平成２８年３月１日

発行：美杉総合支所

担当：地域振興課

美杉まるごと大盛況！

電話：２７２−８０８０

目
１月３０日（土）、大阪市北区
に あ る「ぷ ら ら て ん ま」に お い
て、「美 杉ま る ご と 大集 合 ５ ｔ
ｈ」が開催されました。
昨年に引き続いての大阪でのＰ
Ｒには、７つの協議会が参加し、
特産品の販売を始め、様々な美杉
地域の魅力を発信しました。
当日は、少し肌寒い日でした
が、心配していた雨に降られることもなく、参加した各協議会員の皆さん

竹原

は、自分達が手掛けた自慢の逸品で大阪の人々をおもてなししていました。
用意した商品の中には、早々に完売したものも。中で
もうめぼしは大好評で、先を争って買い求めるお客さん
が後を絶たない状況でした。

チを購入されたお客様は、「あまりのかわいさに衝動買

八知

美杉材を使ったインテリアアートを販売。小さなベン
いしてしまった。」と嬉しそうに話していました。

太郎生

昨年の倍用意した「湧水米」はすべて無くなりまし
た。炊飯器を持ち込み、炊き立てのご飯を味わってもら

威勢のいい呼びかけがブースにお客様を呼び込みまし
た。街道市で鍛えられた接客術とおもてなしの心によ

八幡

うことで、そのおいしさが十分伝わったようです。

多気

り、日野菜の漬物や桧の香りは飛ぶように売れました。
親子連れなどがこけ玉づくりを楽しみました。展示さ
れたこけ玉を見た人は、「自然をうまく活かしている。
アイデアが秀逸。」と感心していました。

美杉町を訪れてみてください！」とまもなく全線復旧を迎え
るＪＲ名松線や美杉の誇る観光資源をＰＲしました。

セラピー
名松線

「名松線を利用して、森林セラピー基地など魅力いっぱいの
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名松線 全線復旧

３月２６日（土）

近 づ く！ 記 念 式 典 と 記 念 事 業

開通８０周年

美杉地域住民が６年半の間待ちに待った名松線の全線復旧が、１カ月
足らず先まで近づいてきました。昨年の１２月５日に全線開通８０周年
を迎えた名松線は、幾多の廃線の危機をも乗り越えて、この３月２６日
（土）午前９時３５分伊勢奥津駅発の一番列車の出発から、９０周年、
１００周年という新しい歴史を刻むために、再び走り始めます。
午前９時３５分の一番列車に合わせて、JR東海主催の「出発式」が行

ひだまりオープンの際の賑わい

われます。引き続いて午前９時４５分からは津市主催の「全線復旧
記念式典」が、その後引き続き、名松線を守る会主催の「開通８０
周年記念式典」が予定されています。
ひだまりオープンの際の賑わい

当日は、伊勢奥津駅前と伊勢八知駅前において、美杉まちづくり
推進連絡協議会や津市商工会美杉支部の皆さん方が中心になった特

産品や食の販売、記念すべき日に美杉を訪れてくださった皆さんへのふるまいなどが予定されており、
同じ伊勢奥津駅前広場の一角には舞台も設けられ、美杉 ひだまりオープンの際の賑わい
文化協会に参加されている団体が中心になって歌や踊り
が披露され、記念事業に花を添えていただくことになっ
ています。
詳しくは、３ページをご覧ください。

沿線住民の喜びと美杉地域の活性化に期待をこめて
名松線を守る会会長

赤

堀

嘉

夫

平成２１年１０月の台風１８号災害で不通となった名松線は、「名松線を
守る会」の前身である「名松線の全線復旧を求める会」による名松線全線復
旧を求める署名活動を行い、１１万人を超える津市自治会連合会上げての署
名協力のお陰で、平成２３年５月に県が治山工事、津市が水路整備、JR東海
が鉄道施設の復旧工事を担当する三者協定が締結され、五カ年計画で復旧工
事を行っていただき、昨年の１２月１８日のJR東海の発表を受け、今年の３
月２６日(土)に被災から６年５カ月を経て運行再開にこぎつけることができました。
３月２６日(土)には、津市主催の運行再開記念式典に併せ、「名松線を守る会」主催の開通８０周
年記念式典を開催するとともに、松阪をはじめ美杉地域の様々な団体が参加し、舞台発表や特産品の
販売を行い、地域あげてのおもてなしとお祝いの記念事業を行いますので、当日は一人でも多くの
方々にお越しいただき、このイベントを盛り上げ、祝っていただきますようお願い申し上げます。
多くの皆さんのお力で復活した名松線が末永く走り続けられるよう、「名松線を守る会」は、今後
とも美杉地域が一体となって地域住民の知恵を結集し、乗車促進のための活動を続け、地域の活性化
や地域振興の起爆剤となるよう頑張って参りますので、市民の皆さんや松阪をはじめ沿線住民の皆さ
ん方も、美杉でのイベントや観光に、機会ある毎に名松線をご利用のうえ美杉地域へお越しいただけ
れば幸いです。今後とも、皆様方の温かいご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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〜昔のあそび交流会〜

津市森林セラピー基地運営協議会へ寄附

１ 月 ２ ６ 日（火）

１月２９日（金）、津市上浜町にある三重県不動産

竹原地域住民セ

会館で、公益財団法人三重県宅地建物取引業協会

ンターにおいて、

津支部（草深靖志支部長）から、昨年の「ふれあい

美 杉 小学 校１・２

宅建フェスタｉｎ津まつり」での売上金９５，８００円

年生の児童２０人

が、津市森林セラピー基地運営協議会に寄付され

のみなさんと竹原

ました。これは、美杉地域での空き家情報バンク制

老人クラブのみな

度を通じて、関わりの深い美杉町の地域振興のた

さんの「昔のあそび交流会」が開催されました。老

めに役立ててもらおうと、毎年ご寄附をいただいて

人クラブのみなさんに教えてもらいながら、お手玉

いるものです。寄附金が草深支部長から森林セラ

やあやとり、凧揚げや竹馬・輪ころがしなど昔のあ

ピー基地運営協議会今井幹雄会長に贈呈されたこ

そびを楽しむ子供たちの元気な姿が見られました。

とを受けて、今井会長から、「セラピーの運営に多額
のご寄附をいただき、非常にありがたく思います。
地域振興に役立てる
ために、大切に使わ
せていただきます」と
感謝の意を表しまし
た。

厳かなうちに

ご ん ぼ ま つ り

２月１１日（木・祝）に厳かなうちに執り行われた今年の
「ごんぼまつり」は、近年にない穏やかな日和に恵まれ、この
陽気に誘われた見物人が各地から多数訪れました。
祭りごんぼが販売されていたごんぼ会館の隣には、４月に
オープンが予定されている下之川住民交流センターも外装がほぼ出来上
がり、下之川地区の賑わいに花を添え、仲山神社の境内では、甘酒など
の振る舞いが行われました。
本殿と拝殿で行われた神事に引き続き、恒例になった「弓神事」が始
まると、隣に陣取っていたごんぼまつりに初めて訪れたという３人の高
齢者からは歓声が沸き上がり、矢が放たれると拍手をするなど、感動一
杯の表情で神事に見とれていました。引き続いて行われた「まな板神
事」では、手を添えずに見事にボラが料理され、神輿が階段を駆け上がったころには、このボラが見
物人にふるまわれました。無病息災を導く縁起物のボ
ラとあって、先を争うように振る舞いの人から受け
取って、早速味わっていました。
今年は、美杉総合支所の職員も、神輿担ぎに参加さ
せていただきました。
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津市下之川住民交流センター

まもなくオープン！！

津市下之川住民交流センターオープンの４月１日がいよいよ迫ってきました。
２月末には施設の建築工事も完成し、残るは外構工事のみとなっています。
下之川地域にお住まいの方には工事の期間中にはご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
４月１日（金）からオープン致しますので美杉地域の多数の皆さんが、この施設をご利用いただきま
すようお願い申し上げます。
３月３１日には津市下之川住民交流センターの開設式を午前１１時から行いますので、ぜひお越しく
ださい。
またその後、同施設及び隣接します第二美杉小規模多機能型居宅介護施設シルバーケア豊壽園及びク
リニックの内覧会を行いますので、ぜひご見学にお越しください。
施設内平面図
※ 内覧会日時 ３月３１日（木）午後０時３０分から午後２時３０分まで
津市下之川住民交流センターの概要
１ ご利用時間
中会議室
① 温浴施設
午後２時から午後９時まで（５月から１０月）
大会議室
午後２時から午後８時まで（１１月から４月）
小会議室
入場受付は、終了時刻の３０分前までです。
② 会議施設
午前９時から午後１０時まで
２ 休業日
管理室
毎週木曜日（ただし、祝日にあたる場合はその翌日）
１２月２９日から翌年１月３日まで
ロビー
３ 施設の使用料
玄関
① 温浴施設
使

用
区
分
６歳以上１３歳未満
当日使用券
１３歳以上６５歳未満
（１回につき）
６５歳以上
６歳以上１３歳未満
年 間 券
１３歳以上６５歳未満
（１ 年 間）
６５歳以上
６歳未満は無料です。

②

用 料
１５０円
３００円
１５０円
５，０００円

脱衣所

１０，０００円
５，０００円

浴場

脱衣所
浴場

設備器具
名

称

マッサージ機
エアロバイク
電動式トレッドミル

③

使

使用区分

使用料

一人一回につき
一人一回につき
一人一回につき

１００円
１００円
１００円

会議施設

使用区分

午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午前９時
から午後
５時まで

2,800円

午後６時
から午後
１０時ま
で
4,000円

大会議室

2,100円

中会議室

1,500円

2,000円

3,000円

小会議室

900円

1,200円

2,000円

4,900円

午後１時
から午後
１０時ま
で
6,800円

午前９時
から午後
１０時ま
で
8,900円

3,500円

5,000円

6,500円

2,100円

3,200円

4,100円

下之川住民交流センター

※写真については、２月１５日現在の状況です。
第二美杉シルバーケア豊壽園・クリニック

Page 6

名松線全線復旧記念沿線ウオーク
どうじゅん

〜淡墨桜と道順上人入定地を訪ねる〜
とき

３月２７日（日）１０時３０分〜

ところ 伊勢竹原駅前集合
定員 ５０人
費用 １,５００円（昼食、保険代を含む）
申込期間 ３月２日（水）〜 ３月１８日（金）
申込先 津市森林セラピー基地運営協議会事務局
（美杉総合支所地域振興課
２７２-８０８２）

伊勢国歴史探訪〜北畠氏の足跡を訪ねて〜
参加者募集のお知らせ
津市美杉ふるさと資料館主催で市内の北畠氏ゆか
りの史跡などをバス・徒歩で巡ります。
今まで知らなかった北畠氏のことを見つけてみま
せんか。
・開催日時 ３月１９日(土)
・応募締切 ３月 ６日(日)正午
(定員４０人。応募多数の場合抽選)
・会
費 １，５００円(弁当代・保険料等含む)
・申し込み 美杉ふるさと資料館へ電話・Faxで
電話・FAX ２７５−０２４０
・見学コース
津市美杉ふるさと資料館９時集合→北畠神社→
松月院あと→川上館跡→市内各所(木造城址ほか)→
美杉ふるさと資料館１６
時３０分帰着予定
※天候・交通事情等によ
り見学コースが変わる場
合があります。
名勝北畠氏館跡庭園▶

たろっと三国屋のひなまつり
今年もたろっと（太郎生人）三国屋に２月下旬
からお雛様を飾っています。
春の訪れを感じながらお友達とゆっくりとお
しゃべりの花を咲かせてみませんか。
３月５日（土）・６（日）１０時〜１６時はお
昼の日替わり定食が「チラシ寿し」になります。
またお越しいただいた皆さんに甘酒をサービスい
たします。
皆さんぜひお誘いあわせてお越しください。

美杉文化協会成果発表会
文化協会会員による作品展示と芸能発表会を下記
のとおり行います。ぜひ、お越しください。
★作品展示

３月４日（金）１３時〜１７時
３月５日（土） ９時〜１７時
３月６日（日） ９時〜１２時
美杉総合文化センター 玄関ホール

★芸能発表会 ３月５日（土） ９時〜１５時
美杉総合文化センター 多目的ホール
問い合わせ：地域振興課☎２７２−８０８０

渓流の女王
❝あまご❞釣り解禁
【太郎生川】長瀬太郎生漁協太郎生支部
解禁日：４月１０日（日）
【坂本川（川上）】雲出川漁協
解禁日：３月２７日（日）
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君 ヶ 野 ダ ム 公 園

、

君ヶ野ダム公園桜まつり
日時

４月３日（日） １０時〜１４時１５分

場所

君ヶ野ダム公園

概要

ダム公園特設ステージでは、各種イベント、

三 多 気 桜 ま つ り
三多気桜まつり
日時 ４月９日（土）・１０日（日）
１０時から

芝生広場では、各種バザーや特産品販売が
予定されております。
皆さんのおこしを１，５００本あまりのソメイヨシノが
お迎えいたします。

真福院までの参道約１．５㎞にわたるヤマザクラの
並木道では、桜のトンネルが皆さんを出迎えてくれま
す。
また、当日は色々な催しも予定されています。

人権標語

○初期消火する

・消火器・水にこだわらず、牛乳、座布団など
手近なものをフル活用して消火する
○早く逃げる
・火が天井まで達したら初期消火は困難
・避難するときは、部屋の窓やドアを閉めて空
気を遮断する
・煙を吸い込まないように、一気に駆け抜ける

美杉小６年 沓澤 藍さん

て、すばやく消火する

美杉中３年 岡田彩佳さん

・出火直後が初期消火のチャンス。落ち着い

踏切での一旦停止を励行しましょう

・どんな小さな火災でも必ず１１９番通報する

みんなが笑顔になれるよう

求める

あなたの優しさ必要だ

・「火事だー」と大声で叫んで隣近所に援助を

みんなの心に 咲かせよう

○大声で知らせる

笑顔の花

「火災発生時の初期対応の３原則」

二月一六日から名松線が動き始めました （試運転）

防災一口メモ （火災）

Page 8

「津 市 過 疎 地 域 自 立 促 進 計 画」 を 策 定
津市過疎地域自立促進計画とは？

➽

美杉地域は、昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」により過疎地域として指定されて以来、
延べ４５年間にわたり過疎対策事業が進められてきました。
過疎対策事業とは、美杉地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、雇用の増大及び地域格差の是
正等に寄与することを目的とした総合的な計画（過疎地域自立促進計画）を策定して、その計画に
基づいて実施する種々の事業のことです。
過疎地域自立促進計画は、市議会の議決を経て策定しなければならないとされており、去る平成
２７年１２月の市議会定例会での議決を経て「津市過疎地域自立促進計画」を策定しました。

計画期間は？

➽

平成２８年度から平成３２年度までの５年間です。
（過疎法の一部改正により、計画期間が延長されました。）

その１

今回策定した過疎地域自立促進計画は、
市町村合併後、初めて美杉総合支所にお
いて主体的にその事務を行いました。

その２

地域住民の皆さんの想いを過疎対策事業に反映していくことを基
本に、各種団体からご意見・ご提言をお聴かせいただき、地域審議
会でのご協議、パブリックコメント等を通じていただいたご意見等
を踏まえ、地域の自立促進を図る計画としました。

その３

地域住民の皆さんから、日々の生活に密着したご意見・ご提言を
多くいただいたことから、美杉地域が、活力と魅力ある地域となる
よう、引き続き取り組まなければならない事業及び新しい事業を取
り上げました。

その４

計画の基本的事項の主なものは、➀深刻化している有
害鳥獣対策
の増大

➁UIJターン希望者を含む移住・交流人口

➂新たな診療の拠点施設の整備と医療の確保

➃公共交通システムの整備と交通ネットワークの形成
➄地場産品の流通整備・販路拡大

➅農林水産業との

連携による新たな産業の創出や起業家の育成
団体活動等に対する支援・連携
策など

➆住民

➇高齢者等の福祉対
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➽ 各分野別計画（抜粋）
産業の振興
○農業の振興
・担い手の育成・確保
・有害鳥獣による農林産物の被害防止対策の推進
○林業の振興
・間伐等による森林整備、林道整備の促進
・担い手の育成・確保
・林地残材等の木質バイオマスの利活用
○内水面漁業の振興
・アマゴ等の養殖・料理提供など観光産業としての振興
○商業の振興
・地域で生活必需品が購入可能な商業環境の整備
・販路拡大の機会の創出、新商品の開発支援
○工業の振興
・地場産品の流通整備及び情報発信による販路拡大
・新たな産業の創出や起業家の育成、自然条件に適した
企業誘致
○観光とレクリエーションの振興
・集客交流施設と連携した観光地づくりの推進
・森林セラピーロードの整備充実
・伊勢本街道等の観光拠点地の整備充実
・歴史街道等の整備

生活環境の整備
○安全な環境づくり
・常備消防と消防団の連携及び消防施
設等の整備
・避難施設の整備と防災体制の確立
○新最終処分場等施設の建設に伴う周
辺環境整備
・地域や自然と調和した施設とするた
めの周辺環境整備
○水の確保
・水道未普及地域解消のための施設整
備
・市営浄化槽事業の推進

交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進
○心の通う交通・情報ネットワーク
・国道及び県道の整備の促進
・老朽化した舗装及び側溝の改修、維持管理
・JR名松線の利用促進
・JR名松線・コミュニティバス等を含めた効率的な交通ネット
ワークの構築
・災害時における情報伝達手段の整備充実
・ICT（情報通信技術）の活用とテレワーク事業の整備支援

高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
○高齢者等の保健
・高齢者福祉施設の改修等による施設機能の充実
・地域巡回の健康相談等による健康づくりの推進
○福祉の向上及び増進
・地域住民やボランティアと行政が協働した地域福祉の向上
・介護保険事業の充実及び啓発活動の推進
・育児相談や地域子育て支援事業の実施
・障がい者等へのサービス提供の基盤整備、移動支援等の充実
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医療の確保
○医療の充実
・新たな診療の拠点となる施設の整備
・持続可能な医療の確保
・県立一志病院と連携した地域医療体制の充実

教育の振興
○２１世紀のひとづくり
・家庭・学校・地域社会の三者一体の教育の振興
・小中一貫教育の取組と小規模特認校制度の実施検討
○知性豊かなひとづくり
・青少年の健全育成、生涯学習体制の整備
・社会教育団体等の育成
・スポーツの振興と体育施設の維持管理

地域文化の振興等
○文化の振興と伝承
・文化協会の育成及び文化芸術活動の活性化
・史跡・名勝などの歴史的資源・文化的景観などの有効活用
・史跡「多気北畠氏城館跡」の継続的な発掘及び測量調査
・無形民俗文化財等の保護・保存
・伝統文化や伝統行事の継承支援

集落の整備
○移住交流の促進
・空き家情報の提供、田舎暮らしアドバイザー制度によるPR事業の取組
・空き家を利用した田舎暮らし等の施設整備や運営支援
・UIJターン希望者等に対する交流促進や二地域居住等の推進
○集落の維持
・地域主体の地域づくり事業の支援
・持続可能な地域づくりを目指すための集落ネットワーク圏形成支援事業
・地域おこし協力隊の設置による集落の支援、外部からの定住・移住促進

その他地域の自立促進に関し必要な事項
○旧公共施設跡地の活用
・旧美杉庁舎跡地、旧小学校の有効活用
○市民との意識共有等
・市民と行政が意識を共有するための地域広報紙の発行
○自立のための多様な事業展開
・過疎対策事業債の効果的な活用を図るための基金の管理・運用
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や ち ほ い く え ん だ よ り
暖冬と言われている冬に大寒波がやってきた１月。大雪に大喜びした子どもたちでした。
園庭に積もった雪を見ると「雪合戦する！」「雪だるまつくる！」と園庭に飛び出していきました。
２月３日の節分の行事では、園庭で七輪を使っていわしを焼いたり、豆を煎ったりして伝統的なやり方で子ど
もたちに豆まきの意味を伝え、またそれぞれの匂いをかぐ経験をしました。その後は、遊戯室にて各クラスで
作ったおにのお面をかぶり、新聞紙を丸め豆にみたてて「おにはーそと〜ふくはーうち〜」と掛け声をかけて豆
まきを楽しみ、自分の体にいる 泣き虫おに 怒りんぼおに などを追い払いました。

子育てサークルそらまめのお知らせ
親子のふれあいと交流の場として、月2回集まりワイワイ遊
んでいます。イベント終了後も会場でゆっくり過ごせますので、
お昼の持ち込みもO.Kです。ぜひ、気軽にお越しください！

座談会
日時：３月11・25日（金）
10：30〜12：00
場所：美杉保健センター
保護者のみの

お子さんと遊びながら

参加大歓迎！

気軽に参加してね！

来年度の計画について
話し合います！
今年度はボランティアさんの力もお借りして、
サツマイモ畑づくりから収穫、料理、デイキャン
プ、ヨガなど、たくさんのイベントをすることがで
きました。「こんなのあったらいいな」「こんなこと
してみたい」などのご意見がありましたら、ぜひ
お聞かせください！

☆天候により中止する場合があります。

問い合わせ 美杉保健センター ☎２７２−８０８９
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下之川地域住民センターで血圧測定や尿検査等の健康相談を無料で
実施しています。是非ご利用ください。

日 時 ４日（金）・１１日（金） ９時３０分〜１２時３０分

場 所 下之川地域住民センター

問い合わせ 相談時のみ☎276-0333
相談日以外☎272-8084（美杉総合支所市民福祉課）

三重県立一志病院

のばせ！

後期第５回
講
日 時

入場無料

師：

萩原

申し込みは不要です。

健康寿命
味香（一志病院管理栄養士）

３月８日（火） 13時〜14時

場

所

一志病院管理棟２階会議室

問い合わせ 三重県立一志病院 外来 津市白山町南家城616
☎262-0600（内線110） ＦＡＸ262-3264 電子メールihos@pref.mie.jp

マイナンバーカード（個人番号カード）を申請された皆さんへ

市民福祉課☎２７２-８０８３

マイナンバーカード（個人番号カード）は、国の機関で作成され美杉総合支所に送られてきま
す。
現在、申請をいただいてから美杉総合支所へ届くのに約３か月ほどを要しています。
美杉総合支所へ届き次第、申請の方法により以下のとおり「交付通知書」またはマイナンバー
カード（個人番号カード）を送らせていただきますので、しばらくお待ちください。
①

郵送もしくはオンラインで申請された方
「交付通知書」を送付します。交付処理に３０分ほどの時間がかかることから予約をしてくだ
さい。交付窓口は美杉総合支所市民福祉課となり、申請者ご本人がお越しいただく必要がありま
す。お持ちいただく書類等は、交付通知書をご覧ください。
②申請時にご本人確認がお済みの方
「本人限定郵便」で送付します。
ご不明の点がございましたら市民福祉課までご連絡ください。

〜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
今年度は、三多気地区のウォーキング、かぼちゃの料理教室、みすぎ
秋まつりでのスクエアステップ、３B体操を実施し、市民のみなさんに
たくさんご参加いただきました。また、会員研修会としてパターゴルフ
やかしわ餅つくり、健康体操なども実施しました。どれも楽しく健康づ
くりについて学び、体験することができました。みなさんも私たちの活
動に参加して、健康づくりの輪を広げましょう。
問い合わせ：美杉保健センター ☎272-8089
【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。

