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ＪＲ名松線復旧工事
市の水路整備工事が始まる!!

担当：地域振興課

電話：２７２－８０８０
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竹原地内の工事現場

ＪＲ名松線は、平成２１年１０月の台風１８号で被災し、家城駅から伊勢
奥津駅までの約１７．７㎞の区間が、現在も代行バスでの運行となっていま
す。
平成２３年５月にＪＲ東海と三重県と津市の間で「協定書」が締結され、
三者が役割分担して運行再開をめざすことに
なりました。県が施工する治山工事は、平成
２３年１１月から始まっていますが、市が施
工する水路整備の工事も、いよいよ先月から
始まりました。
水路整備工事が始まったのは竹原地内と八
治山工事着工前の現場 知地内の３箇所で、竹原地内の現場（写真
上）では、重機で水路を掘り進めながら、Ｕ字溝を敷設する作業が始まって
いました。手作業を強いられる工事箇所もある
ようですが、順調に進んで欲しいものです。
市と県の工事は２６年度までの完成をめざし
て行われ、２７年度のＪＲ東海による軌道整備
工事などにより全ての復旧工事が完了する予定
で、これにより地域住民の悲願である名松線全
線での運行再開が実現することになります。
治山工事完了後の現場

復旧工事の進捗状況と今後のスケジュール
［水路整備事業（市施工）］

［治山事業（県施工）］

全体工事箇所
２６箇所
現在施工箇所
３箇所
今年度の今後の予定箇所
２箇所
２５年度予定箇所 １０箇所

全体工事箇所 １８箇所
工事完了箇所
３箇所
今年度の今後の予定箇所
６箇所
２５年度予定箇所 ５箇所

３

美杉地域まちづくり
推進連絡協議会
美杉まるごとイベント大集合２
のお知らせ

４

高齢者健康づくりウオーク

４

桜まつりの日程

５

文化協会成果発表のお知らせ

５

おはなし会のお知らせ

５

お知らせ

６

【編集の記】
たろっと三国屋でのひな
祭り会、君ヶ野ダムや三多
気の桜まつり、あまご釣りの
解禁など、今月号のお知ら
せの話題は春そのものです
が、窓の 外は寒い風が吹
いています。まだまだ、美
杉の本当の春は遠いようで
す。
市が施工することになっ
ている名松線復旧工事の
うちの水路工事が、いよい
よ始まりました。名松線の
春は、そう遠くはなさそうで
す。工事の順調な進行を、
皆さんとともに祈りたいと思
います。
お風邪などひかれません
ように。
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下之川仲山神社「ごんぼまつり」

2/11

２月１１日（月・祝）、下之川の仲山神社で、恒例の「ごんぼ
まつり」が行われ、家内繁栄、五穀豊穣などを祈って、「御弓
神事」や「まな板神事」が厳かに執り行われました。
この日は、境内を吹き抜ける風は肌を刺すように冷たかっ
たものの、好天に恵まれ、地区内外からの大勢の参拝者で
賑わいました。
境内の石段を上ってきたお神輿が本殿前を練り回ると、お
祭りは一気に佳境を迎え、参拝者からは大きな歓声が上がっ
ていました。
「祭ごんぼ」はまたたく間に売り切
れとなり、地域の特産品としての人気
のほどがうかがえました。地域の皆さ
んによる「玄米小豆粥」の振舞いも大
評判でした。

美し国おこし・三重

津市森林セラピー基地モニターウオーク結果

津地域拡大座談会
１月２０日（日）、美杉総合開発センターで、津地域
拡大座談会が行われました。
これは、津地域の地域づくり団体による座談会で、各
団体の内容や課題を話し合う場として開催されました。
美杉地域からも、まちづくり推進連絡協議会に所属す
る協議会が参加し、熱心に情報交換などを行いました。
また、和歌山県で先進的に地
域づくりに取り組まれている
「㈱秋津野」副代表玉井常貴氏
の講演もあり、参加者は熱心に
取り組み内容などの話を聞いて
いました。たいへん、実のある
座談会となりました。

女性消防団防火教室
１月２９日（火）、八知保育園と太郎生保育園で女
性消防団員による防火教室が開催されました。
「火事は大切なものを全部燃やしてしまいます。火
遊びは絶対にやめま
しょう。」と紙芝居
を使って、園児たち
にわかりやすく説明
しました。園児たち
は、女性消防団員の
「わかりましたか」
の問いかけに、元気
よく「はい」と返事
をしていました。

津市森林セラピー基地運営協議会では、
ウオーキングメニュー・セラピープログラ
ムを作成するためプロジェクトチームを立
ち上げ、平成２４年８月から月１回のモニ
ターウオークを計６回実施してきました。
美杉の歴史や民話を紹介しつつ参加者がウ
オーキング中に感じたことを記録したり、
運動前後の気分や生活の質の変化などの情
報収集をしました。 その結果運動実施後
に参加者の気分の「活性度・安定度・快適
度」などが向上すること、自然の中の感動
が参加者の「認知の拡大」「対人受容」
「動機づけ」などに変化をもたらす契機と
なることなどが分かってきました。

意見交換会の様子

ウオークの様子

太郎生地域づくり協議会
たろっと三国屋のひな祭り会
桃の節句を楽しもう！！
年に一度の女子のお祭り会を開催します。
日 時 ３月２日(土) １１時から１４時まで
場 所 たろっと三国屋 美杉町太郎生2046-4
参加費 １，０００円（昼食・昔ながらのひし餅付き）
申込締切 ２月２６日（火）
２月１０日から３月末までお雛様を展示中です。
ぜひ、お立ち寄り下さい。
申し込み・問い合わせ

たろっと三国屋（☎２７３－０００１）
水曜日を除く１０時から１６時まで

※ フォトコンテスト『太郎生の四季』を募集中です。
あなたの見つけた太郎生の四季を写真にしてお送りください。
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シリーズ「美杉地域協議会の取り組み」⑧（最終回）

美杉地域まちづくり推進連絡協議会会長に聞く
このシリーズでは、今年度１年をかけて、７つの

松線を守る会」が、互いに「連絡・連携を促進し、

地域でそれぞれ活動されている協議会をご紹介して

美杉地域が一体となって、過疎高齢化地域の集落維

きました。今月号では、シリーズの最終回として、

持と活性化をめざすことを目的」（「推進連絡協議

「美杉地域まちづくり推進連絡協議会」をご紹介し

会会則」）として、平成２３年７月に結成されまし

ます。この協議会は、７つの地域協議会と地域を越

た。

えて活動されている４つの自主団体、「森林セラピ
ー基地運営協議会」「伊勢本街道を活かした地域づ

会長の今井幹雄さんに、その取り組みの現状や今
後の展望などについて、お話をお聞きしました。

くり協議会」「新食材育成活性化推進協議会」「名
協議会の現状について、お聞かせください。
市町村合併に関わらせてもらった関係から、地理
的に遠い美杉の行く末が気になっていました。
住民には合併への期待と不安があり、当初は期待
より不安の方が大きかった。各地域に協議会ができ
たことで、７つの地域のつながりがより強まり、期
待が膨らんできています。

今年度の総代会

協議会に、現在抱えている課題があれば、お聞かせください。
美杉は広い。それぞれの地域の特性が生かされて
初めて、それぞれの地域の発展があります。文化、
協議会が主催した昨年の美杉地域交流イベント

産業、人と人とのつながりが地域によって異なるの
で、画一的な協議会であってはなりません。
自分たちの地域は自分たちで責任を持つという気持
ちが住民の中に生まれなければ、行政がどれだけ旗を
振っても成果は出ない。人が寄り集まって、初めて元
気が出る。この役割を担うのが協議会です。これから
の協議会を引っ張っていく指導者の人材育成が喫緊の
課題だと思っています。
合併後も総合支所の職員は頑張っている。住民の意
欲も高まってきている。これをどう一つにしていくの
かも今後の課題です。

今後の協議会への期待、協議会のあるべき姿をお聞かせください。
住民に前向きな意識がなければ、地域は浮かびあ

ます。名松線を守った経験が、まさにそれです。

がらない。協議会という素晴らしい組織ができた。

美杉に活気をもたらし、安全で安心して暮らせる

各協議会は、お互いに切磋琢磨していかなければな

地域をつくりだすためには、交通体系や地域医療の

りません。

充実が必須の条件となります。合併による不安が期

地理的な条件が悪いが故に、住民には美杉への思

待に変わり、積極的な活動が生まれつつある。この

い、情熱が他の地域に比べて強い。職員の熱意と住

力を、まちづくりに生かして欲しいし、協議会はい

民の思いの相乗作用によって、美杉は必ず前に進み

つまでもその先頭に立っていて欲しいです。
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イベント出展一覧

イベント会場：火の谷ビール工場（津市美杉町八知地内）

①竹原地域活性化協議会
すずめのお宿・ちどりの里出張出展
（蒸しパン・特産品・地域産野菜の販売など）
②八知地区活性化協議会
餅つき体験・つきたて餅の振る舞い
田舎料理レストラン「花想庵」
③太郎生地域づくり協議会
たろっと三国屋PR・湧水米の販売
田舎暮らし体験塾の紹介
④伊勢地地域活性化協議会
獣害対策関連資料・用品展示
⑤八幡地域活性協議会
伊勢本街道奥津宿街道市の出張出展
特産品・あまごの塩焼きPR
⑥多気の郷元気づくり協議会
「伊勢本街道コースウオーク」※申込要
苔玉づくり体験・作品展示
⑦下之川地域元気づくり協議会
まつりごんぼ・地域産野菜の販売

⑧津市森林セラピー基地運営協議会
「ノルディックウオーキング初中級講習会」※申込要
⑨伊勢本街道を活かした地域づくり協議会
取組紹介・ストラップ等販売
⑩美杉地域新食材育成活性化推進協議会
オオイチョウダケの炊き込みご飯のおにぎりPR
⑪名松線を守る会
活動紹介
⑫田舎暮らしアドバイザー
空き家情報バンクのPR・相談会
⑬森林セラピー基地キャラクター利用業者
中勢森林組合・藤田こんにゃく・ひこばえグループ
菅尾製茶・お菓子処おかもと・美杉リゾート(株)
美杉むらのわ市場
【同時開催企画】
新雲出川物語推進委員会主催イベント
「美杉アートづくり」
講師：NPO法人「もりずむ」三浦妃己郎さん
美杉町で製作された焼き杉板を使ったアート教室

※⑥・⑧のウオークへの参加には、事前申し込みが必要です。
問い合わせ 美杉地域まちづくり推進連絡協議会（美杉総合支所地域振興課内）☎２７２－８０８２

美杉地域の高齢者（６５歳以上）向け健康づくりウオーク♪ ３月２４日（日）開催
美杉町多気地内において、美杉地域内の高齢者健康づくりウオークを開催します。奮ってご参加ください。
詳しくは、前月号の美杉だよりをご覧ください。
問い合わせ 津市森林セラピー基地運営協議会（美杉総合支所地域振興課内）☎２７２－８０８２

皆
様
の
ご
来
場
を
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
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君ケ野ダム公園、三多気桜まつり
君ヶ野ダム公園桜まつり
日
概

時：４月７日（日） １０：００～１４：３０
要：ダム公園特設ステージでは各種イベントの開催
芝生広場では各種バザーや特産品販売が予定さ
れています。
約１，５００本のソメイヨシノが湖面に映る景
色は圧巻です。

三多気桜まつり
日
概

時：４月１３日（土）・１４日（日）
要：三多気の桜は、日本さくら名所１００選、
国の名勝に指定されています。真福院への
参道約１．５キロにわたるヤマザクラの並
木道が続き、まるで桜のトンネルをくぐっ
ているかのようです。桜まつりでは、千本
つき、ごくまきやバザーなどが予定されて
います。

※４月６日（土）～２１日（日）臨時バス運行時刻表
名張駅（西口）発

杉平（三多気の桜）

奥津駅前

奥津駅前発

杉平（三多気の桜）

名張駅（西口）

－

6：57

7：06

7：11

7：21

8：20

9：10

10：09

10：19

11：00

11：10

－

10：10

11：09

11：19

11：45（月～金曜日）

11：55

12：54

－

13：00

13：10

12：45（土・日曜日）

12：55

13：54

13：00（※）

14：05

14：15

14：35（※）

14：45

15：54

－

15：00

15：10

15：30

15：40

16：39

17：15

18：14

18：24

18：35

18：45

－

※敷津バス停で乗り継ぎ
運賃…名張駅～杉平９３０円（小児４７０円）杉平～奥津駅前２４０円（小児１２０円）

美杉文化協会成果発表会
文化協会成果発表会を下記のとおり行います。
ぜひ、お越しください。
★作品展示 ：３月８日（金）～１０日（日）
９：００～１５：００
（１０日は１２：００まで）
美杉総合開発センター１階会議室
★芸能発表会：３月９日（土）
１０：００～１５：００
美杉総合開発センター２階大集会場
問い合わせ：地域振興課 ☎２７２－８０８０

春のおはなし会
★子どもも大人も楽しめるおはなし会です★
日 時：３月２４日（日） １０：００～
場 所：美杉総合開発センター老人娯楽室
内 容：紙芝居、絵本、ペープサートなど
語り手：ひまわり
問い合わせ
美杉図書室 ☎272-8092
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下之川地域住民センターで健康相談を実施しています。
血圧測定や尿検査等を無料で実施しています。 是非ご利用ください。

健康相談

自分の健康は自分で守り、いきいき人生をたのしみましょう。
月

時 間

日
4（月）

３ 月

１３：３０

～
１６：３０

11（月）
19（火）

９：３０ ～

お
知
ら

申告相談会会場

○

田中医師

○

○

問い合わせ
☎２７６－０３３３
（相談時のみ）
田中医師 ☎２７２－８０８４
（相談日時以外）
本郷保健師
美杉総合支所市民福祉課
河野保健師 につながります。

市民福祉課

美杉総合開発センター 3月15日（金）9：00～11：30 13：00～15：30
美杉総合開発センターでは、「市県民税申告」「完成している確定申告書の受取り」「申告書諸用紙の交
付」の他、簡易な確定申告会場となりますので、以下の申告を行う方は税務署が開設する確定申告会場（イ
オン津南ショッピングセンターサンバレー２階）で３月１５日（金曜日）までに申告をしてください。

①青色申告 ②株式や土地の譲渡所得の申告 ③初めての住宅ローン控除 ④死亡者の申告
⑤国外扶養者の控除の申告 ⑥損失の申告 ⑦雑損控除の申告
⑧収支内訳書（農業所得・不動産所得等）が未完成の場合

渓流の女王“あまご”釣りが解禁

せ

健康相談員

○
１２：３０

26（火）

健康相談

【太郎生川】長瀬太郎生川漁協太郎生支部
解禁日：３月２４日（日）
【坂本川（川上）】雲出川漁協
解禁日：３月３１日（日）

住民健康講座

久居一志地区医師会

美杉人権センター講座受講生募集
平成２５年度美杉人権センター主催の各種教
養講座・趣味の講座に興味のある方は、広報津
３月１６日号と同時配布の「美杉人権センター
講座受講生募集」チラシをご覧いただきお申し
込み下さい。
問い合わせ：美杉人権センター
☎２６２－７８７８

『中山間地域医療のありかた』
講師：田中 仁史（美杉診療所院長）
日 時 ３月１４日（木）１４：００～
場 所 美杉総合開発センター １階会議室
問い合わせ 久居一志地区医師会
☎255-3155

行政相談・人権相談
日時：３月１４日（木）１３：３０～
場所：グリーンハウス美杉（津市美杉町八知）

～森もり元気になろに！美杉～ （健康づくり推進員）からのお知らせ
『料理講習会が盛大に実施されました！』
新年早々、１月１８日（金）、美杉のきれいな水で育った白菜を使
って「白菜カレー」「白菜と豚肉のゴマ蒸し」「白菜とたこのサラダ」
「白菜おひたし」とデザートに「淡雪かん」の５品のヘルシー料理を
２１人の方々と作り、みんなで試食しました。皆さん「美味しい!!」と
大変好評で喜んでいただきました。
今後も、楽しく、健康で、喜んでいただける催しをしていきたい ※森もり元気になろに！美杉は「津市健康づくり推進連絡協議会
と考えていますので、皆さん是非ご参加をお願いいたします。
美杉支部」として平成23年4月に発足しました。
みなさんと一緒に健康づくりを考えていく団体です。

【電話番号】 美杉総合支所
地域振興課

０５９（２７２）８０８０・８０８２・８０８５

市民福祉課

０５９（２７２）８０８３・８０８４

※主な電話番号を記載しましたが、その他の電話番号などは、電話帳でお調べいただくか、美杉総合支所へお問い合わせください。

