍調査によって土地の権利関係や境界を
きっちり把握しておかないといろいろな意味で
不便だと感じておりました。地籍調査が社会の
インフラだと確信したのは、平成26年11月に
東日本大震災で被災地となった宮城県山元町の
齋藤俊夫町長とまちの復興についてお話したと
きです。新しい街をゼロからつくるような大き
な被害を受けたにもかかわらず、スムーズな線
引きが出来たのは地籍調査が完了していたおか

げだとおっしゃっていました。
清水　災害への対応は、東日本大震災以降多くの
地域で注目されています。ただ、前葉市長のよ
うに熱意を持って取り組まれているところは、
それほど多くありませんし、熱意を持ったから
といって必ずしも調査が前に進むわけではない
でしょう。前葉市長はどういうふうに調査を進
捗させようと考えたのですか。

市長　調査を進めようとすると資金面で国や県か
らご支援をいただく必要があります。調査を依
頼するにも発注者側の人員が必要です。つま

り、金と人なんです。私が
市長に就任した平成23年当
時、地籍調査の予算は
1,300万円くらいで担当者

は１人でした。行政は事業を拡張しようとする
ときによく予算から先に増額するのですが、お
金があっても人がいないとなかなかその次に広
がっていきません。そこで、先に人員を１人増
やしました。同じ予算で人が増えると増えた１
人はさらに調査を進める方策を考えたり中長期
的な計画を考え始めます。結果として予算も増
えてきました。もちろん最終的には私が判断す
るのですが、職員のやる気が何より重要です。
最近では年度途中に国や県から補正予算の声が
けがあると、市長の指示を待たずに職員の方で
　

地籍調査は社会のインフラ
あらゆる事業の進捗に影響

東京大学大学院 工学系研究科教授(社会基盤学専攻)

清水英範さん
昭和34(1959)年生まれ、愛知県出
身。東京大学大学院教授。
昭和57年東京大学工学部土木工学科
卒。東京大学助手、講師、岐阜大学
助教授、東京大学助教授などを経
て、平成10(1998)年から現職。
専門は空間情報学、地域計画。「中
長期的な地籍整備の推進に関する検
討会」の委員長を務める。

第39回市長対談　東京大学大学院教授 清水 英範さん

しんちょく
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　積極的に手を挙げ事業費を増やしていくように
なってきています。

清水　まずは人員からというのは非常に興味深い
ですね。さらに、その後の予算の増え方には、
熱意が数字として表れている
気がします。津市の取り組み
で特徴的なのは「重点整備区
域」を設定したり、「10カ
年計画」を市独自で立てていたり、あるいは関
係団体とも協力して調査の推進協議会なども作
られているところです。市長はどういう思いで
こういうものを考えられたのですか。

市長　地籍調査のボリュームを増やそうとして
も、どこをやるとかどんなふうに進めるかなど
がはっきりしていないと、お金だけ、あるいは
人員だけ増えてもできないことがあります。そ
こで重点整備区域を設定し、防災の観点から南
海トラフ地震が懸念される沿岸部を中心に進め
ることにしました。行政がやろうとしても市民
の方々からご協力をいただかないといけないの
で、例えば相続や道路の拡幅などの際に境界が
はっきりしていないとご不便があるので、先に
調査しておくことが大切ですよと丁寧に自治会
など地域の皆さまにご説明してまいりました。
それとともに、土地家屋調査士や専門家の皆さ
ん、法務局にも計画作りの段階から関わってい
ただきました。予算もたくさんいただかなけれ
ばいけないので、国土交通省の都市部官民境界
基本調査というものを活用したり、その部分を
先行調査として地籍調査につなげたり、いろい
ろ工夫しながら進めています。

清水　地域的に優先順位を付けて重点的に取り掛
かるのは非常に良いことだと思います。また、
官民の境界だけでも調査しておくと後の復旧・
復興とか都市再開発でもかなり効果的です。さ
らに、関係団体との協力は一番大切なことです
ね。行政だけで旗を振っているとどうしても調
査に協力させられるようなイメージになりがち
です。そうではないだけに皆が協力して進めて
いくことが非常に重要です。

市長　極端に言えば、今特に支障が無ければ調査
は必要ないとお考えの人もおられ、啓発に力を
入れなければなりません。人口集中地区だけで
なく全体の面積に対する進捗率は、津市はたっ
た３％、三重県全体でも９％で、日本で下から
２番目と非常に低い。なぜこれほど差が出るの
でしょうか。

清水　やはり調査に取り組む時期の違いによりま
す。昭和26年に国土調査法ができてから地籍調
査が始まりました。その時すぐ取り組んだ地域
が東北地方だったりするわけです。国土調査法
の第１条に書かれていることは、国土の開発と

保全、そして土地利用の高度
化です。戦災の復興からそろ
そろ高度成長という時ですか
ら、この目的は非常に分かり

やすかった。市民の皆さんにも行政にも国に
とっても分かりやすいということで、予算の措
置が今に比べるとはるかに容易でした。東北地
方では全体的によく進んでいて、先ほどの山元
町はすでに完了しています。しかし、中には全
国平均の52％に達していないところが散在して
いて、そのほとんどが昭和20年代後半から30
年代には町や村の違う課題にお金を使わざるを
得なかったという事情がありました。先延ばし
にした結果、地籍調査まで手が回らなくなって
しまったということなのです。さらにもう１点
は、調査の対象面積が広いということです。広
いということは当然関連する土地利用も産業も
多様ですね。災害の危険性が高い中山間部もあ
るし海岸もあるということで、とにかく行政の
課題がめじろ押しでした。全てを進めなければ
いけない中で地籍調査だけを進めるわけにもい
かなかったという事情があります。

市長　昭和26年といえば、津市の場合は戦災で特
に旧津市の市街地部分の70％くらいが焼けたこ
とによる復興事業の時期に重なります。道路を
広げたり、土地を交換したりしている部分の公
図はほぼ正確ですが、逆に戦災を免れたところ
　

三重県の進捗率は９%
全国で下から２番目

第39回市長対談 
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市長対談

ひ っぱく

　の公図は明治時代のままだったりする。今この
段階で地籍調査をきっちりと進めていくために
は国や県のご支援が必要不可欠です。調査に取
り掛かる決断をした平成26年ごろはまだ県など
に予算的ゆとりがありましたが、最近はどんど
ん良い意味で競争が活発化してきました。ぜひ
全国的に地籍調査に関する予算の充実をお願い
したい。国の予算を増やしていただくために
も、清水先生には学術的な分野から地籍調査の
必要性をご発言いただければと思います。

清水　私も国の会議や委員会では直接関係ないよ
うなテーマの場合でも地籍の問題に少しでも関
連がある場合には重要性について申し上げるよ
うにしていますし、予算の確保についても積極
的に訴えています。ただ、国の財政事情も逼迫
しているので、これまで以上に説得力がある形
で地域のニーズ、切羽詰まったニーズを届けな
ければいけない。ですから、民意を集約して地
域のリーダーが国に対してどんどん要望してい
くことが、財政当局や国会議員を動かすことに
つながると思います。そういう首長さんが全国
に増えれば絶対に国全体の地籍
調査関連の予算は上がる。その
上で、津市のように、積極的に
取り組んでいる自治体に傾斜配
分をしていくことが、良い意味で地域競争の時
代に合った方法かと思います。

市長　社会基盤学の第一人者である清水先生が各
方面で積極的にご発言くださることで、地籍調
査という地道な仕事にもスポットライトが当た
るようになり、市町村は相当刺激され、職員の
モチベーションアップにつながってきているこ
とを感じます。

　　実際に香良洲地域で地籍調査を開始してみる
と、気になっていた境界が明らかになって安心
したというお声を多数いただきました。今度は
河芸地域からの積極的な要望のもと、事業を広
げていこうとしているところです。市民の皆さ
まご自身に地籍を整備することの重要性をご理
解いただくためにも、清水先生から調査の意義
についてお話を頂戴できますか。

清水　我が国というのは、平和で経済的にも発展
し国や地方の行政も安定感がございます。国民
の皆さんの多くは、自分の土地がどこにあって
その境界がどこなのかという情報は正確に役所
が管理していると思っています。土地を買った

り相続したりすれば通常は登記します。また、
固定資産税も納入していますし相続税も納めて
います。それは土地の面積に基づいて税金が決
まっているわけですから、当然正確な情報を国

や地方の役所が持っていると
思っている。しかし、役所に
ある情報が必ずしも正しくな
い場合もあるという認識をぜ

ひ持っていただきたい。正しくない情報がある
と将来的に境界の紛争が起こったり、土地の売
買や取引の際にトラブルが起こったりする原因
になることがある。また、南海トラフ地震のよ
うな巨大災害が起こったときに、復旧・復興の
計画や事業が前に進まないという大きな問題も
発生します。こういう問題は、自分の人生では
起こらないかもしれないけれど、子どもの時代
で起こるかもしれないし、孫やひ孫その先では
必ず起こることなのです。ですから、今問題を
先送りにするのではなく自分のため、子どもの
ため、孫のため、そして地域社会のために市か
ら境界確認の立ち会いの依頼が来たらぜひ協力
をお願いしたいと思います。

市長　所有者不明土地という言葉が話題に上がる
ほど土地の問題が社会的な課題となってきてい
ます。そんな中で地籍調査は、社会のソフトの
インフラで非常に重要です。先生のおっしゃる
「待ったなし、地籍調査」というお言葉のとお
り私どもも事業推進に向けてしっかりと取り組
んでまいります。

今問題を先送りすれば
子どもや孫の代に影響

東京大学大学院教授 清水英範さん ＆ 津市長 前葉泰幸
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災害復旧対策

進行中！津市の地籍調査

　土地に関する記録は、地図も含め登記所で
管理されていますが、その地図の半分ほどが
明治時代の地租改正時に作られたものです。
　そのため、境界や形状などが現実とは異
なっている場合が多くあり、また、登記簿に
記載されている面積も、正確ではない場合が
あります。
　地籍調査を行うことで登記簿の記載が修正
され、正確な地図に更新されます。

　地籍調査を実施することで、以下のような
効果が期待できます。

　

　東日本大震災の復旧時には、地籍調査の成
果により、境界確認や調査測量などが省略で
き、大幅な経費縮減や速やかな復興への着手
につながりました。

津市での 地籍調査の進め方

　地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の一つで、主に市町村が主体となり一筆ごとの土地の所有
者・地番・地目を調査し、境界を確認し、面積を測量することで、土地の実態を正確に把握する調査です。
　津市では、南海トラフ大地震に伴う津波災害に備え、主として都市的土地利用がされている国道23号以東の
沿岸部を、地籍調査の「重点整備区域」と設定し、平成27年度に策定した津市地籍調査事業計画に基づき、
2015(平成27)年度～2024年度の10年間で集中的に地籍調査を実施しています。

事業着手

事業完了

１年目

２年目

２～３年目

地籍調査の必要性

地籍調査の効果

●土地境界をめぐるトラブルの未然防止
●土地の有効活用の促進
●公共事業の効率化・コスト縮減
●災害復旧の迅速化

問い合わせ　用地・地籍調査推進室　　229-3564　　229-3345

● 測量の基礎となる基準点の設置

● 土地所有者による境界立会
● 地籍測量

●  地籍図、地籍簿の作成
● 土地所有者による閲覧
● 登記所へ成果の写しを送付

● 測量の基礎となる基準点の設置

● 土地所有者による境界立会
● 地籍測量

●  地籍図、地籍簿の作成
● 土地所有者による閲覧
● 登記所へ成果の写しを送付

明治初期の不正確な地図から
世界共通の座標値を持つ

復元可能な精度の高い地図へ
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境界立会には地元の皆さんのご協力が不可欠です。
所有する土地の境界立会の際には、ご協力をお願いします。

～南海トラフ大地震に備え、
　重点整備区域を10年間で集中整備～

津市の取り組み状況

進捗

  

  対象面積（㎢） 実施済面積（㎢） 進捗率（％） 

全

国 

全体 286,200  147,712  52  

都市部 12,255  2,976  24  

津

市 

全体 682.90
 21.91  3.21  

都市部
 

29.01
 2.21  7.62  

取り組みの経過～予算と人員～
　国に対する積極的な要望活動や、新たな補助制度の活用による財源
確保、担当職員の増員を行い、地籍調査の加速化を図っています。

　国が実施する事業を活用しながら、地域の現状に応じた最適
な事業手法により、計画的かつ効率的に事業を進め、進捗率を
向上させます。

1億3,352万

4,702万

890万

7,760万

6,983万

2,803万
1,370万1,366万1,634万

H24年度 H25年度 H27年度 H28年度 H29年度H26年度

1,230万

H23年度

決算額(平成29年度は予算額)と人員

6.45％

42.67％

44.01㎢

12.38㎢

Ｈ29年度
✔香良洲町稲葉、小松、
　川原地区の閲覧
✔香良洲町桜町、地家、砂原、
　浜浦地区の境界立会
✔河芸地域の地籍調査に着手

Ｈ28年度
✔香良洲町小松、川原地区の
　境界立会

Ｈ27年度
✔津市地籍調査事業計画策定
✔香良洲地域の地籍調査に着手
✔香良洲町稲葉地区の境界立会

Ｈ26年度
✔重点整備区域を設定
✔ 津市地籍調査推進協議会設立

1人 1人 1人 ２人 ２人

３人

８人

決算（予算）額 ９月補正予算額 12月補正予算額

担当職員数 登記事務の専門家(非常勤参与)

土地利用別の進捗率
2016(平成28)年度末現在と2024年度見込み

2024年度

2024年度

2024年度

2024年度

(人口集中地区)

(人口集中地区)

しんちょく

沿岸部における
人口集中地区

重点整備区域

市河芸庁舎

市本庁舎

市香良洲庁舎
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津市公契約条例ってなあに
？

～より良い労働環境を目指
して～

　ねえねえ、シロモチくん、公契約条例って初
めて聞いたんだけど、なあに？
　公共事業で働く人のためになる決まりのこと
だよ。税金が使われる公共事業は、できるだけ
安い価格でちゃんとした品質のものを調達しな
ければならないんだ。だけど、安さを追求しす
ぎると、働く人のお給料や働くときの条件、職
場の環境などに悪い影響が及んでしまうことが
あるんだ。そこで、働く人を守るための決まり
を津市でつくったんだよ。
　どんなことを決めたの？
　「公共のお仕事は津市内の会社に優先的に
やってもらおう」とか、「津市から仕事を頼ま
れた会社は働く人のためにも労働関係の法律を
しっかり守ろうね」とか、労働者が頑張って働
こうと思えるようになって地域が豊かになるこ
とを目指した決まりごとなんだよ。
　じゃあ、働く人にはいいことなのね。

　働く人のためだけじゃないんだよ。安心して
働ける会社にはいい人材が集まって経営が安定
してくるし、後継者も育ってくるから、業界全
体にとってもいいことになると思うんだ。
　なるほどね～。じゃあ、津市はどうやって働
く環境を良くしていくの？
　公共のお仕事を引き受けることになった会社
と契約するときに、労働基準法とか労働安全衛
生法などの法律をしっかり守ってもらうように
約束するんだよ。もし、「会社が違反している
な」と働く人が感じたときには安心して相談し
てもらえるように窓口を設けるよ。
　それから、この条例の重要なポイントなんだ
けど、公共事業で働く人のお給料の最低金額も
これから決めていくんだ。働く人たちが安心し
て生活できるお給料を受け取って、そのお金を
使って津市で暮らしていくことは、地域の経済
や産業にはもちろん、津市に住んでいる人みん

　４月１日から施行される「津市公契約条例」は、公共事業の発注者である津市と受注者な
どである事業者が協働して、公共事業で働く労働者のより良い労働環境の確保や優良な事業
者の育成などを図るための条例です。
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問い合わせ　調達契約課　　229－3121　　  229－3333

　
適
切
な
条
件
で
発注

　
適
切
な
条
件
で
発注

良
質
な
工
事
等
を
履行

良
質
な
工
事
等
を
履行

　　
　　
適正な労

働環境の確保

 労働意欲の向上 労働意欲の向上

公契約条例公契約条例 　
　
　
条
例
違
反
の
申し出

　
　
　
条
例
違
反
の
申し出

津市津市

事業者事業者 労働者労働者

※１ 労働者…対象契約に係る業務などに従事する労働基準法第９条に規定する労働者
※２ 契約…津市が発注する工事、製造その他の請負および業務委託契約

なにとってもいいことだからね。
　でも、お給料の最低金額を決めるのは難しそ
うね。
　そうなんだ。働く人にとってはたくさんお給
料がもらえるのはうれしいことなんだけど、
雇っている人は会社の経営もうまくいくように
考えなくちゃいけないよね。
　だから津市は、雇う人、働く人、そして専門
家に集まってもらって、５年以内に、どうやっ
て最低金額を決めるのかとか、もっといい方法
がないかとか、みんなで一緒に話し合っていく
んだよ。
　ちゃんと効果が出るような条例になることが
一番大切だものね。
　そのためにも、この条例のことをみんなに
もっとよく知ってもらいたいんだ。働く人だけ
じゃなくて、雇う人はもちろん、津市に住む人

みんなから、「それはいい決まりだね」って
言ってもらえるようにしていきたいんだ。
　もっともっと働きやすい、津市で働いてみた
いと思える、魅力あふれるまちにしていきたい
ね。

津市は、事業者が公契
約を適正に履行するた
めの環境を整えないと
いけないのよ。

労働者は、事業者に条
例違反があった場合、津
市に申し出や相談をす
ることができるよ。

事業者は、労働者※１と対等な労使関係を築き、下請契約を
結ぶ場合も相手方と対等で適正な契約※２をするんだよ。

   

相
談
窓
口の設置　
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自立支援教育訓練給付金

登録方法
　津市ホームページの「津
市メールマガジン」から

　一人親家庭の皆さんに役立つ支援情報などを
メール配信しています。ぜひご登録ください。
配信日　毎月１日　
費　用　無料　※通信費は自己負担

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４月に小学校へ入学す
　る子どもと生計を共にする養育者
支給内容　図書カード5,000円分(後日郵送)
申し込み　こども支援課または各総合支所市民福
　祉課(福祉課)へ

申請に必要なもの
●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
申請期間　４月２日(月)～27日(金)

小学校入学祝品を支給

メールマガジンを配信

母・父の就業や就学を支援

一人親家庭の母・父を支援します

　看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士、放射線技師、栄養士、歯科
衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理
師などの資格取得のため、１年以上養成機関で学
ぶ場合に、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓
練修了支援給付金を支給します。事前にご相談く
ださい。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、
対象資格の取得が見込まれる人
●仕事または育児と修学の両立が困難であると認
められる人
●過去に同給付金を受けたことがない人
●同趣旨の給付金(求職者支援制度における職業
訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める
　訓練延長給付金など)を受給していない人
高等職業訓練促進給付金
支給額(月額)　市民税非課税世帯は10万円、市民
　税課税世帯は７万500円(最長３年間)
高等職業訓練修了支援給付金
（養成機関の修業課程修了後）
支給額　市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
　世帯は２万5,000円

高等職業訓練促進給付金等
　医療事務やヘルパーなどの仕事に必要な技能や
資格を取得するため、指定された教育訓練講座を
受講し、修了した場合に給付金を支給します。な
お、受講前に申請し、対象講座の指定を受ける必
要がありますので、事前にご相談ください。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●当該教育訓練が適職に就くために必要であると
認められる人

●過去に同給付金を受けたことがない人
支給額　かかった費用の60%
　(１万2,001円から20万円まで)

　母子自立支援プログラム策定員が、就業を希望
する一人親家庭の母または父を対象に面接・相談
等を行い、ハローワークなどの関係機関と連携し
て就業や自立を支援します。
相談日　毎週火・木曜日９時～17時(年末年始、
　祝・休日を除く)　※変更になる場合がありま
　すので、事前にお問い合わ
　せください。
ところ　市本庁舎１階こども
　支援課

母子自立支援プログラム

問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3334　各総合支所市民福祉課(福祉課)
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サクラとミツマタ 花満開ウオーク 

　ＪＲ伊勢奥津駅から三多気の桜までの５㎞の片道ウオークです。
ミツマタの群生地にも立ち寄ります。春の一日を満喫しませんか。
定　員　先着50人
費　用　500円(保険料を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
申込期間　３月12日(月)～４月６日(金)

1
TSU NEWS

9:30～(9:00から受け付け)
ＪＲ伊勢奥津駅集合(三多気駐車場解散)4 15日

問い合わせ　教委生涯学習課　　229-3248　　229-32572
TSU NEWS 津ユネスコ協会会員募集中！

　国際感覚を深めるイベントなどを、一緒に
企画・運営してみませんか。
　津ユネスコ協会では随時会員を募集してい
ます。まずはお気軽にお問い合わせください。
会　費　1,000円(年会費)
申し込み　同協会事務局(教委生涯学習課内)へ

イベントを企画してみませんか

　ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、世界
平和と人類の福祉を願って設立されました。津ユ
ネスコ協会は、ユネスコ憲章を基本に「異文化の
理解」と「国際協力」を２つの柱として、さまざ
まな活動をしています。
▶子どもユネスコの集い
　小中学生と外国人留学生が一日楽しく交流します。
▶ユネスコ活動パネル展
　津まつりの会場で世界遺産パネルの展示と、使
用済み切手を使った栞作り体験をします。
▶親子国際交流の集い
　外国人を講師に招いて親子で料理を作り、異国
文化に触れます。
▶ひろがれユネスコのわ
　外国につながる児童が日本の文化を体験し、交
流を深めます。
▶世界寺子屋運動、医療協力活動
　書き損じはがきや使用済み切手を収集し、その

資金をさまざまな国の識字活動
やアジアの医療に役立てています。
▶ユネスコセミナー
 各地のユネスコ協会と交流を図り、視察研修を
行います。

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272-8082　　272-1119

※日程・コースは天候(台風など)の影響で変更になることがあります。
※詳しい内容や申し込み方法は、今後の広報津などで順次お知らせします。

ミツマタ群生地

三多気の桜

森林セラピーイベント参加者募集

申込期間と　き イベント名 コース 定 員 費　用
５月13日㈰
９時～ 森林セラピストにおまかせ！春 三多気蔵王

他２コース 各10人 ４月２日㈪～27日㈮

４月23日㈪～５月18日㈮

５月７日㈪～６月１日㈮

５月28日㈪～６月22日㈮

６月11日㈪～７月６日㈮

新緑のセラピーウオークと
蔵王公園の青葉まつり 三多気蔵王 50人 1,500円

3,000円～

みすぎんの森を守ろう
大洞山登山と石畳コース
日神の滝と倶留曽山三ツ岩を
辿るセラピーウオーク

大洞山石畳 50人 500円

日神西浦 30人 2,000円

火の谷温泉コースウオークと
魚つかみ 火の谷温泉 50人 中学１年生以上：2,000円

小学６年生以下：1,000円

しおり

６月３日㈰
９時30分～
６月17日㈰
10時～
７月８日㈰
９時～
７月22日㈰
９時30分～

５月～７月のウオークイベント



○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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環境保全課
　229－3398　　229－3354

転出・転居により住まいが
空き家になる人へ

市民税課
　229－3129　　229－3331

３月30日㈮までに手続きを
軽自動車・バイクなどの廃車

収税課
　229－3135　　229－3331

市税の納付は便利な口座振替で

文化振興課
　229－3250　　229－3544

文化振興課の執務場所を移転お知らせ

　空き家の管理は所有者の責務
です。建物や門扉の施錠、定期
的な建物の状態確認や敷地内の
除草、庭木の剪定など適切な管
理をお願いします。
　利用する予定がない空き家
は、賃貸や売却などの利活用、
老朽化したり管理が困難な空き
家は、取り壊しを考えましょう。

　軽自動車やバイクは、４月１
日現在で車両を所有している人
に、１年分の税金がかかります。
３月30日までに廃車手続きをし
ないと、引き続き課税されるの
でご注意ください。
　なお、軽自動車税の税率(年額)

については、市民税課へお問い
合わせください。

　
　市税の納付は口座から自動的
に納付できる口座振替が、納める
手間や納め忘れがなく便利です。
　口座振替の申し込みは納期月の
前月末までに、振替希望口座の預
貯金通帳、届出印、市税の納税通
知書をお持ちの上、市内に本・支店
のある金融機関で手続きしてくだ
さい。３月中に手続きすると、平成
30年度固定資産税・都市計画税第
１期分から口座振替ができます。

　文化振興課(事業担当・文化
ホール施設担当)は、３月26日
(月)から執務場所を、市本庁舎
６階から津リージョンプラザ１
階に移転します。
　なお、移転後はファクス番号
が229－3344に変わります。

原動機付自転車
（125㏄以下）、小
型特殊自動車

車両の種類 手続き場所・問い合わせ
市民税課（Ｔ229－3129）
または各総合支所市民
福祉課（久居総合支所
は市民税課久居分室）

軽二輪車（125㏄
超250㏄以下）、
小型二輪自動車
（250㏄超）

三重運輸支局（雲出長
常町、Ｔ050－5540－2055)

三輪・四輪の軽
自動車

軽自動車検査協会三重
事務所（雲出長常町、Ｔ
050－3816－1779）

休日納付相談・納付窓口
３月18日 　９：00～16：00
●市税…収税課(市本庁舎２階、
Ｔ229－3136)、特別滞納整
理推進室(市本庁舎２階、Ｔ
229－3216)
●国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料…保険医療助成課
(市本庁舎１階、Ｔ229－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
本庁舎１階、Ｔ229－3149)
●利用者負担額(保育料)…子育
て推進課(市本庁舎１階、Ｔ
229－3167)

問い合わせ　市民課
　229－3144　　221－1173

　住所の異動届は、マイナンバーカード(顔写真付き)・住民基本台帳カードを利用して手続きすること
ができます。窓口によって取り扱いが異なりますので、以下をご覧ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した住所異動
３・４月に住所を異動する皆さんへ

市民課（市本庁舎）

各総合支所市民福祉課（市民課）

各出張所　※２

アストプラザオフィス　※２

久居駅前出張所　※２

転出※1 転居 窓　口 開庁時間転入
○

○

○

○

○

※3

※3

※3

※4

※4

※4

○

○

△

△

△

○

○

×

×

×

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用できる窓口 各窓口の開庁時間

市本庁舎 市民課

総合支所
久居（市民課）、河芸・芸濃・美
里・安濃・香良洲・一志・白山・
美杉（市民福祉課）
一身田・神戸・高茶屋・榊原・
栗葉・千里ヶ丘・波瀬・家城・大
三・倭・八ツ山・竹原・太郎生・
伊勢地・八幡・多気・下之川
高野尾・大里・白塚・栗真・安
東・櫛形・片田・藤水・雲出

月～金曜日
８時30分～20時
土・日曜日、祝・休日
８時30分～17時

月～金曜日
８時30分～21時
土・日曜日、祝・休日
８時30分～18時

アストプラザオフィス ※５

久居駅前出張所 ※５
(４月１日から久居総合支所市民課で対応しま
す。開庁時間や業務内容に変更はありません)

月～金曜日
８時30分～17時15分
（祝・休日を除く）

月～金曜日９時～16時
（祝・休日を除く）

出張所
※５

※5　外国籍の人を含む世帯の住所異動は取り扱っていません。

※１　転出証明書は発行されませんので、新しい住所地で転入届
を行う際は、必ずマイナンバーカード(顔写真付き)・住民基本
台帳カードをお持ちください。

※２　平日９時から17時まで(一部の出張所は16時まで)の取り
扱いとなります。

※３　マイナンバーカード(顔写真付き)・住民基本台帳カードの
住所の書き換え手続きは取り扱っていません。市本庁舎市民課
または各総合支所の窓口で手続きしてください。

※４　転出証明書が発行されている場合は手続きできます。

せんてい



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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募　　集

イベント

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

日本語指導ボランティア

消防救急課
　254－1603　　254－1607

公募型普通救命講習Ⅰ

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
ママと赤ちゃんのふれあい教室

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

第10期日本語指導ボランティア
養成講座

津リージョンプラザ
　229－3300　　229－3344

津市民文化祭音楽部門「軽音楽」
～第31回Friendship!軽音楽～

と　き ところ
４月、８月、12月の
第２日曜日

中消防署
　226－2580

５月、９月、来年３月の
第２日曜日

北消防署
　232－3092

６月、10月、来年２月の
第２日曜日

久居消防署
　254－1111

７月、11月、来年１月の
第２日曜日

白山消防署
　262－1044

と　き　３月17日(土)18時30
分～(18時開場)

ところ　津リージョンプラザお
城ホール

入場料　前売券500円　当日券
700円(全席自由)

※津リージョンプラザや各総合
支所地域振興課など津市内の
一部の公共施設で、前売券と
の引換券を配布

出演バンド　The Salts and 
Sugars(ビッグバンド)、М
-amour(ヴォーカル＆ピアノ
デュオ)、エムレイ(ロック ツ
イストコピー)、Le Nonne
(フルート二重奏)、TIME＆
LAND(ポップロック)、BJ 
BIG STARS(ハードロック)

　ホホバオイルを使ったスキン
シップを通し、ママと赤ちゃん

の絆を深めながら仲間づくりも
しませんか。
と　き　４月２日～６月４日の
第１・３月曜日10時～11時
(全５回)
ところ　中央公民館和室
対　象　開講時にワクチン予防
接種済みのおおむね４～７カ
月の赤ちゃんと母親
定　員　抽選７組
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、赤ちゃんの月
齢、電話番号を中
　央公民館(〒514-
　0027 大門7-15)へ
締め切り　３月16日
　(金)必着

　普段何気なく使っている日本
語を見直し、再発見する楽しさ
を感じながら、一緒に学んでみ
ませんか。
と　き　４月～９月の第２・４
土曜日13時30分～15時30分
(全12回)
ところ　中央公民館情報研修室
定　員　先着25人
申し込み　電話またはファクス

で人権教育課へ
申込開始日　３月５日(月)

津市教育委員会では、日本語が
分からなくて困っている子どもた
ちを対象に、初期日本語教室「き
ずな」を開催しています。そこで協
力していただける日本語指導ボラ
ンティアを募集します。
と　き　月～金曜日９時～11時
15分　※参加回数などは応相談
ところ　中央公民館作業室
申し込み　電話で人権教育課へ
　

　主に成人に対する心肺蘇生
法・ＡＥＤの使用方法・異物除
去・止血法の講習です。

時　間　いずれも９時～12時
申し込み　開催月の前月末まで
に各消防署へ

問い合わせ　 経営支援課　　236-3355　　236-3356
篠原 誠さん 講演会「アイデアで未来を切り拓く」
津市ビジネスサポートセンター開設１周年記念セミナー

津市ビジネスサポートセンターは、市内の企
業や創業を目指す人、津市に進出を考えている
企業の立場に立って相談を受ける窓口として開
設し、まもなく１年を迎えます。これからも皆
さんのお役に立てるセンターを目指し、記念セ
ミナーを開催します。
定　員　抽選150人
申し込み　津市ビジネスサポートセンターホーム
ページから所定の用紙をダウンロードし、ファク
スまたはＥメールで津市ビジネスサポートセ

3 25 13:30~15:30
あのつピア２階(あのつ台四丁目)日

篠原 誠さん

ンター(　229-3360@city.
　tsu.lg.jp)へ
締め切り　３月15日(木)17時
必着

津市美杉町出身。株式会社電通 エ
グゼクティブクリエーティブディレ
クター。ＣＭプランナーとして、au三
太郎シリーズなどのテレビＣＭを
手掛ける。2015年クリエイター・オ
ブ・ザ・イヤー受賞。

津市ビジネス
サポートセンター



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参加料
を添えて、直接窓口(メッセウイ
ング・みえ１階)へ
※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３月１日号14

お知らせ

イベント

募　　集

津市物産振興会│

三重県特定(産業別)最低賃金の改定
　平成29年12月から特定の産
業の事業場で働く労働者の特定
最低賃金が改定されました。詳
しくは厚生労働省ホームページ
をご覧ください。
　三重労働局賃金室(　226－2108)

河芸町陶芸サークル合同作陶展
　ろくろ会・釉・金窯会が日頃
の制作活動の成果を披露します。
　３月14日(水)～18日(日)10時～
16時　　アスト津５階ギャラリー２
　同サークル担当(　090－4854－6174)

ふきのとう～夢の手づくり市～
　３月18日、４月15日、５月13
日いずれも日曜日10時～16時(雨
天決行)　　県総合文化センター
(一身田上津部田)　　手づくり作
品やフード、大道芸など県内外
から100店舗以上が出店します。
　ふきの藤代表(　090－3459－7496)

初瀬街道周辺ウオーキング
　３月11日(日)９時～12時ごろ
(受け付けは８時30分から、小
雨決行)　　猪の倉温泉バーベ
キューハウス前(白山町佐田)集
合　　成願寺→初瀬街道→垣内
宿・乗渓寺の往復コース(約８
㎞)　※田舎汁の振る舞いあり　
　100円(保険料など)
　白山町レクリエーション・スポー
ツ大会実行委員会(白山総合支所
地域振興課内、　262－7011)

第１回小中学生書道展
　３月９日(金)～11日(日)９時
30分～16時30分　※11日は
14時まで　　津リージョンプラ
ザ３階生活文化情報センター　
　齋藤拙堂生誕220年を記念し
た小中学生の毛筆作品の展覧会
　齋藤拙堂顕彰会担当(　224－
3670)

「津市物産まつり」ロゴ・マーク
　津市物産まつりに、より親しみ
を持ってもらうためのロゴ・マーク
のデザインを募集しています。
　３月16日(金)までに津市物産振
興会ホームページから応募フォー
ムをダウンロードし、郵送または
Ｅメールで同会(商業振興労政課
内、〒514-8611 住所不要、　
info@tsu-bussan.com)へ
　同会(　229－3169)

新入学留学生への生活支援物資
　新学期を迎え、新
しい留学生が来日し
ます。不慣れな日本
での生活を支援するため、せっ
けん、洗剤、タオルなど未使用
の日用品を提供してください。
　３月１日(木)～20日(火)　　
市本庁舎１階市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流課
内、　229－3146)

環境学習指導者養成講座
　３月18日(日)13時30分～16時
　河芸公民館　　坂本竜彦さん
(三重大学教授)による講座「地域
防災力をいかに高めるか？」など
　16歳以上
　３月14日(水)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで講座名、郵
便番号、住所、氏名、年齢、電話番
号、ファクス番号またはメールアド
レスを三重県環境学習情報セン
ター(〒512-1211 四日市市桜町
3684-11、　059-329-2909、
　info@eco-mie.com)へ
　同センター(　059－329－2000)

第８期ふれあいカレッジ
　おおむね55～75歳を対象に、
全16回32講座を通して生涯学
習を学び健康増進と仲間づくり
を進める学校の受講生を募集中
です。申し込み方法など、詳し
くはふれあい長寿津事務局(　
202－5155)までお問い合わせく
ださい。

最低賃金特設サイト│

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

ストレッチポール＆姿勢改善 ３月20日・27日いずれも
火曜日９：15～10：15

海浜公園内陸上競技場
会議室 高校生以上 先着15人 1,000円

申し込み種　目 と　き ところ 対　象 定 員
■津市民スポーツ教室

当日受け付け

３月７日㈬
～16日㈮

ラグビーフットボール ４月８日㈰10：00～12：00 ４歳～中学生海浜公園内陸上競技場 50人

ゆう き ん よ う か い

は　　せ



　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３月１日号

健　　康

無料相談

とき（毎月） 内　容

面談・電話相談
（予約優先）

第１～４火曜日
13時～18時

※祝・休日、年末年始を除く

第３火曜日
10時～12時

種　目 受講料（半期分）

１万5,000円

１万1,100円

柔道・剣道・弓道・
なぎなた・空手道・
太極拳（週２回）
空手道・太極拳・居
合道（週１回）

おわび　広報津２月１日号14ページ
「津市民ゴルフ春季大会」の開催場所
に誤りがありました。正しくは「榊原ゴ
ルフ倶楽部(白山町三ケ野)」です。お
わびして訂正します。

自衛官候補生など
　防衛省では、平成30年度採用の
自衛官候補生・一般曹候補生・一
般幹部候補生・予備自衛官補を募
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。
　同本部津募集案内所(　224－4324)

三重武道館の武道教室
(４月～９月)

　三重武道館　　小学１年生以
上(弓道は中学１年生以上)
　３月31日(土)までに、三重県
武道振興会事務局(メッセウイン
グ・みえ１階)にある所定の申込
用紙に必要事項を記入し、同会へ
　同会(　229－2100)

太極拳初級講習会(体験・見学可能)
　▶半年コース…４月～９月の毎
週木曜日19時～21時 ▶１年コー
ス…４月～来年３月の第１・３
土曜日10時～12時　　橋南市
民センター、橋南会館　　１万
1,000円(入会金1,000円を含む)
　３月31日(土)までに電話また
はファクス、Ｅメールで日中友
好協会三重県連合会(　246－
8580、　226－7086、　tsu-
taikyoku@mie-eiga.co.jp)へ

春休み子ども料理教室(中華)
　３月27日(火)10時～13時30分
　中央保健センター栄養指導室
　中華まん、スープ、デザート
　市内に在住の小学３年生～中
学生　　　30人　　1,700円(材
料費を含む)
　３月８日(木)９時からＥメー
ルでマザーズエイドみえ(　
mothersaidmie@gmail.com)へ
※同会ホームページからも申し

込みできます。
　同担当(　090－1414－4789)

社会的養護の社会化フォーラム
　３月17日(土)10時30分～16時
　県人権センター(一身田大古曽)
　映画「さとにきたらええやん」
上映、荘保共子さん(こどもの里
理事長)による講演、鈴木英敬三
重県知事らによるパネルディス
カッションなど
※申し込み方法など、詳しくは
三重県子どもＮＰＯサポートセ
ンター(　232－0270)へ

若者の婚活を応援
　気の合うパートナーを見つけ、
互いに支え合う楽しい生活を送
りませんか？
　３月10日(土)１部…10時～12
時30分 ２部…13時30分～16時
　ポルタひさい２階交流活動室Ｃ
　１部…25～34歳 ２部…35～
45歳、いずれも配偶者のいない男
女　　各35人　※費用など詳しく
は久居サークルクラブ代表(　080－
3623－4966、　fuji077@yahoo.
co.jp)へお問い合わせください。

一志学園高校転編入学説明会・相談会
　３月17日(土)13時30分～　
　大井公民館　　不登校経験の
ある高校生、高校中退者、また
はその保護者
　同学園(　271－6700)へ
※当日受け付けも可

高齢期の暮らしやすい整理収納セミナー
　４月18日・25日、５月９日・16日
いずれも水曜日14時～16時(全４回)
　県生涯学習センター２階小研
修室(県総合文化センター内)　
　中村恭子さん(整理収納アドバ
イザー)による講座　　50歳以上
　　20人　　各800円
　３月12日(月)から電話または
ファクスで、くらしの夢プラン
(　・　059－321－2970)へ

薬を知る講座
　３月11日(日)10時～12時　
　津リージョンプラザ２階第２
会議室　　「脳卒中を起こさない
ために～高血圧、高脂血症の薬に
ついて～」をテーマに薬剤師によ
る薬の効能の
解説・相談
　津薬剤師会
(　255－4387)

転倒予防教室
　３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「認
知症予防について」と転倒予防体
操　　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

カウンセラーによる相談(面談・
電話)　専用電話229-3120

　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)

司法書士による相談会
　３月14日(水)13時30分～16時
30分　　市本庁舎　　相続、多重
債務、金銭問題など　　　８人
　３月６日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ



津市長　前葉　泰幸

公共サービスの実情
～働く人の賃金水準を確保します～

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

　生活に欠かせない公共のサービスの多くを、民間が
担う時代になってきています。
　道路建設や学校改修、水道メーターの検針、公共施
設の管理、コミュニティバスの運行、広報誌の印刷な
ど、民間の企業や団体などが請け負う事業は多岐にわ
たり、市民生活に密着するものばかりです。
　国や地方自治体は公共工事を発注したり、業務を委
託したりする相手を、多くの場合、競争入札で選び
「公契約」を結びます。税金を財源とする公のすべて
の業務は最小の経費で最大の効果を上げることが求め
られるからです。
■競争入札の問題点
　入札から契約までの流れは自治体によって異なりま
すが、津市の場合は、あらかじめその事業にかかる適
正な費用を積算し、それを上限とする予定価格を公表
します。あまりにも低い価格で落札されると、工事や
サービスの質の低下が懸念されることから、同時に
「最低制限価格」も設け、それを下回る金額では契約
しません。　
　落札するにはその範囲内で最も安い金額で入札しな
ければなりません。受注者は、そこから利益を確保す
るために、原材料の購入単価を下げたり、工事施工の
効率を上げたりするなどあらゆる努力をします。しか
し、それでも利益が出せないと、働く人たちの賃金に
しわ寄せがいくようになります。
　国は公共工事で働く人の賃金を県別・職種ごとに調
査し、適正な水準の賃金の額を決めています。公共工
事の予定価格は、最低でもこの金額が労働者に支払わ
れることを前提に積算されているのですが、近年、入
札競争の激化などで基準を下回る事例が増加している
ことが社会問題となってきています。
■地方独自に動き出す
　改善には国レベルでの法整備が求められるほど大変
難しい問題です。現在、国に特段の動きは見られませ
んが、下請けや孫請けといった立場で働く人たちに
とっては現在進行形の深刻な問題です。見かねた自治
体が独自に条例を定める動きも出てきました。
　公共のサービスに従事する労働者の賃金水準を確保
するために「労働報酬下限額」と表現される最低賃金
を定め、条例で公契約に規制を設けるのです。これが
「公契約条例」です。労働者側だけでなく日本弁護士
連合会など中立的な機関からも制定を求める意見書が
出されたこともあって、これまでに35の自治体で制定
されてきました。
■最低賃金額を決めるのか否か
　全国的に見るとわずか２％程度にしかすぎません
が、津市においても公契約条例策定の気運の高まりの
もと、２年間と時間を区切って検討を開始しました。
そこで最大の論点となったのは、最低賃金の具体的な

額を決めるのか否かということです。先行する35自治
体の条例は、前者が18、後者が17と、考え方がまっぷ
たつに分かれていました。最低賃金の額を設定した自
治体においては、労働者の経験や技術などを総合的に
評価した支払いが困難になるといった問題が指摘され
ています。一方、適正な賃金水準の確保に努力すると
いう理念を述べるにとどめた自治体では、改善は期待
できないとして支払いの義務付けを求める意見が見受
けられました。
■労使で探る
　労使双方が納得できなければ実効性を伴う条例はつ
くれません。そこで、パブリックコメントを募り、多
くの関係先などからも広くご意見を頂戴しました。労
働者・事業者団体の代表、中立的な存在である入札等
監視委員会や社会保険労務士会などです。企業からの
依頼を受けて労務管理や社会保険の手続きに関わる社
労士の業務は同時に労働者の福祉の向上に寄与するも
のでもあります。こうした双方の事情に精通する団体
との協議を重ねながらたどり着いた条例案は、これま
でにはないスタンスのものとなりました。
　自治体が発注する事業や業務に従事する労働者に最
低賃金以上の額を支払う義務付けは、一見、事業者と
労働者とが対立しかねないテーマのように受け取られ
がちです。複雑な事情を抱える事業者側の経営が立ち
いかなくなる可能性も否定できず、対立どころか労働
者の属する会社組織の存続にもかかわりかねないこと
だという考え方もあります。しかしながら、適正な賃
金が支払われる企業は労働者にとって働きがいのある
魅力的な職場であるわけで、企業にとっては人材の確
保と経営の安定につながります。ひいては業界への信
頼と地域経済の発展へと結びつくことも考え合わせる
と、最低賃金の保証は労働者、経営者双方にメリット
があることだともいえます。
　「公契約条例が良質な事業者を育成するきっかけと
なり、最終的には市民生活の活性化に貢献する」、そ
う目標が定まったことで、最低賃金の額を一方的に示
すのでもなければ、理念だけを語るのでもない、第三
の方法、すなわち、事業者側と労働者側の双方が納得
できるような最低賃金をともに探っていこうとする案
がここに出来上がったのです。
■まずは「一緒にやってみる」
　まず、最低賃金の額を決めることを条例で宣言しま
す。そして５年以内に労使が納得できる条件を探りな
がら具体的な金額を設定します。ともに制度をつくり
あげていく津市オリジナルの「公契約条例」は昨年12
月の議会において全会一致で可決されました。
　４月の条例後は、制度を単に「一緒に考える」だけ
ではなく「一緒にやってみる」参加型事業の発注を検
討しています。この計画に対し、事業者側からは、経
営者としての考え方を伝えながらやっていけるのであ
れば試行に参加したいという積極的な声が聞かれま
す。労働者側からも、制度に守られる保護対象として
の立場を越え、適正な賃金を受け取る仕組みを相互理
解のもとでつくっていくことに大きな期待が寄せられ
ています。
　これからが正念場です。責任を持ってこの試みを遂
行してまいります。
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