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表紙 150年の伝統を受け継ぐ元取千本搗きは五穀豊穣と人々の幸せを願う。餅のついた杵を突き上げる天壌餅は一番の見どころ。
（11月13日 元取公民館）
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平成29年（2017年）

新年のごあいさつ
合併後のまちづくりを礎に、新たなビジョンへ
津市長
あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、輝かしい新春を健や
かにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。
昨年は、新 津市誕生10周年を迎え、10の市町
村の誇り高き決断によって成し遂げられた合併
という偉業を受けて、市民の皆さまの幸せな暮
らしを実現するために、やるべきことを全身全
霊で取り組まなければならないと決意を新たに
した年でした。
これまで、合併当時の期待や願い、想いを受
け、合併という大きな構造改革によるメリット
を活かしながら、合併時に取り組むべきとして
いた多くのことを実現し、将来を見据え、新た
にやるべきことについても時機を逸することな
く取り組んできました。
その一端として、この春には、津市応急クリ
ニックと教育委員会庁舎が完成します。平成26
年度から着手していた一志中学校の大規模改造
工事も終了し、西が丘小学校では校舎の増築に
より、プレハブ校舎も解消します。10月には産
業・スポーツセンターもオープンします。
合併後の取り組みの中で、市民の暮らしをよ
り充実させるため、合併時には想定していな
かった事業も実を結びます。

2
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前葉泰幸

美杉地域における地域医療の確保を目指し、
新たな診療施設として、津市家庭医療クリニッ
クを開設します。企業支援や企業誘致、創業支
援をワンストップで継ぎ目のない総合的なもの
とする(仮称)津市ビジネスサポートセンターを
創設します。
少子化や高齢化を伴う人口減少の進展、社会
保障費の増加、インフラの老朽化に加えて、合
併による財源に係る国の特例措置である地方交
付税も平成28年度から段階的に縮減され、市民
サービスの向上のために活用してきた合併特例
事業債の償還もこれから本格化するなど、市政
を取り巻く環境は厳しさを増していきます。
基礎自治体たる津市の責務は、いかなる状況
下においても市民の皆さまの幸せな暮らしを実
現することであり、それを守り続けることです。
今年は、新しい総合計画の策定を進め、合併後
のまちづくりを礎にした新たなまちづくりのビ
ジョンを市民の皆さまと共に描く重要な一年にな
ります。市民の皆さまの幸せな暮らしの実現に向
けたビジョンをしっかりと描いてまいります。
皆さまにとって、本年が笑顔あふれる一年と
なりますことをお祈り申し上げ、新年のあいさ
つといたします。

未来に向け発展し続ける津市を目指して
津市議会
市民の皆さま、新年おめでとうございます。
希望に満ちた平成29年の新春をお迎えのことと
心からお喜び申し上げます。
昨年は、熊本、鳥取を震源とする地震や北海
道への台風襲来による災害が発生するなど、改
めて自然の猛威を痛感した一年となりました。
津市においては、災害により一部不通となって
いたＪＲ名松線が、関係各位はもとより地域の
皆さまのご理解とご協力により、６年半の歳月
を経て全線復旧いたしました。また、防災物流
施設の建設、さらには、海岸堤防、(仮称)香良
洲高台防災公園、新しい応急診療所の完成に向
けた槌音が響くなど、折しも新 津市誕生10周年
の節目にふさわしく、安全・安心のまちづくり
が着実に進んだ一年でありました。引き続き、
市民の皆さまの安全・安心のための施策の実施
に向け、活発な議論を展開してまいります。
さて、わが国は、少子化、高齢化による人口
減少社会の渦中にあり、政府においては、一億
総活躍社会の実現と銘打ち、子育てや介護の環
境整備に向けた取り組みが進められています。
地方においては、こうした国の動向とともに、
地方が直面している厳しい地域経済、財政状況
の実態を踏まえながら、行政を展開していかな

ければなりません。
今、津市では、平成30年度からスタートする
次期総合計画や都市マスタープランの策定が進め
られています。津市議会では、こうした新たな津
市のまちづくりの方針が、将来にわたり市民の暮
らしを支える行政サービスの持続的な発展につな
がるよう、36人の議員全員が目を光らせ、行政
のチェック機能としての役割を適切に発揮してい
くとともに、議会の総力を結集して、未来の津市
の方向性をしっかりと議論してまいります。
同時に、その議論を市民の皆さまに、より分
かりやすく発信していくための取り組みも進め
ます。昨年12月の第４回津市議会定例会から議
会映像がスマートフォンでも視聴できるように
なりました。ぜひ、津市議会ホームページをご
覧いただきたいと存じます。併せて補聴器をし
ている方が会議をクリアな音声でお聴きいただ
けるよう、傍聴席に磁気誘導ループを設置いた
しました。
今後とも、議会運営の改善に不断の努力を続
けつつ、津市の未来の発展に向け、皆さまとと
もに歩んでまいります。
この一年が市民の皆さまにとりまして、輝かしい
年となりますことを、心からお祈り申し上げます。

御殿場海岸から望む朝日(藤方)
広報 つ！ 平成29年１月１日号

3

新春市長対談（第29回市長対談）
津市長

さん

前葉泰幸

津 市スポーツ栄 誉 賞 受 賞

前川楓

輝 かしい未来へ ジャンプ!!
平成28年11月７日、津市スポーツ栄誉賞を受賞された前川楓さんを
お迎えし、リオ2016パラリンピック競技大会のエピソードや、陸上競技
に懸ける思いを前葉泰幸市長が伺いました。

市長 津市出身の前川楓さんはリオ2016パラリ
ンピック競技大会の陸上競技女子走り幅跳び
(Ｔ42)で４位入賞、女子100ｍ(Ｔ42)で７位入
賞という素晴らしい成績を収められました。津
市はこの活躍をたたえ津市スポーツ栄誉賞を前
川さんにお贈りしました。
最初にパラリンピックの話から伺いたいと思
います。走り幅跳びの方ですが、１回目が
ファール、２回目が２ｍ89と、あまり数字が
出ていなかった中で３回目はひょっとすると決
勝に進めないかもしれないというプレッシャー
があったのではないでしょうか。どんな気持ち
で臨まれましたか。
前川 ３本目は絶対に跳んでやる、跳ばないと日
本の友達や家族に合わせる顔がないと思って、
頑張りました。
市長 強い気持ちが見事にいい跳躍となって３ｍ
50が出ましたね。それまでの自己ベストは何
ｍですか。
4
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撮影場所／市本庁舎

前川 ３ｍ34です。
市長 ここ一発というところで勝負強さを発揮さ
れたんですね。それから４回目にさらにいい
ジャンプが出ました。
前川 ３ｍ68ですね。決勝に残れた安心感で４
本目は気持ち良く跳べました。
市長 これは日本新記録であり、アジア新記録で
もあるんですね。初出場で４位入賞という成績
はいかがですか。
前川 もう少し攻めていこうかと思いましたが、
５本目はファール、６本目は数字が出ませんで
した。それでも最高に楽しくて、すごくいい経
験をさせていただきました。
市長 その走り幅跳びの１週間ほど後の100ｍ(Ｔ
42)の予選は自己ベストの17秒05でしたね。
前川 予選は決勝と同じ日だったのですが、全力
でいきました。
市長 決勝は17秒39で７位入賞でしたが、予選
と決勝の雰囲気は違いましたか。

新春市長対談

前川 「決勝に残らなければ」という気持ちも
あって予選の方が緊張しましたが、予選も決勝
も、すごく楽しく走ることができました。17
秒05という記録にも満足しています。16秒台
を出したかった思いもありますが、あの舞台で
自己ベストを出せて本当によかったです。
市長 パラリンピックで世界の強豪と競い合うと
いうのは素晴らしい経験でしたね。
前川 ハイレベルな世界の選手たちと一緒に走れ
る機会はありがたいことで、本当に楽しかった
です。
市長 伝わってくるものはありましたか。
前川 海外の選手は義足の使い方やアップの方法
が私たちと違い、良い研究材料にさせていただ
きました。
市長 観客の雰囲気はいかがでしたか。
前川 走り幅跳びの日は土曜日だったこともあり
満席で「ジャポン、ジャポン」というコールが
起こりました。
市長 自分の気持ちも盛り上がりますね。
前川 日本だと観客が身内と
友達くらいしかいなくて本 世 界 と の 差
当に少ないんです。大勢の か け が え の
観客の中でできるというの
は、本当に幸せでした。
市長 パラリンピックならではの雰囲気だったわ
けですね。
さて、走り幅跳びも100ｍも、もう一人の日
本人選手である大西瞳選手とともに決勝に進ん
で、一緒に入賞されました。先輩でありライバ
ルでもありますね。
前川 大西選手がいたから陸上を始めたようなも
ので、瞳さんの背中をずっと追い掛けてきまし
た。その大好きな先輩と今こうして競い合って
いることは、私にとってとても大きな意味があ
ります。
市長 年齢は２倍くらい離れていますが、尊敬す
る先輩なんですね。

津市スポーツ栄誉賞受賞 前川楓さん

前川 姉のような存在で、大好きです。
市長 さて、前川さんは中学３年生の時に交通事
故に遭われたそうですが、お辛いと思いますけ
れども事故当時の様子をお話しいただけます
か。
前川 私はバスケットボールを５年間やってい
て、中学３年生の夏の総体の１週間前に交通事
故に遭いました。愛犬の散歩中に歩道を歩いて
いて、車道を挟んだ向かいの駐車場から突進し
てきた車と壁の間に挟まれてしまいました。
市長 バスケットボールに打
を肌で実感
ち込まれていた当時、障が
いを持つようになるとは全
ない財産に
く想像だにしていなかった
わけですよね。義足になってからもスポーツを
したいという気持ちはあったのですか。
前川 事故に遭った瞬間からもう一回みんなとバ
スケットボールがしたいと思いましたが、陸上
競技をする気は全くありませんでした。最初は
車いすバスケットボールをやろうかと考えてい
ました。
市長 車いすバスケットボールについては、津市
職員の前田浩司が前川さんをお誘いしたと伺っ
ています。前田は三重県障がい者スポーツ協会
の会長ですが、車いすバスケットボールのコー
チをしています。車いすバスケットボールを検
討され、最終的に陸上競技を選ばれるまでにど
のような経緯があったのですか。

KAEDE MAEGAWA
津市スポーツ栄誉賞受賞

前川 楓さん

平成10年２月24日、津市生まれ。育生小学校、橋南中学校、津東高
校を経て愛知医療学院短期大学入学。
リオ2016パラリンピックに出
場し、女子走り幅跳び(T42) ４位入賞 ３ｍ68 アジア新記録樹立、
女子100m(T42) ７位入賞 17秒05。チームKAITEKI所属。
広報 つ！ 平成29年１月１日号
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新春市長対談

前川 車いすバスケットボールの見学に行ったり
もしましたが、同じ世代の女の子がいませんで
した。女子のチームは愛知県にしかまだないと
お聞きし、迷っていたときに大西選手から陸上
競技に誘っていただきました。
市長 陸上競技では当然、義足で走っ
たり跳んだりするわけですが、そこ
には健常者からは想像できないよう
な難しさもあるんでしょうね。
前川 走れるようになるまで、半年ぐ
らいかかりました。
市長 半年もですか。
前川 普段使用する義足と、競技用の
義足では感覚が全く違うので、体重
の掛け方やタイミングの取り方がか
なり難しくて。慣れないと分からな
いことがたくさんありました。
市長 トレーニングはやはり専門のと
ころで行い、一緒に練習するチーム
もあるんですね。
前川 大和鉄脚走行会というチームな
のですが、みんなが陸上をしに来て
いるわけではなく、義足になったけ
ど、走り方が分からないとか、義足
の友達が欲しいとか、そういった理
由で来ている人もたくさんいまし
た。小さな子どもから80過ぎのお
じいさんまでいろいろな年代の人
が、義足を装着して楽しく走った
り、サッカーをしたりして義足に慣
れ、義足の面白さを共有するといっ
たチームです。陸上を始めるように
なってからは、その練習だけでは物
6
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足りないということもあり、チームの一部の人
たちと一緒に毎日練習するようになりました。
市長 前川さんは義足と非常にうまく付き合って
芸術品だとおっしゃっているそうですね。「あ
えて見せていく」そういう心境になったきっか
けはなんでしょうか。
前川 義足になった当初は、本当に痛みがひど
く、そういうことを考える余裕はありませんで
した。痛みが引いてから、これから義足とどう
向き合っていけばいいのか、大西選手や大和鉄
脚走行会の皆さんに相談したところ、「できな
いことなんかないよ」と皆さんから教えていた
だきました。実際、誰かができることは自分も
できるんだと思えるようになりました。今はス
ノーボードなどにも行きますし、好きな旅行に
も出掛けますし、義足になってからの方が、移
動距離が長くなった気がします。
市長 なるほど。義足は疲れないということです
か。
前川 たくさん歩くと痛くなるときもありますが、

津市スポーツ栄誉賞受賞 前川楓さん ＆ 津市長 前葉泰幸

健常者が長く歩いたときに足の裏が痛くなるの
と同じ感覚です。
市長 自分の体と義足が一体化しているようです
ね。障がいというよりも、そういう状況をある
がままに受け入れておられる、素晴らしい精神
的な強さをお持ちですね。スポーツにしても障
がい者のスポーツを特別のものと見るのか、そ
れとも普通のスポーツとして捉えるのかだと思
います。
パラリンピックで伸びやかに体を動かし、き
らめく姿を見せてくださった前川さんですが、
私、実は津市スポーツ栄誉賞の表彰式で、前川
さんのことを「前川選手は津市の障がい者ス
ポーツの大きな１ページを開いた。しかもその
ページは明るく輝かしいものだ」とご紹介しま
した。というのも、障がい者スポーツをどんな
ふうに見ればよいのか、少なくとも過去におい
て多くの方が迷っていたと思うんですよね。例
えば、大変だとか、あの障がいをどう乗り越え
ていくのだろうとか、そういう特別なまなざし
で見てしまうことがあった
かもしれません。パラリン 福 祉 で は な
ピックは、同じ条件を持っ 見 た ま ま 感
たアスリート同士の競い合
い、つまりスポーツの祭典ですよね。福祉の祭
典というよりも、スポーツの祭典なのだからオ
リンピックと同じようにスポーツを楽しむ感覚
で楽しめばいい。もちろん、スポーツする側も
自然な形でスポーツしようという気持ちに至る
まで、いろいろな過程があったと思いますが、
障がい者スポーツの見方そのものが変わりつつ
あると思いました。
前川 本当に見たまま感じていただければいいか
と思います。義足や耳が聞こえないのに走ると
か、目が見えないのに全力ダッシュするとか、

車いすで疾走するとか、見ているだけで本当に
格好良い、そう思っていただけたら、私たちに
とって一番うれしいことです。スポーツとして
楽しんでいただけるのも本当に喜ばしいことで
すが、ハンディを負いながらもということでは
なくて、ハンディを「めっ
くスポーツ
ちゃ格好良くない？」とい
う感じで見てもらえるとす
じて欲しい
ごく幸せですね。
市長 津市は平成33年に国体を迎え、同じ年に
全国障害者スポーツ大会も迎えます。行政組織
の中では障がい者スポーツ大会は、福祉の部局
が担当することが多いのですが、私たちはどち
らの大会も最初からスポーツの舞台として整え
て、熱い戦いを繰り広げていただきたいと考
え、平成28年４月に国体・障害者スポーツ大
会準備室を設置しました。健常者も障がい者も
同じようにアスリートとしてのチャレンジを見
せていただきたい。
前川 本当にうれしいことです。福祉という捉え
方ではなくて、スポーツの一つとして、全国の
皆さんに見ていただきたいです。
市長 前川選手のこれからの目標、夢、2020東
京パラリンピックに懸ける思いをお聞かせくだ
さい。
前川 リオでは自己ベストでも４位・７位という
結果に終わったので、東京では自己ベストを出
して、メダルも取りたいと思っています。
市長 2020東京パラリンピックで前川選手の勇
躍される姿を大いに期待しています。津市民、
全力で応援してまいります。

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。

津市

市長対談│
広報 つ！ 平成29年１月１日号
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特集
津市の未来のグランドデザイン

次期津市総合計画の策定を進めています
総合計画とは
まちづくりという大きな事業を進めるために
は、目指すべきゴールやそのゴールにたどり着く
ためのしっかりとした考えを持たなければ、取り
組みがバラバラになってしまいます。そこで、
ゴールとする将来のまちの姿やそこにたどり着く

ためのまちづくりの方向性などを示す市政運営の
最上位の計画が総合計画です。
現在の総合計画が平成29年度で終了するた
め、新しい総合計画(次期津市総合計画)の策定を
進めています。

津市総合計画策定のための市民意識調査結果
新しい総合計画の策定にあたって、津市への愛着度や定住意向、市政への評価
やこれからのまちづくりの方向などの市民意識の現状を把握し、計画策定のため
の基礎資料とするためアンケート調査を実施しました。

◆調査内容

対象・配布数

調査期間・方法
有効回収数/回収率

津市に居住する15歳以上の男女7,000人 ※平成28年７月25日時点
平成28年７月29日〜８月26日 郵送による配布・回収
2,678人/38.3％

◆調査結果の主な内容

Q あなたは津市に愛着を感じていますか？

Q

あなたは今後も津市に住み続けたいですか？

Ⓐ :とても愛着を感じている

Ⓑ :どちらかというと愛着を感じている

Ⓐ :ずっと住み続けたい

Ⓑ :当面は住み続けたい

Ⓒ :どちらかというと愛着を感じていない

Ⓓ :愛着を感じていない

Ⓒ :できれば転居したい

Ⓓ :すぐにでも転居したい

Ⓔ :どちらともいえない

0%

Ｈ２８年

Ⓔ :わからない(どちらともいえない)

回答者数：2,678（Ｈ28） 2,954（Ｈ24）

20%

40%

60%

Ⓐ29.2

80%

Ⓑ50.3

100%

Ⓒ6.8 Ⓔ10.3

0%

20%

回答者数：2,678（Ｈ28） 2,954（Ｈ24）

40%

60%

Ⓐ54.6

Ｈ２８年

80%
Ⓑ32.4

100%
Ⓒ5.9 Ⓔ5.8

Ⓓ2.9
Ｈ２４年

Ⓐ26.6

Ⓑ47.0

Ⓒ9.5

Ⓔ8.4

Ⓓ0.8
Ⓐ48.7

Ｈ２４年

Ⓑ30.3

Ⓒ7.8 Ⓔ6.8

Ⓓ2.8

｢とても愛着を感じている｣
｢どちらかというと愛着を
感じている｣と答えた人

Q

前回調査時（H24年）より

5.9ポイント上昇

Ⓓ1.0

｢ずっと住み続けたい｣
｢当面は住み続けたい｣と
答えた人

8.0ポイント上昇

今後予想される社会経済情勢のもと限られた財源の中で、優先的に力を入れてほしい分野は？
取り組みを少し後に回してもやむを得ないと思う分野は？(それぞれ３つまで回答可)
少し後に回してもやむを得ないと思う分野

優先的に力を入れてほしい分野
60%

40%

20%

子育て・子育ち
教育
高齢者・障がい者福祉
保健・医療
防災・消防

20.3
45.3
56.2
26.4
10.4
23.7
8.2
21.0
7.2
4.8
4.5
8.8
3.8

広報 つ！ 平成29年１月１日号
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前回調査時（H24年）より

環境（再生可能エネルギー、ごみのリサイクルなど）
住環境（道路・公園・公共交通など）
商工・観光
雇用
農林水産
スポーツ・文化
地域コミュニティー施設
行財政改革
その他

20%

40%

60%

3.7
3.7
7.1
4.1
3.4
13.6
16.7
27.1
5.3
15.5
46.4
50.1
12.5
1.7

問い合わせ

Q

政策課

229−3101

229−3330

市政全般の満足度評価(調査した57項目の施策の満足度)
平成24年調査結果
回答者数：2,954

美しい環境と
共生するまちづくり
安全で安心して
暮らせるまちづくり
豊かな文化と心を
育むまちづくり
活力のあるまちづくり
参加と協働の
まちづくり

資源の循環的利用の推進
廃棄物等の適正な処理
環境への負荷の少ない社会の形成
環境共生社会の実現に向けた活動
多様な自然環境の保全
環境保全対策の推進
市街地の整備
住環境の整備
良好な景観の形成
公園緑地の整備及び緑化の推進
上水道・簡易水道の整備
生活排水対策の推進
生活道路の整備
墓地・斎場
災害に強いまちの推進
治山・治水対策の推進
消防体制の充実
交通安全対策の推進
防犯対策の推進
消費者の保護
健康づくりの推進
地域医療体制の充実
地域福祉の充実
高齢者福祉の充実
障がい者（児）福祉の充実
児童福祉の充実
母子・父子福祉の充実
国民健康保険
低所得者福祉の充実
幼児教育
学校教育
高等教育機関
生涯学習
スポーツ振興
青少年の健全育成
文化、芸術活動の充実
歴史的資源の保全と活用
人権・平和施策の推進
産業拠点の形成
農業の振興
林業の振興
水産業の振興
工業の振興
商業の振興
勤労者福祉と雇用の推進
交流拠点の形成
道路ネットワークの整備
港湾の整備
公共交通の充実
情報ネットワーク化の推進
観光の振興
競艇事業の活性化
市民活動の促進
都市間交流、国際交流の推進
男女共同参画の推進
ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
広聴・広報
情報公開の推進
協働のまちづくりの推進

不満

-5 -4 -3 -2 -1 0

平成28年調査結果
1

2

3

満足
4

1.77
0.59
-0.18
-0.23
-0.41
0.02
-0.45
0.24
0.40
0.01
3.32
0.92
-0.57

5

回答者数：2,678

不満

-5 -4 -3 -2 -1 0

資源の循環的利用の推進
廃棄物等の適正な処理
環境への負荷の少ない社会の形成
環境共生社会の実現に向けた活動推進
多様な自然環境の保全
環境保全対策の推進
住環境の整備
良好な景観の形成
緑化の推進と公園緑地の整備
上水道・簡易水道の整備
生活排水対策の推進
生活道路の整備
墓地の維持管理と斎場の整備

1

2

3

満足
4

5

2.49
2.04
0.94
0.77
1.11
1.27
1.00
1.21
0.93
3.87
1.58
-0.22
2.13

1.07
-0.91
-0.50

-0.52
-0.17

-0.74

-0.35
-0.88
-0.85
-0.37
-0.72
-0.98
-1.50
-1.39
-0.42
-0.60
-0.34
-0.63
-0.39

-0.34

終わりなき防災施策の強化
災害に強いまちづくりの推進
1.33
消防力の充実
0.13
交通安全対策の推進
0.11
防犯対策の推進
0.39
消費者の保護
1.35
健康づくりの推進
地域医療の推進
0.51
地域福祉の充実
高齢者福祉の充実
0.09
障がい者（児）福祉の充実
0.03
子育ち・子育て支援の推進
0.03
一人親家庭に対する福祉の充実
0.27
公的医療保険の運営
低所得者福祉の充実
0.68
幼児教育
0.47
学校教育
0.46
高等教育機関
0.94
生涯学習の推進
0.29
スポーツの振興
0.09
青少年の健全育成
0.68
文化、芸術活動の充実
0.53
歴史的資源の保全と活用
0.42
人権・平和施策の推進
総合的な産業振興の推進
農業の振興
表の数値は、満足
林業の振興
度評価の回答の
水産業の振興
選択肢を「満足」、
工業の振興
「やや満足」、
「ど
商業の振興
ちらともいえな
勤労者福祉と雇用の推進
い」、
「やや不満」、
都市機能の整備
「不満」の５つと
道路ネットワークの整備
し、その結果を
0.01
港湾・海岸の整備
点数化したもの
公共交通の充実
です。
情報ネットワーク化の推進
観光の振興
競艇事業の活性化
0.47
市民活動の推進
0.15
国際・国内交流と多文化共生の推進
0.25
男女共同参画の推進
ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
0.84
市民との対話と連携の推進
0.19
総合支所と地域住民との協働

0.75
0.57
2.11
1.14
0.88
0.44
1.71
1.03
1.02
0.55
0.51
0.47
0.26
1.37
0.13
0.71
1.04
0.64
0.85
0.90
0.78
1.02
0.99
0.89
0.09
0.05
-0.19
0.25
0.08
-0.74
-0.43
-0.11
0.11
0.24
0.11
0.23
-0.46
0.18
0.56
0.24
0.30
0.06
-0.01
0.27

-0.02

※調査項目は、前回の調査から一部変わっているところがあります。

前回調査
（平成24年）
と比較すると、市政全般で 満足度は上がり、不満度が下がっています。
※市民意識調査の結果の詳細については、津市ホームページでご覧いただけます。
広報 つ！ 平成29年１月１日号
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新しい総合計画の策定状況について
◆これまでの策定経過

次期津市総合計画の策定にあたっては、「市民
意識調査」に加え、現行の総合計画の進捗状況な
どをまとめた｢津市総合計画後期基本計画点検結
果報告書｣や各種統計資料などをまとめた｢データ
で見る津市の現状と課題｣を基礎資料として作成
し、津市の現状や課題などの把握・分析を行いま
した。
そして、市内の各関係団体との意見交換会(市
政インタビュー)や地域懇談会、電子メール、窓
口などでお寄せいただいた意見などを踏まえ、理
想とする都市像やそれに向けたまちづくりの方向
しん ちょく

性などをまとめ、学識経験者や各分野の団体等の
代表者20人で構成する津市総合計画審議会での
審議や、津市議会での協議などを経て、新しい総
合計画の枠組みを示す｢はじめに｣の部分とまちづ
くりの基本的な考え方を示す｢基本構想｣の部分の
現行案を作成しました。
※｢津市総合計画後期基本計画点検結果報告書｣、
｢データで見る津市の現状と課題｣、
津市総合計画(案)(｢はじめに｣及び
「基本構想｣)は、津市ホームページで
ご覧いただけます。

◆津市総合計画（案）
（｢はじめに｣及び｢基本構想｣）の概要

第１部 はじめに 〜総合計画の枠組み〜

第１章 計画の趣旨
この総合計画は、市民が幸せに暮らし続けることができる県
都の実現に向けたまちづくりの基本的な事項を明らかにするも
のです。
第２章 計画の位置づけ
津市の最上位の計画とします。
第３章 計画の構成と期間
基本構想(計画期間は特に定めない)と基本計画(計画期間は10
年)で構成 ※基本計画は、第３部として今後作成を進めます。

第２部 基本構想

総合計画の構成

第１章 これまでの津市
自治意識の高い市民風土が根付き、都市機能が集積し、バラ
ンスのとれた産業構造を構築
第２章 これからの津市
第１項 望ましいまちの姿
市民がそれぞれの幸せを実感し、心豊かで笑顔あふれる人生を送ることができるまち
第２項 まちづくりの大綱

１ 子どもたちの未来に向けて
政策分野
子ども・子育て
教育

主な内容
安心して子どもを生み育てられ、子どもが健やかに成長できる環境の確立 など
子どもたちが確かな学力を身につけ、より良い人生を送ることができる教育の充実 など

２ 市民の健やかな人生設計に向けて
政策分野

主な内容

高齢・障がい福祉 高齢者や障がい者が自分らしく、また、心豊かに暮らすことができる地域づくり など
保健・医療

乳幼児から高齢期まで生涯を通して健康に過ごせるまちの実現 など

３ 市民の安全と安心の確立に向けて
政策分野
防災・消防
防犯・交通安全
10 広報 つ！

主な内容
市民の命や財産をしっかりと守り、誰もが安全で安心して暮らせるまちの実現 など
犯罪・交通事故が起こらない、犯罪・交通事故に遭わないまちの実現 など
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問い合わせ

政策課

229−3101

229−3330

４ 市民の心豊かで快適な暮らしに向けて
政策分野
環境
住環境

主な内容
かけがえのない自然との調和が取れた恵み豊かな環境の継承 など
良好な居住環境を提供し、誰もが安心して健やかに暮らせるまちの実現 など

都市空間

子どもから高齢者まで全ての世代が快適で健康的な暮らしができる都市構造の構築 など

生涯学習

生涯を通して教養や技術を高めることができる環境の実現 など

スポーツ・文化

市民が心身ともに健やかで、市民の元気があふれるまちの実現 など

コミュニティー

人と人のつながりがあるコミュニティーの形成による住んでいて良かったと感じられるまちの実現 など

人権・男女共同参画 全ての人の人権が尊重される自由で平等な社会の実現 など
国際国内交流・多文化共生 さまざまな都市との幅広い分野の交流を通じた相互に発展できるネットワークの構築 など

５ 市民の生活を支える地域経済の発展に向けて
政策分野

主な内容

商工・雇用

ものづくりや商いが地域に根付き継承される活力に満ちた地域経済や雇用の創出・拡大の実現 など

農林水産
観光

食の安定と市民の暮らしを支え続けられる生産振興の実現 など
津市が有する全ての資源の一体的な組み合わせなどによる魅力的な観光地づくり など

６ 市民の幸せを実現する市役所に向けて
政策分野

主な内容

対話連携

市政に対する市民の思いや願いに応える市民生活に身近な諸課題の迅速な解決 など

地域連携

総合支所や地域との連携に携わる担当の地域の立場に立ち続ける取り組みの推進

行政経営

選択と集中の視点に立った新たな価値を生み出し続ける「創出による経営」の推進

財政運営

厳しさを増す財政構造の変換などに対応し、次世代の負担とならない持続可能で計画的な財政運営

第３項 津市らしいまちの形成
津市ならではの地勢や都市基盤を生かし、市民が暮らしやすく、活動しやすい、安全・安心で効
率的なまちを形成

オープンディスカッションに参加しませんか
オープンディスカッションは、決め
られたテーマについて関心のある人が
グループに分かれて、普段から思って
いることや感じていることなどを気軽
に自由に意見交換するオープンな場で
す。今回、次期津市総合計画がより良
いものとなるよう、皆さんからまちづくりにおける課題やその解
決に向けたアイデアなどをお聞きするため開催します。どなたで
も自由に参加できますので、お気軽にご参加ください。
と き ２月19日(日)13時〜16時
ところ 中央公民館ホール
意見交換の分野 子育て、教育、福祉、保健・医療、防災・消防、
防犯・交通安全、環境、都市空間、生涯学習、スポーツ・文化、
人権・男女共同、国際国内交流、商工、農林水産、観光など
申し込み 当日参加も可能ですが、会場準備の都合によりあらかじめ
参加を希望する人は、電話またはファクス、
Ｅメールで住所、氏名、年
齢、性別、連絡先(電話、
Ｅメール)と意見交換したい分野を政策課へ
次期津市総合計画オープンディスカッション│

見を
皆さんの意
ださい！
く
て
せ
か
聞
これからのま
ちづくりの意見
を、電話、ファ
クス、Ｅメール
など、どのよう
な方法でも構いませんので、お
聞かせください。
政策課
229−3101
229−3330
229−3101@city.tsu.lg.jp
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競艇事

部編
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ボートレース津は、昭和27年に全国で初めて認可を受けた歴史のあるボートレース場です。多く
のファンの皆さんに支えられながら、現在、年間192日、白熱したレースが繰り広げられています。
モーターボート競走事業の目的は、一般会計への繰り出しによる市財政への貢献です。平成15年
度までに約805億円を繰り出し、学校や保育園の施設整備、下水道や街路整備などの公共事業に充て
てきました。
その後、スタンド棟の建て替えによる債務償還の負担などにより繰り出しができない時期が続きま
したが、平成23年９月の外向発売所「津インクル」の開設、平成24年２月の対岸大型映像装置の更
新、平成25年11月のＳＧチャレンジカップ競走の開催など経営力の強化に向けた積極的な取り組み
により、平成28年度には12年ぶりに繰り出しを再開しました。
これからも、長期的な視野に立った収益性の向上や計画的な施設整備に取り組み、ファンに親しま
れるボートレース津として、津市の魅力あるまちづくりに貢献していきます。

広大な水面から迫力あるレースが楽しめます
ツッキー ドー ム
さまざまな イベント を開 催！
Ａ指定席

清潔感あふれる施設内

エント ランス
子ども も 楽しめる企 画 が 充 実

ボートレース津

▼

12 広報 つ！
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H21

GⅠ女子王座(現在のレディース
チャンピオン)を開催
売り上げ：約101億２千万円

ＧⅠ女子王座表彰式

H22

H23

外向発売所「津インクル」
オープン

国道23号沿いにある津インクル
では、全国で開催されるレース
(７時30分〜ナイターレース終
了)を年間最大360日発売！

津インクル

▼

▼

市町村合併により、新 津市とし
て、モーターボート競走事業を
開始

H20

▼

H19

▼

H18

レースの他にも多彩なイベントで皆さんをお迎えしています

▼

水 上 で繰 り 広 げ る ら れ る スピ ード戦

問い合わせ

1
2
3

計画的な施設整備と
経営基盤の確立

競艇管理課

224−5105

222−8210

電話投票や
公営企業会計の
場外発売場などの
導入による
積極的な展開による
財務状況の的確な
把握と積極的経営 対岸大型映像 新規ファンの獲得
装置の増設や
発売場数の拡大などに
よるサービスの向上

ファンが求める
魅力ある事業の展開
時代のトレンドに対応
した新規ファンの開拓

さらに魅力あるボートレース津を目指して

魅力あるファンサービスの提供

高グレードレースの開催

２年連続でプレミアムＧⅠを開催！

施設・サービスをさらに充実！

平成 28 年 8 月

平成 29 年 2 月 (予定)

▶対岸大型映像装置を増設
▶指定席にペア席、
グループ席を新設
▶場内の分煙化
▶津インクルで１日最大
７競走場の舟券を発売へ

プレミアムＧⅠ レディースチャンピオン

売り上げ：約58億1千万円

津インクル

平成 29 年 3 月 (予定)

▶ボートレースチケット
ショップ養老オープン

プレミア ムＧⅠレディースチャンピオン表彰式

平成 29 年 4 月 1 1 ～ 1 6 日

プレミアムＧⅠ マスターズチャンピオン(名人戦)

ＳＧチャレンジカップ

H27
▼

県 内初の場外発売場「ミニ
ボートピア名張」オープン

ミニボートピア名張

▼

▼

対岸大型映像装置

キー

ツッ ァミリー
ーフ
＆ツッキ

H26

ＳＧチャレンジカップを開催
売り上げ：約79億９千万円

▼

▼

対岸大型映像装置・自動発券
機等発売システムの更新

H25
▼

H24

ース津
ボートレ ラクター
ャ
キ
ト
ッ
マスコ
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POLICY

前葉津市長が選ぶ
平成
28年

TOP 10 NEWS

市政の10大ニュース
TSU CITY

ＪＲ名松線
全線復旧

「道の駅津かわげ」開駅

３月26日、平成21年の
台風18号の被災から６
年半ぶりにＪＲ名松線が全
線復旧。利用者数（家城
駅〜伊勢奥津駅間）が復
旧前と比べ倍増

４月24日、河芸町三行の国道23号中勢バイパス
と国道306号との結節点に「道の駅津かわげ」が開
駅。オープンから３カ月間で来駅者50万人を突破

育休退園の廃止

４月から保育園をすでに利用している子
どもの保護者が育児休業を取得した場合
に、保育園の継続利用を可能（育休退園の
廃止）とすることで、子育て家庭を応援

平成27年度まで
子どものクラス年齢によって取り扱いが異なる

中学生の
通院費助成開始

３歳児クラス以上…継続利用可能 ２歳児クラス未満…原則退園

保護者などから多くの声や要望を受
け、９月１日から中学生の通院費助成を
開始し、乳幼児から
新たな助成対象
中学３年生までの医
対象者：約6,500人
療費無料化を実現
○：三重県補助事業

◎：津市単独事業

乳幼児

小学生

中学生

通院 入院 通院 入院 通院 入院
子ども
医療費

○

○

○

○

◎

◎

乳幼児から中学３年生までの医療費を無料に！
14 広報 つ！
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平成28年度から
子どものクラス年齢に関わらず取り扱いを統一
全年齢の子ども… 継続利用可能

保育環境を整備し、子育て家庭を応援

新 津市誕生10周年

１月１日、10市町村の合併による新
津市誕生から10周年を迎え、１月16日
に新 津市誕生10周年記念式典を開催し、
１年を通じて各種記念事業を実施

津市一般廃棄物最終処分場

津市リサイクルセンター

津市一般廃棄物最終処分場・
リサイクルセンター稼働
４大プロジェクト事業の１つである津市一般
廃棄物最終処分場・リサイクルセンターが４
月１日から稼働

新 津市誕生10周年記念式典

オリンピック・パラリンピック
津市出身選手活躍
リオデジャネイロで開催された８月のオリンピッ
クで吉田沙保里選手が４大会連続のメダルとなる銀
メダルを獲得、９月のパラリンピックで坂倉航季選
手が水泳で活躍、前川楓選手が陸上競技の走り幅跳
びでアジア新記録をマークして４位入賞
津市防災物流施設

津市防災物流施設完成

坂倉航季選手

前川楓選手

４月１日、伊倉津地区公共ふ頭、伊勢湾ヘリ
ポートの機能を活用した災害時の生活物資の緊
急輸送や被災者救護などの拠点となる津市防災
物流施設が雲出伊倉津町に完成。３階は、津市
雲出地区防災コミュニティセンターとして、平
常時には、防災学習や地域活動に利用

吉田沙保里選手

二次救急輪番体制の強化

４月から緊急開腹手術に対応できる医師が二
次救急輪番病院をバックアップする体制を構築。
10月15日から、救急搬送照会回数の多い土曜
日の14時から22時までの時間帯を補完する輪番
体制を創設

待機医師
による
バックアップ

輪番体制
病院Ａ
病院Ｂ
病院Ｃ

８時

12時

二次救急
輪番病院

時間帯

14時

18時

緊急開腹手術の可能
な輪番日以外の３病
院および三重大学医
学部附属病院が待機
医師を確保

22時
輪番時間
輪番時間

輪番補完時間

翌８時

新たに
創設

津市プロモーションビデオ
「つ・がない世界」公開
７月13日から津市プロモーションビデ
オ「つ・がない世界」を配信開始。公開
から５日間で再生回数10万回を突破

広報 つ！ 平成29年１月１日号
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新春市民インタビュー
しばた

年の
よしあき

さかもと

柴田 儀鍬さん

坂元 美咲さん

半田
公民館で踊りと民謡三味
線を学んでいます。仲間と
発表会などで新しい曲を演
技できるよう練習に励んで
いこうと思います。

や

ぎ

みちこ

美杉町奥津
４月からは憧れの教師。
坂元先生と呼ばれる喜びを
仕事の活力にし、自他とも
に認めるすてきな先生にな
りたいと思います。

きたがわ

八木 倫子さん

せいや

北川 聖也さん

白山町二本木
今年は戦国武将ゆかりの
地を小学生の息子と巡りた
いです。いろいろな地を
巡っているうちに、私の方
が楽しんでしまいそうで
す。
しばた

久居緑が丘町
僕はサッカー部に入って
います。今年は後輩ができ
るので、見本になるような
頼れる先輩になるように頑
張りたいです。

ひじり

に

柴田 聖さん

ゆ

な

長谷川 友那さん
香良洲町
私は英語を頑張りたいで
す。英語が話せると自分の
世界が広がり、将来就きた
い仕事の選択肢も増えるか
らです。

あたらし ゆう

新 優さん

美里町家所
私は美里町の地域活性化
グループ「パワーズ」に所
属しています。今年も子ど
もたちやお年寄りに楽しん
でもらえる行事を企画・開
催していきたいです。
16 広報 つ！
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わ

えみり

丹羽 絵未里さん

河芸町千里ヶ丘
高齢者と若い世代の懸け
橋となる年齢になりまし
た。これからも津市を躍動
感ある自立した稼げる街に
していくお手伝いができれ
ばと思います。
はせがわ

みさき

一志町田尻
健康的な体づくりと、美
容師としての仕事を生かし
て「自分らしい髪型」をお
客様に楽しんでもらうこと
が2017年の目標です。

まつもと

ひろあき

松本 浩明さん
芸濃町雲林院
私は明星という野球チー
ムに所属して今年で25年
になります。若手に負けな
いように、しっかりと練習
してチームのために頑張っ
ていきたいと思います。
ふじかわ

やすこ

藤川 やす子さん
安濃町清水
民謡を始めて18年。芸
文協の活動で大きく成長さ
せていただきました。健康
第一で、人との出会いを大
切に文化発展に微力ながら
貢献したいです。

新春を迎え、皆さんの「今年挑戦したいこと」「今年達成したいこと」「今年頑張り
たいこと」をお聞きしました。

かめい

りゅうせい

かわい

亀井 龍誠さん

よしこ

美里町南長野
20歳になる今年、自分
の発言や行動に責任を持
ち、常に感謝の気持ちを忘
れず一人の大人として、そ
して弟と一緒に成長してい
きます。
たかしま

駒田よし子さん

はやと

高島 隼人さん

芸濃町北神山
今年は私が古希、主人が
年男です。何かとても良い
年になりそうです。二人で
いつまでも仲良く元気で生
きていきたいと思います。

やまもと

香良洲町
今年頑張りたいことはバ
ンド活動です。いつか香良洲
のビッグイベントのふれあい
のかおりにゲストで出演して
香良洲公園のステージでラ
イブできる日を夢見てます。
うえかわ

とよみ

山本 豊実さん

ゆ

ま

河芸町東千里
今まで通りスポーツを通
じて体を動かし続けるこ
と。子どもが成長し年を経
ても家の外へ出掛け、頭と
体を楽しく使う毎日を過ご
したいです。
かわい

四十物 由真さん

あやこ

上川 亜矢子さん

一志町波瀬
今年で56歳、先のことなど
考えもしなかったが、来た道
より行く道が確実に短くな
り、限られたプライベートの
時間をいつも支えてくれて
いる人と大切にしたいです。
あいもの

か

川井 里香さん

安濃町今徳
私の夢はスポーツトレー
ナーになることです。夢を
かなえるため、今年はス
ポーツ関係を学べる高校に
行き、部活と勉強の両立を
頑張りたいです。
こまだ

り

はるお

川井 春生さん

久居緑が丘町
高校３年生になるので、
書道の大会で入選を目指し
て部活動を頑張ります。ま
た、地域の行事にも参加し
ていきたいです。
かなざわ

白山町佐田
古希を迎えました。今年
もおいしい一志米を作りま
す。また、未利用間伐材を
搬出し有効利用すること
で、森林整備の一翼を担い
ます。
しんじ

金澤 真治さん
美杉町太郎生
今年は鳥獣管理士として
野生鳥獣の管理に向き合う
とともに猟師をしながら、
各地の鳥獣の生態や生息状
況などに関して、情報収集
を頑張ります。

もり

かずえ

森 和枝さん
丸之内
吹奏楽部のフルートが上
達するようにと、続けてい
る津ぎょうざ小学校のボラ
ンティアも楽しく頑張りた
い。いろんなことに挑戦し
たいです。
広報 つ！ 平成29年１月１日号

17

記号の見方

日時

場所

内容

はファクスで津市母子父子寡婦
福祉会( 223−2085、 223−
2036)へ ※月曜日休館

イベント
第71回洋蘭展示会
１月14日(土)10時〜16時30分、
15日(日)９時〜16時30分
サ
ン・ワーク津
育て方の相談コー
ナー、即売会など
三重愛蘭会代表(
0595−82−0615)

募

集

津市青少年野外活動センター
平成29年度分の宿泊受け付け
１月15日(日)９時30分〜 ※８
時30分〜９時15分に整理券を配
布
同センター(神戸)
整
理券の順に抽選して受け付け順
を決定(ただし宿泊日数などを優
先)、以降は先着順 ※４月分の
日帰り利用は１月20日(金)から
受け付け、５月以降は３カ月前
から受け付け
青少年団体
同センター( 228−4025)
いちご狩り参加者
一人親家庭の親子の触れ合い
や相互交流、仲間づくりに参加
しませんか。
１月29日(日)９時45分集合
いちご屋くろべえ(松阪市)
20組
大人(中学生以上)1,000
円、
小学生以下無料
１月10日(火)までに電話また

市内に在住・在勤・在学の人
津市スポーツ協会にある申込
■津市民体育大会
種

目

と

き

放送大学４月入学生
放送大学はテレビ、ラジオ、
インターネットを利用して学べ
る通信制の大学です。働きなが
ら幅広い分野について学べ、15
歳以上の人なら、誰でも試験な
しで入学できます。 ※卒業を目
指す場合は、18歳以上で大学入
学資格が必要です。
２月28日(火)までに同大学本
部へ
同大学三重学習センター(
233−1170)
かっ ちゅう

第11回手作り甲冑教室事前説明会
紙や家庭用品などで甲冑を手
作りして、津まつりや地域イベ
ントに参加しませんか。
１月29日(日)13時30分〜15
時30分
中央公民館研修室Ａ
(津センターパレス２階)
高
校生以上の人
１月25日(水)までに電話また
はファクス、Ｅメールで三重ド
リームクラブ( 271−9978、
255−2257、 qzo1341004@
yahoo.co.jp)へ

イベントで展示された手作り甲冑

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(〒514−0027 大門６−15、
273−5588)へ ※参加費など
ところ

対

象

対象

定員

抽選

先着

三重刑務所施設見学会
１月21日(土)10時〜11時30分
三重刑務所(修成町)
三重
刑務所の説明と施設内見学
30人
１月５日(木)〜13日(金)に電
話で住所、氏名、年齢、電話番
号を同刑務所( 228-2161)へ
※平日９時〜16時
環境学習リーダー養成講座
ファシリテーター養成コース
地域や学校、職場で参加体験
型の環境学習をコーディネート
しESDの考え方を広める担い手
を養成します。
２月25日、３月４日・25日い
ずれも土曜日10時〜16時
サ
ン・ワーク津研修室
伊沢令
子さん(NIED国際理解教育セン
ター代表)による環境学習に取り
組む目的、手法やファシリテー
ション、環境学習のビジョンを
達成するプログラム作りについ
ての講座
18歳以上で３日間
参加できる人
20人 ※県
内に在住の人優先
１月24日(火)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、電話番
号、ファクス番号を三重県環境
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)
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)
定

員

申込期間

フットサル

２月18日㈯・19日㈰

津市体育館

高校生以上

24チーム

１月10日㈫〜27日㈮

サッカー

３月11日㈯・12日㈰

香良洲サッカー場、香良洲
グラウンド

小学４〜６年生

24チーム

１月10日㈫〜２月３日㈮
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費用

申し込み

問い合わせ

健

康

転倒予防教室
１月26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「イ
ンフルエンザ予防と冬の体調管
理」 ※要約筆記あり
市内
に在住の60歳以上
80人
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)へ
住民健康講座
１月19日(木)14時〜15時
久居総合福祉会館
山城洋樹
さん(やましろ小児科医師)によ
る講演「小児の救急と自宅ででき
る応急処置」
久居一志地区医師会( 255−3155)

Ｅメール

第10回市民公開講座 特別記念講演
「知ってほしい これからの肺がん治療」
３月４日(土)13時〜16時(12
時開場)
三重大学三翠ホール
(栗真町屋町)
内容・講師
講演
「肺がん治療の目指すところ」
藤本源さん（三重大学医学部附属病院呼
吸器内科助教・副科長・病棟医長）
「いのちの落語 笑いは最高の抗がん剤」
樋口強さん（いのちの落語家・作家）

第２部

平成29年度松阪高校通信制課程入試
試験日３月９日(木)
同校(松
阪市)
面接、作文
２月22日(水)〜24日(金)９時〜
16時(24日は12時まで)に同校通
信制課程職員室へ ※受験する
人は１月29日(日)14時〜15時
30分に同校で行う説明会への参
加が必要です。１週間前までに
電話( 0598−30−5300)で予約
してください。

ファクス

第１部

東海三県一市グリーン購入キャンペーン
地球に優しい買い物をしてみ
ませんか。キャンペーン期間中、
エコマークなどが付いた「環境ラ
ベル商品」、
「地元・旬のもの」、
「詰め替え商品」などを購入し、当
キャンペーンホームページから、
または県内協力店舗にある応募
はがきで応募すると、抽選で255
人にすてきな商品が当たります。
１月13日(金)〜２月12日(日)
※詳しくは同キャンペーンホー
ムページをご覧ください。
同キャンペーン実行委員会(三
重県環境生活部地球温暖化対策
課内、 224−2366)

電話番号

対談「これからの肺がん治療」
司会 辻川真弓さん
（三重大学大学院医学
系研究科看護学専攻教授）

950人
２月17日(金)までに、はがき、ま
たはファクス、
Ｅメールで郵便番号、
住所、氏名、電話番号、希望人数を
三重大学医学部附属病院がんセン
ター(〒514-8507 江戸橋二丁目
174、 231-5348、 gan-center
@mo.medic.mie-u.ac.jp)へ
同センター( 231−5055)
※平日９時〜17時
第２回県民健康公開講座
１月22日(日)13時30分〜15時
30分
三重県鍼灸会館２階(栄
町二丁目)
矢野宗広さん(ユー
モアコンサルタント)による笑いと
健康をテーマにした講演・落語
県内に在住の人
三重県鍼灸マッサージ師会担
当( 246−7427)
しん きゅう

無料相談
三重県司法書士会常設相談会
(面談は要予約)
毎月第１・２・３水曜日13時30
分〜16時30分、毎月第４土曜日
1 7 時 3 0 分 〜 2 0 時 3 0 分 ( 祝・休
日、年末年始を除く)
三重県
司法書士会館(丸之内養正町)
登記、相続、裁判手続き、多
重債務、後見制度など ※電話
相談( 273−6300)も面談と同
じ時間帯に行います。
毎週月〜金曜日９時〜17時に
同司法書士会( 221−5553)へ

ホームページ

登記相談(要予約)
毎月第２・４火曜日13時〜16時
三重県土地家屋調査士会館(河
辺町)
不動産(土地・建物)の調
査、測量、表示登記、境界の相談
同調査士会( 227−3616)へ
社労士による労働相談(要予約)
毎週水曜日13時〜16時(祝・休
日、年末年始を除く)
三重県
社会保険労務士会(島崎町)
解雇、賃金、セクハラ、人事、
配置転換、労働契約などの相談
同会総合労働相談所( 228−
6064)へ
元公証人による法律相談
毎月第２・４火曜日13時〜16時
(祝･休日、年末年始を除く）
※12時から整理券(
７人)を
配布
津センターパレス３階
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)
交通事故相談(要予約)
毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始は除く) ※相談時間はお問
い合わせください
三重弁護
士会館(中央)
交通事故に関
する相談(面談)
毎週月〜金曜日９時〜17時に
同弁護士会( 228−2232)へ
カウンセラーによる相談(面談・電
話相談) 専用電話Ｔ229−3120
とき
（毎月）
第１〜４火曜日
13時〜18時

内 容
面談・電話相談
（予約優先）

第３金曜日
18時〜20時

電話相談
（予約優先）

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)
おわび 広報津12月１日号19ページ
に掲載しました「年末年始の営業時
間・休業のお知らせ」に誤りがありま
した。あのう温泉の１月５日(木)は
「休業」です。おわびして訂正させて
いただきます。
広報 つ！ 平成29年１月１日号
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Mayor’s

前葉

泰幸

「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

第９回高虎サミットin津(津セン
ターパレスほか)…11月５日

三重県・津市総合防災訓練(南が丘小
学校、南が丘中学校ほか)…11月13日
県と合同で実施した防災訓練に121
機関から約2,100人が参加しました。
住民主体の「避難所運営訓練」、防災
物流施設を使った「救援物資物流訓練」
などの広域的かつ実践的な訓練とと
もに、初の試みとして沿岸部の育生・
修成・藤水地区の全住民を対象とした
「津波避難訓練」を行いました。

高虎公ゆかりの都市が集い地域の
活性化を目指す「高虎サミット」。今年
は津市で8年ぶり3度目の開催です。
藤堂御宗家第15代藤堂髙正様ご臨席
のもと、名張市長・甲良町長・宇和島
市長にもご出席いただき、高虎公で結
ばれた熱い絆を互いに確認し合いま
した。次回は甲良町で開催されます。

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

津市長コラム

中部国道協会促進大会(霞が関ビ
ルディング)…11月16日

三重・愛知・岐阜・静岡・長野南部
の自治体で構成する中部国道協会の
会長として促進大会を開催しました。
国会議員と国交省政務官をお招きし、
昨年の２倍近い111人の市町村長が、
産業基盤や防災のための国道整備の
計画的で着実な実施を提言。4人の副
会長とともに要望活動を行いました。
津市長活動日記

印刷／寿印刷工業株式会社

謹んで新春のお喜びを申し上げます。
新・津市が誕生したのは平成18年１月１日。合
併した10市町村がそれぞれに期待と願いを持ち寄
り思い描いた新しい津市の姿。昨年はそれを実際
の形にして披露することが叶った合併10周年にふ
さわしい年となりました。
新最終処分場(美杉町下之川)とリサイクルセン
ター(片田田中町)の完成、雲出伊倉津町の防災物
流施設と一志消防分署の供用開始で環境・防災面
の強化が図られました。道の駅津かわげは、４月
のオープン以来、来駅者が100万人に迫る勢い。
全線復旧を果たしたＪＲ名松線は、運行再開後の
半年で延べ４万人にご乗車いただきました。
今年の春には３年をかけた一志中学校の大規模
改造工事が完了。秋にはいよいよサオリーナが
オープンし、津市４大プロジェクト事業も総仕上
げの時を迎えます。
合併には行財政の効率化という大きなメリット
があります。組織をスリム化し財政基盤の強化を

編集・発行／津市政策財務部広報課
〒514−8611 西丸之内23−1
059-229−3111
059-229−3339

津市長

毎月1日・16日発行

自立の年

図ってきた津市は、その成果を市民の暮らしをよ
り良くする取り組みへと投資しています。昨年は
中学生の医療費無料化や保育園児の育休退園の廃
止、プレハブ校舎の解消など子育て施策の充実に
努めました。さらに、全ての小中学校の普通教室
にエアコンを設置するべく、まずは中学校から工
事を行います。
今年も地域に活力をもたらし、くらしの充実を
図る施設を順次開設します。あのつ台に(仮称)津
市ビジネスサポートセンターをオープンし、創
業、新工場建設、新事業開拓など企業をワンス
トップで総合的に支援する窓口を提供します。西
丸之内に津市応急クリニックを、美杉町奥津には
津市家庭医療クリニックをそれぞれ新たに設け、
医療の充実を目指します。
合併による財政上の優遇措置もあとわずかとな
り、これから先、津市は成熟した都市として独り
立ちをしていく覚悟が必要です。有利な財源であ
る合併特例事業債をこども園の整備などに最後ま
で最大限活用しながらも、これまでに築いてきた
健全な財政基盤でこれから迎える償還のピークを
しっかりと乗り切っていかなければなりません。
市民の皆さまが愛着を感じ、これからも住み続け
たいと思えるようなまちづくりのために、限られ
た予算の中で解決すべき課題や優先すべき施策に
いかに取り組んでいくのか、職員一丸となって考
え抜き、実行に移してまいります。
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