
津市久居中央スポーツ公園内プール 
～７月１１日  ・１２日  無料開放～ 

平成２７年７月３日  

平成２７年７月１１日リニューアルオープン 

土 日 



 平成２７年７月１１日 
 津市久居中央スポーツ公園内プールリニューアルオープン！ 

７月１１日  ・１２日   ９時～１７時 

リニューアルオープン記念無料開放 

 ※ コインロッカー使用料は、有料（１００円）となります。 
 ※ 混雑時（1,000人目途）には、入場を制限させていただくことがあります。 

  総事業費 １億３，４２６万円 （平成２６年度事業） 
平成２６年度 地域の元気臨時交付金（地域活性化・雇用創出臨時交付金）を活用 

リニューアルオープンを記念し、 
無料開放を実施 

土 日 



ウォータースライダー 

リニューアルの内容① 

本体（２基）取替、専用タワー塗装 

改修前 



幼児プール 

リニューアルの内容② 

滑り台（２基）設置、日除けテント・滑止めシート張替 

日除けテント張替 

滑止めシート張替 



その他 

リニューアルの内容③ 

休憩ベンチ増設・日除けテント張替、滑止めシート張替・
増設、各種施設塗装、濾過機改修 

休憩ベンチ増設 日除けテント張替 

滑止めシート張替・増設 施設塗装 



津市久居中央スポーツ公園内プール施設の概要 

主要施設 

 幼児プール（水面積１６７．８６㎡ 水深０．３ｍ、０．５ｍ） 
 流水プール（全長１２３ｍ 水深０．９ｍ） 
 ５０ｍプール（水面積９５０．５㎡ 水深１．１ｍ～１．３ｍ） 
 スライダープール（２基：各全長５２ｍ、５０ｍ） 
 駐車場 ２６２台（久居中央スポーツ公園と併用） 

平成２７年 
公開日 

 ７月１１日（土）、１２日（日）、１８日（土）～３１日（金） 
 ８月１日（土）～３１日（月） 

営業時間  ９時～１７時 

使 用 料  
 高校生以上…１回４２０円、中学生以下…１回２１０円 
 ※市外の人は２倍 ※１１枚綴りの回数券あり 



平成２７年７月３日 

がん検診の受診期間延長により 
受診率が向上 



 がん検診の受診期間の延長 

乳がん検診 
子宮がん検診 

個別検診 胃がん検診 
肺がん検診 
大腸がん検診 
前立腺がん検診 

集団検診 

平成25年度から 

７月～ 
翌年３月 

検診区分・種別 

７月～１２月 

胃がん検診（内視鏡検査） 

平成24年度まで 

７月～１１月 

個別検診 
＋ 

集団検診（一部の会場） 
個別検診のみ 

７月～翌年２月 

受診期間 



 がん検診受診率向上に向けた４つの取り組み 

 受診期間の延長 

未受診者（無料クーポン券対象者）に対し、ハガキで勧奨 

 勧奨ハガキの送付 

若い年代層の受診者を増やすため、１歳６か月児・３歳児 
健康診査において啓発してチラシ配布 

 チラシ配布・声掛け 

集団検診で胃がん検診（内視鏡検査）を可能に  

 胃がん検診の受診機会の拡大 

取組① 

取組② 

取組③ 

取組④ 

平成２５年度から受診期間を翌年３月まで延長  



平成24年度まで 平成25年度から    受診期間の延長により受診率が上昇中！ ！ 
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 がん検診の受診率の推移① 



検診区分 
受診率 

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

胃がん検診  ２４．１％ ２５．３％ ２６．６％ ２７．９％ 

肺がん検診  ３３．３％ ３４．８％ ３６．１％ ３８．１％ 

大腸がん検診  ３１．２％ ３２．０％ ３３．７％ ３４．８％ 

子宮がん検診 １９．５％ ２０．９％ ２２．５％ ２５．４％ 

乳がん検診  ２０．８％ ２０．６％ ２２．８％ ２４．０％ 

前立腺がん検診   ３２．２％ ３１．７％ ３３．３％ ３２．５％ 

 がん検診の受診率の推移② 



 子宮がん検診の受診者が最大の伸び 

受診期間延長により ２，８９１人増加 
（平成２４年度 → 平成２６年度） （単位：人） 
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対象者には平成２７年６月下旬にがん検診無料クーポン券を送付 

年齢 対象者の生年月日 子宮頸がん 乳がん（Ｘ線） 大腸がん 

20歳 平成 6年４月２日～平成  7年４月１日生 ○  －  － 

40歳 昭和49年４月２日～昭和50年４月１日生  － ○ ○ 

45歳 昭和44年４月２日～昭和45年４月１日生  －  － ○ 

50歳 昭和39年４月２日～昭和40年４月１日生  －  － ○ 

55歳 昭和34年４月２日～昭和35年４月１日生  －  － ○ 

60歳 昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生  －  － ○ 

（年齢基準日／平成27年4月1日時点） 

 上記の対象者に加え、平成22年度及び平成25年度に女性がん検診無料クーポン券の 
対象者で、平成22年度～平成26年度に女性がん検診を未受診の人。 
 ただし、子宮頸がん検診は40歳までの人、乳がん（Ｘ線）検診は60歳までの人。 

 がん検診無料クーポン券対象者 



個別・集団検診を選択 

   
希望の医療機関へ 

直接電話予約 

個別検診 集団検診 

   
希望の会場・日程を選び 
検診事業所へ電話予約 

   体調を整えて、予約日に受診 

検診対象者 

津市 

平成２７年６月末にがん検診受診券を送付 

 がん検診受診までの流れ 



ふるさと津かがやき寄附 
～平成２７年７月１日から感謝の品を充実～ 

平成２７年７月３日 



  

平成２０年４月３０日公布の地方税法の改正により 
｢ふるさと納税制度｣が誕生 

ふるさと津かがやき寄附募集開始 平成２０年７月～ 

寄附者への感謝の品（９品）の贈呈を開始 
 （平成２６年１月１日から三重テラス商品引換券を追加） 

平成２４年４月～ 

  
ふるさとへの思いを納税に代わって寄附という形で実現 
個人住民税の大幅な控除が可能となる 

平成２６年１月～ 
寄附の使途における選択項目の拡大（「津城跡の整備」、
「多気北畠氏城館跡周辺のまちづくり」を選択可能） 

オンラインによる申し込み受け付けを開始 平成２４年７月～ 

 ふるさと津かがやき寄附について 
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寄附件数 

寄附件数は平成２４年度比で、２５年度は4倍増！２６年度は11倍増！ 

101件増 

240件増 

４倍増！ 
平成２４年度比 

１１倍増！ 
平成２４年度比 

 ふるさと津かがやき寄附の実績（６月末現在） 

年度 寄附件数 寄附金額

平成20年度 23件 289万2千円

平成21年度 22件 361万9千円

平成22年度 14件 721万6千円

平成23年度 13件 162万0千円

平成24年度 34件 168万5千円

平成25年度 135件 763万2千円

平成26年度 375件 1,035万7千円

平成27年度 64件 118万0千円

合　計 680件 3,620万1千円
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津市 

市外からの寄附件数は平成２４年度比で、２５年度は４倍増！２６年度は6.5倍増！ 

寄附件数（件） 

市外からの件数 
４倍増！ 

平成２４年度比 

市外からの件数 
６．５倍増！ 

平成２４年度比 

 ふるさと津かがやき寄附の実績（６月末現在） 

津市
津市
以外

東京
東京
以外

平成20年度 23 11 9 2 12 8 4

平成21年度 22 14 13 1 8 2 6

平成22年度 14 7 7 0 7 2 5

平成23年度 13 6 5 1 7 3 4

平成24年度 34 19 15 4 15 7 8

平成25年度 135 73 60 13 62 14 48

平成26年度 375 278 251 27 97 36 61

平成27年度 64 44 39 5 20 2 18

合計 680 452 399 53 228 74 154

年度
県内

全体

県外



平成２７年５月中旬  津市物産振興会会員に新たな物産品の募集 

 全国的な「ふるさと納税」ブームを受けた申込件数の増加 

 

 感謝の品の充実 
背景 

新たな８品の申し込みを受け、平成２７年７月１日から全１８品でスタート 

感謝の品の追加 

寄附者の選択肢の拡大・本市物産品のＰＲの推進 

 平成27年度税制改正を受けたふるさと納税制度の改正によるさらなる申込件数の増加見込 
  制度改正①・・・特例控除額の上限引き上げ（ふるさと納税枠を約２倍に拡充） 
  制度改正②・・・５つの自治体までのふるさと納税は控除に必要な確定申告が不要 

  市内の企業から感謝の品の取り扱いについての要望及び問い合わせ 

 



 現在の感謝の品一覧（１０品目） 
原料は一志米100％ 

自然のまんま 
「農村体験記BOX」 

米菓セット 

スイス菓子のお店の 
パールサブレ 

美味しさへのこだわり 
田舎あられセット 

孝子平治の心を 
お菓子に込めて 

平治煎餅ほか菓子詰合せ 

昔懐かしい佃煮の風味 
海苔佃煮詰合せ 

  

株式会社あぐりネット三重中央 一華堂 株式会社野田米菓 有限会社平治煎餅本店 株式会社丸大大森 

美し国の伊勢の酒 
（日本酒） 

トクセン初日  

伝統の技術、 
まろやかな味わい 

煎茶 美杉の味２本 

生産者の愛情がたっぷり 
お茶ギフト やぶきた２本 

はき心地第一 
足やすめ 安濃津ばき 

 （紳士用・婦人用いずれ
か） 

三重テラス商品引換券 
（2,000円分） 

  

株式会社油正 菅尾製茶 有限会社よこや製茶 大谷はきもの店 津市 

見本 

見本 



 新たに追加する感謝の品一覧（８品目） 

りんごのチョコレート 津高虎どらやき 焼菓子詰合せ 
自家焙煎珈琲豆 
２種ギフトセット 

  

Ｔ２の菓子工房 株式会社刀根菓子館 株式会社ＰＡＬＭＥ 株式会社富士珈琲 

女性スタッフが主婦の 
目線で開発した 

食卓応援プレミアムギフト 

～伝承の味セット～  
高級醤油（濃口醤油・たまり醤油） 

即席あおさ味噌汁 

おぼろふわふわタオル 
３枚入 

備蓄用缶詰めパン 
（コーヒー・フルーツ・チョコ） 

  

下津醤油株式会社 株式会社辻岡醸造 おぼろタオル株式会社 クローバーハウス 「さとのパン」 



 

ふるさと納税は、市本庁舎４階財政課で受け付けています。
電話、ＦＡＸ、インターネットからもお申し込みいただけます。 

津市への応援をお待ちしています 

 

津市政策財務部財政課 
 〒514-8611 津市西丸之内23番１号 
  TEL 059-229-3124 
  FAX 059-229-3388 
  E-MAIL 229-3124@city.tsu.lg.jp 

お問い合わせ先 

 ふるさと津かがやき寄附の申し込み 


