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地元ボランティア「ふるさと愛好会」が作るジャンボ干支は、今年で32作目。多くの人が訪れる新年の風物詩に（12月29日 美里町家所）表紙

市民に寄り添い暮らしを守る
津市の獣害対策
市民に寄り添い暮らしを守る
津市の獣害対策

直木賞作家　　　　　　　

市長対談  安部龍太郎さん
直木賞作家　　　　　　　

市長対談  安部龍太郎さん

特集
P８

対談
P２

不妊治療費・不育症治療費助成制度不妊治療費・不育症治療費助成制度News
P12

 ジャンボ干支、完成!
出来栄えに、うっとり

２月下旬まで辰水神社の潜り門に
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市長　高虎公の生涯を書きつづった小説、安部龍
太郎先生の「下天を謀る」が新聞紙上に連載さ
れたのが平成20年でした。その時に行った講
演会にご登壇をいただき、さらに前回の第５回
高虎サミットin津にもご参加いただきました。
高虎公を語っていただくのは安部先生をおいて
他にいないということで、今回も大変お忙しい
中、駆け付けてくださいました。まずは津市の
印象をお聞かせ願えますか。

安部　「下天を謀る」を執筆する際、最初に津に
取材に来ました。うなぎが大変おいしかったの
をよく覚えています。それから津城に行き、堀
を広くとった海城を実際に見て本当にすごい城
だと感じました。この城がなぜつくられたの
か。大坂の陣(江戸時代初期の合戦)を前にし
て、徳川家康は東国の物資を関西に送るとき
に、まず駿府(駿河国の都市)の清水港から津ま
で海運で輸送し、津から伊賀上野城まで陸路で
運ぶという戦略を立てていました。津は最も重
要な場所だったといえます。

市長　清水と津の間で船が行き来していたのです
ね。津の港については、関西と関東地域を結ぶ
物流の拠点として、家康公がおそらく開発され

たルートだったと思うのですが、高虎公につい
ても全国各地にそのようなまちづくりの歴史が
残っています。あまたある高虎公ゆかりの地を
つなぎ交流を深めようと高虎サミットが２年ご
とに開催されているわけですが、これまで第６
回目の甲良町、第８回目の今治市でも講師とし
て登壇された安部先生は、高虎サミットについ
てどのようにお感じですか。
安部　まちに多くの人が集まってお祭りのような
感じでしたし、どの会場も大変な熱気があっ
て、高虎公に対する親しみと尊敬の気持ちが強
く伝わってきました。高虎公の知恵に学んで、
地域を活性化したい、起爆剤にしたいという思
いが非常に強く感じられましたね。
市長　高虎公は、為政者として非常に目が届いた
まちづくり、配慮の行き届いた治世をしておら
れたと感じます。今の津市に目を移しますと、
誕生して10年になる新 津市のエリアの中で藤
堂藩である津藩、久居藩があって、紀州藩の領
地が一部あります。これを落とし込んだ地図を
見ると結構入り組んでいることが分かります。
安部　紀州藩がこれだけ入り組んでいるのは不思
議ですね。
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　平成28年11月５日、「第９回高虎サミットin津」にパネリスト
としてご登壇いただいた直木賞作家の安部龍太郎さんをお迎えし、
初代津藩主・藤堂高虎公のまちづくり、人づくりについて前葉泰幸
市長がお話を伺いました。

高虎公のまちづくり 人づくり

第30回市長対談

すん　 ぷ
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基図／「三重県史」資料編
　　　近世２付録

槍働き、為政者、築城家
どれをとっても超一流

市長　徳川御三家の紀州藩なので、高虎公と家康
公の深いつながりが当時の領地にも表れてきて
いるのかもしれませんね。
それぞれの地域がどのよう
に結ばれていたかという
と、伊勢街道、伊勢別街
道、伊賀街道、奈良街道、初瀬街道、それから
伊勢本街道がダイレクトに伊勢神宮の方に結ば
れて、香良洲には香良洲道というふうに７つの
街道が通っていました。江戸時代、あるいはそ
れ以前からもこれらの地域がつながっていたと
も言えるのではないでしょうか。

安部　素晴らしい地図ですね。一目でよく分かり
ます。

市長　城づくりというテーマから見てみますと、
高虎公は1608年に初代津藩主として入府した
とき、津城の大改修に取り掛かります。お城と
共にまちの整備にも着手し、もっと海側を通っ
ていた伊勢街道を、お城の側に引き込み、いわ
ば街道を中心とした宿場町を展開しました。
人々の流れ、物流を変え地域経済の活性化を図
りました。

安部　「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ」とい
う言葉がありますが、伊勢街道を今の津観音の
前まで引き込んで、ちょうどお城の前を通る道
をつくり、伊勢と津を結び付けて相乗効果を生
んでいったのですね。江戸時代になると、庶民
の娯楽とか旅はほとんど信仰に関わるものでし
たから、今でいうレジャーの旅が、昔は信仰の
旅と同じ意味を持っていました。幕府や各藩も

他所に出掛けるという者には非常に監視が厳し
かったのですが、お伊勢参りに行くというとす
ぐに(通行)手形が出るような時代でした。おそ
らく高虎公はやがてそういう時代が来ると見越
して、津観音と伊勢神宮を結び付けるという方
策をとられたのではないでしょうか。
市長　実は私は、旧町名「宿屋町」というところ
で育ったのですが、ちょうど津観音から大門、
中之番、宿屋町、地頭領、分部町と街道沿いに
まちが並んでいて、寺や神社参りをする道すが
ら発展してきたのが津のまちだと思います。

　　さて、高虎公の魅力とい
うと戦が強い、あるいは城
づくりの名人とも言われま
すが、安部先生はどのよう

にお感じですか。
安部　一言でいうと求道心ですね。道を求めてひ
たすら努力を続けていく姿勢の明確さと強さで
す。高虎公はいわゆる槍働きをしても、一流
だった人です。身長が190㎝近くあって、例え
ばプロ野球で言えば三冠王を何度もとるような
プレーヤーだったわけです。普通ならそこで慢
心して、ただの武辺者として終わりがちです
が、高虎公はその上で大名にもなって、為政者
としても力量を発揮していく。築城家としても
一流です。今治城とか津城を見てみますと、そ
れまで海沿いに城をつくるという発想はありま
せんでした。

第30回市長対談　直木賞作家 安部龍太郎さん

RYUTARO ABE
直木賞作家

安部龍太郎さん
1955年、福岡県生まれ。著作に
「彷徨える帝」「関ヶ原連判状」
「信長燃ゆ」「恋七夜」「下天を
謀る」など多数。2005年に「天
馬、翔ける」で中山義秀文学賞
を、2012年に「等伯」で直木賞
を受賞。

津藩
久居藩
紀州藩
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秀吉や家康に頼りにされる
戦国期を通して稀有な存在

け　　う

市長　だいたい山の方ですね。
安部　当時の水運、海運を考えれば、どうしても
海の拠点となる城が欲しかったんですね。湿地
帯に松の木のパイル(杭)を打ち込んで、その難
事業を見事にやり遂げました。松やにが出ます
から、時間が経っても水分
で腐食しにくい性質を利用
して地盤整備を行ったので
す。その上で、今治城や津
城のような幾何学的な城を日本で初めてつくっ
た人物です。

　　もう一つは、それまでの城は、安土城なども
そうですが、普通の屋根に見張り台を付けた、
いわゆる望楼型というものでした。そういう城
の形から、姫路城などのような層塔型といっ
て、升を何段も重ねたような形の城に変えたの
も高虎公です。そういう築城家としての先見の

明、新しい技術の開発という点でも卓越してい
ますし、その後も、彼は水軍を養成します。紀
州にいたときは紀州水軍、熊野水軍を養成し、
今治に行っても同じですね。やがて朝鮮出兵の
際は、豊臣秀吉から水軍大将に任じられます。
現代で言えば海軍大臣のようなものですね。家
康公の時代になると、天下を謀るための参謀に
任じられる、いわば知恵袋です。そんなふうに
成長していった武将は、戦国時代を通して本当
にまれで、素晴らしい人物だと思います。
市長　偉大な人物ですね。武将として、為政者と
して、さらに今回は文化の面にもスポットライ
トを当てようということで、人間関係をひも解
いていきますと、小堀遠州につながります。い
わば義理の息子に当たりますが、小堀遠州は大
名でもありますし、武将でも為政者でもあり有
名な文化人でもあります。
安部　小堀遠州は遠州流茶道の、優れた茶人の一
人です。実は私も、藪内流を学んでいますが、
当時の大名たちは茶道を通して文化的素養を磨

いていました。単にお茶室
の中だけではなく、数寄屋
造りの建物も、周囲の庭
も、使われる茶道具、掛け

軸など、全ての総合芸術です。小堀遠州はそう
いったものをしっかりと学んだ先達であり、優
秀な官僚でもあり、普請(道・橋・水路・堤防
などの土木工事、建築工事)を指揮する普請奉
行でもありました。
市長　庭も有名ですね。
安部　遠州流というのは至るところにありますか
らね。
市長　高虎公のもとに能力のある人間が集まって
きたのは、高虎公がそういう人をつくっていっ
たのか、あるいは自然な形でつながりができた
のか、高虎公はどのようにいろいろな人物と関
係を築いていったのでしょうか。
安部　一番大きいのは、豊臣秀長(豊臣秀吉の弟。
大和・和泉・紀伊３国を治めた)だったと思い
ます。高虎公は大和郡山百万石の大名であった
秀長の家老でした。その家老時代につくった人
脈、特に千利休(戦国時代から安土桃山時代に
かけての茶人)との関係ですね。例えば、大友
宗麟(豊後国を治めた戦国大名)が大坂城に行っ
たときに、秀長が「内々のことは利休が仕切っ
ているし、外のことは私が仕切っているので、
安心してくれ」と話したという記録があります
が、それぐらい秀長と利休の仲は親しかった。

すん　 ぷ

第30回市長対談 
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手本を示して細かく指示
誰からも慕われる大親分
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　そのすぐそばに、高虎公もいたわけです。そこ
には文化人からお公家さんまで、いわゆる政権
中枢の人脈がありました。その多彩な人脈とお
付き合いすることで多くを学んでいきました。
秀長が亡くなった後に大和郡山百万石は取り潰
され、高虎公は抗議の意味で高野山に入るので
すが、その才能を惜しんだ秀吉が呼び戻して宇
和島で７万石を与えるわけですね。おそらく高
虎公が築いた人脈の広さが生きていたのだと思
います。

市長　宇和島市長ともこの後お目に掛かります
が、そういうつながりも今の世に遺産として残
していただいているのかもしれません。高虎公
は城づくりだけではなく人づくり、要するに
ハードだけではなくてソフト面にも心を砕いて
こられた人物だと思います。知られざる高虎公
の一面など先生はたくさんご存じだと思います
が、この場でも少しお話しいただけますか。

安部　やはり高虎公が人を育てたというよりは、
高虎公を見て、人が育ったという感じが強いで
すね。それほど才能があっ
て、人柄も良くて、志も
しっかりした人でしたか
ら。しかも自ら手本を示し
て「こうするんだよ」と教えられる人だった。
口だけで言っても人は従わないですからね。例
えば城をつくるときでも、ちゃんと自分で設計
図を書いて指示しています。ここの石垣の角度
は何度にする、ここにはどういう石を使いなさ
い、栗石(石垣の内部に積む小石)はどれぐらい
使うのかなど、明確に細かく指示できる人でし
た。小堀遠州が名古屋城の普請奉行をしていた
ときなど、なかなかはかどらない工事に業を煮
やした小堀遠州が、高虎公に宛てて手紙を送っ
ています。その中に「全くこのままではどうし
ようもない。だから早くあなたが来て、現場で
指揮を執ってくれないと、物事が解決しない」
と書いています。それぐらい頼りにされる兄貴
分であり、大親分であった、そういう力を持っ
ていた人なのです。

市長　改めて高虎公の偉大さ、人物の大きさ、そ
して能力を感じるお話をいただきました。それ
では最後に安部先生の気になる次回作について
ぜひご紹介いただけませんか。

安部　実をいうと、今、家康公を主人公にした５
部作に取り掛かっています。おそらく10年ぐら

いかかると思いますが、なぜ書く気になったか
というと、この「下天を謀る」を執筆した中
で、高虎公がいかに家康公に心服して、信頼し
ていたかということがよく分かったんですね。
家康公自身も高虎公を右腕のように頼りにして

いた。高虎公ほどの人物が
心服した家康公というのは
一体どんな人間だったの
か、猛烈に興味が湧いてき

まして、実際に家康公を書くことで自分の中の
疑問を解決したいという思いで、これから10
年ほど家康公の小説に取り組もうと思っている
ところです。
市長　なるほど。家康の内面に迫るような小説
を、皆さん読みたくなったことでしょう。私も
ワクワクして次回作をお待ちしたいと思います。

直木賞作家 安部龍太郎さん ＆ 津市長 前葉泰幸

津市　市長対談│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。

ぐり　いし



広報 つ！　平成29年２月１日号6

問い合わせ　教育総務課　　229-3292　　229-3332

夢や希望を持ち続けながら、
自ら未来を切り拓く

子どもたちを育むために

教育大綱(全体版)は津市ホームページでご覧いただけます。

　教員が子どもたちと向き合う時間を確保
することにより、子どもたちへの理解をさ
らに深めるとともに、授業力の向上を図
り、子どもたちの学力を向上させます。

教員が子どもたちと
向き合う時間の確保

子どもたちの学力を向上させるために
教員が子どもたちと向き合う時間を確保します

組織的・機動的な
学校経営

　学校長がリーダーシップを発揮するこ
とにより、自ら示す教育のビジョンの下
で、学校と地域がパートナーとして相互
に連携・協働し、組織的・機動的に教育
活動に取り組むことができる学校経営を
実践し、これまで以上に子どもたちや保
護者から信頼される学校をつくります。

組織的・機動的な学校経営
子どもたちや保護者に信頼される学校と

なるよう、組織的・機動的に学校を経営します まち全体で子どもたちを
支援する教育環境の整備
　地域コミュニティーの核となる学校施
設の整備、子どもたちの放課後等の居場
所づくりや幼児教育の充実、新たな社会
教育の展開など、公共施設等総合管理計
画との整合の下、まち全体で子どもたち
を支援する教育環境の整備を進めます。

まち全体で子どもたちを
支援する教育環境の整備
子どもたちを中心に地域と

ともにある教育環境を整備します

　平成27年４月１日に「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」の一部が改正されたことに
より、市長と教育委員会で構成する総合教育会議
が設置され、市長が、総合教育会議での協議を経
て、教育大綱を定めるものとされました。
　津市では、第１回総合教育会議を法改正の施行
日(４月１日)に開催しました。総合教育会議は、
子どもたちの未来を考え、教育をより広く市民の

皆さんに開かれたものとするため、ほぼ毎月１回
開催し、現在、その開催回数は20回に至ってい
ます。
　そして、市長や教育委員が学校現場の教職員や
保護者の皆さんから直接お聞きしたご意見を踏ま
え、今取り組まなければならない優先事項を３つ
に絞り、本年１月６日に津市の教育大綱を策定し
ました。その内容は、次のとおりです。

津市　教育大綱│
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津リージョン
プラザ

津市役所

津地方
法務局

津地方
検察庁 津地方

裁判所

お城西公園

お城公園
N

津市教育委員会庁舎

　市本庁舎６階・７階の教育委員会事務局および津
リージョンプラザ１階の地域医療推進室が、教育委員
会庁舎に移転し、２月20日(月)から業務を開始します。
　教育大綱を実現していくため、新しい教育委員会庁
舎で、教育委員会事務局の機能を強化し、学校現場の
教職員への支援や学校サポートセンター、大学連携、
小・中学校へつながる幼児教育の推進の充実を図りま
す。　

津市教育委員会庁舎
2月20日■業務スタート！月

住　所　〒514-0035　津市西丸之内37番８号
業務時間　８時30分～17時15分
休業日　土・日曜日、祝・休日、12月29日～１月３日

４階

３階

２階

１階

電話番号 ファクス
企画管理担当 Ｔ229－3292
経理・指導担当 Ｔ229－3241
施設担当 Ｔ229－3242
給食担当 Ｔ229－3246
教育研究担当 Ｔ229－3288
教育支援担当 Ｔ229－3243
生徒指導・保健担当 Ｔ229－3293

人権教育課 人権教育担当 Ｔ229－3249
学校教育担当 Ｔ229－3391
学務担当 Ｔ229－3245
教職員担当 Ｔ229－3244
生涯学習振興担当 Ｔ229－3248
文化財担当 Ｔ229－3251

地域医療推進室 地域医療担当 Ｔ229－3372 Ｔ229－3018

生涯学習課

Ｔ229－3107

Ｔ229－3257

４階

３階

２階

教育総務課 Ｔ229－3332

部署など

学校教育課

教育研究支援課

教育委員会
庁舎玄関
▼

教育委員会
庁舎玄関
▼

生涯
学習課

学校教育課

教育総務課

生涯
学習課

教育研究
支援課

人権
教育課

教育研究
支援課

人権
教育課

学校教育課

教育総務課

応急クリニック

地域
医療
推進室

応急クリニック

地域
医療
推進室

教育長室

教育
委員会室

教育長室

教育
委員会室

４月1日オープン

会議室３

相談室

会議室４

会議室１

会議室２
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津市の獣害対策市民に寄り添い暮らしを守る

 市内では、シカやイノシシ、サルなどの野生鳥獣による農作物などへの被害が発生して
おり、最近では市街地でもサルやシカなどによる被害が報告されています。また、アライ
グマなどの小動物による農作物の食害も発生していることから、津市では被害防止や有害
鳥獣の捕獲などの取り組みを進めています。

地域に寄り添った｢津市獣害対策相談チーム｣が活動しています
　津市では｢個体数の調整｣｢防護柵設置の推進｣
｢地域ぐるみでの取り組み｣を獣害対策の三本柱
として進めてきましたが、地域の皆さんから
は、被害状況の確認と被害防止のさらなる対策
を求める声が上がるようになりました。
　そこで｢地域に寄り添った獣害対策｣として、
平成28年４月に新たに｢津市獣害対策相談チー
ム｣を設置し、獣害対策の活動を強化しまし
た。

津市獣害対策相談チームの活動内容

平成28年３月以前

平成28年４月以降

●防護柵の見回り、脆弱箇所の指導と新たな設置に関
する提案
●地域の皆さんが参加する地域獣害対策協議会座談会
の計画・開催と新たな獣害対策協議会の立ち上げ支援
●被害内容の聞き取りとその対策の提案、捕獲実績の
少ない檻への捕獲指導
●市街地に出没するサルなどの追い払い、アライグマ
などの小動物被害対策の提案や助言

「津市鳥獣被害対策実施隊」に農林水産政策課担
当者全員を指名

25人体制による津市獣害対策相談チームを設置
農林水産政策課担当者11人、各総合支所獣害担当者１人(計
９人)、美里総合支所・白山総合支所に再任用職員各２人(計
４人)、狩猟免許を有する臨時職員１人

大里山室町
環見当山地区
赤坂
片田地区

足坂地区

白山町川口地区
向居・山出地区

北家城地区

南出地区

八幡

上ノ村自治会

中ノ村地域
三ヶ野地区
榊原４中地区

榊原第４東部地区
桂畑

上稲葉

穴倉地区
高座原地区 家所野田地区

広域獣害対策
連絡協議会拠点

下稲葉地区
北出

戸島地区

獣害対策協議会設置数
23カ所(平成28年12月現在)

津市獣害対策相談チームによる現地確認や追い払い津市獣害対策相談チームによる現地確認や追い払い 設置された防護柵設置された防護柵

ぜい じゃく

※　　は平成28年度に
　設置した協議会

データで見る津市の獣害被害・対策の状況
獣害被害額 主な有害獣捕獲数獣害対策費

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

シカ　　 イノシシ　　 サル

1,819

頭

2,982 2,937

4,544
3,962

4,471

5,583
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10

20

30

40

50

60

H19
年度

H20
年度

H21
年度

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

52

百万円
57

41 40
44

40 39 37
32

平成20年をピークに減少するも、
依然、年間約3,000万円にも上る。

0

20

40

60

80

100

120

H19
年度

H20
年度

H21
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18
29 33

73 77
68

102

54

35
48

百万円

H19～27：決算額
H28：当初予算額

おり



広報 つ！　平成29年２月１日号 9

問い合わせ　農林水産政策課　　229-3238　　229-3168

長年被害に悩まされましたが、
防護柵を設置してからの被害は
ほぼゼロになりました。

防護柵設置補助要件の緩和と新制度の創設

小動物の被害対策強化

今後の取り組み

　防護柵は、これまで一定のまとまった農地を補
助対象としてきましたが、地域の皆さんから面積
要件の緩和や小規模農地への補助制度の要望が寄

　小動物による農作物の被害が増えて
おり、特にアライグマによるものが市
内全域に広がっています。果樹園での
被害のほか、家屋の天井裏にすみ着く
など生活環境に関
わる被害も増えて
おり、津市では被
害を減らすため、
対策を強化してい
ます。

平成27年２月に ｢津市アライグマ・ヌートリア防除実施計画｣を策定

●狩猟免許のない人でも一定の条件を満た
　し届け出をすることで捕獲が可能に
●小動物用捕獲檻を貸し出し (貸出用の捕獲
　檻数：52基、これまで延べ75回貸し出し)

▶市民の皆さんが｢被害が減った｣と実感できるまで対策の推進を強化
▶市街地などに出没するサルの追い払いの強化と新たな対策を検討
▶津市獣害対策相談チームによる柵の管理方法や、柵が設置できない脆弱箇所
　からの侵入防止対策の提案
▶津市獣害対策相談チームが協議会立ち上げに伴う活動をサポート
▶アライグマなどの小動物による被害防止のため、さらなる捕獲を推進

せられたことから、全ての農地を獣害から守るた
め、従来の補助要件を見直すとともに新たな制度
を創設しました。

①農産物鳥獣害対策事業　　　補助率１/２　上限額100万円
②小規模農地鳥獣害防止事業　補助率１/２    上限額８万円

平成27年４月～12月

15頭
平成28年４月～12月

67頭
アライグマの
捕獲実績

小規模農地
(主に農振農用地外)
小規模農地
(主に農振農用地外)

優良農地
農振農用地(一団農地)

優良農地
農振農用地(一団農地)

受益面積１ha以上
中山間は0.5ha以上
受益面積１ha以上
中山間は0.5ha以上

制度なし制度なし

平成28年3月以前 平成28年4月以降

アライグマによる被害アライグマによる被害

一志町波瀬の小林公生さん一志町波瀬の小林公生さん

0

20

40

60

80

100

120

140

0

10,000
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40,000
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60,000

農産物鳥獣害対策事業 小規模農地鳥獣害防止事業 設置件数

防護柵設置延長・件数の推移

51,736

15,291

36,445
19,369

13,797

137

18 23

平成27年度平成26年度 平成28年度

件ｍ

約4.5倍

津市獣害対策相談チーム
による捕獲提案

これからも被害
防止

に力を入れてい
くよ！

小規模農地
(主に農振農用地外)
小規模農地
(主に農振農用地外)

農振地の農地農振地の農地

受益面積0.5ha以上
中山間は0.3ha以上
(２戸以上）

受益面積0.5ha以上
中山間は0.3ha以上
(２戸以上）

原則、面積
戸数要件なし
原則、面積
戸数要件なし

平成28年度要件緩和

平成28年度新制度創設

１１２

H26･27：実績値
H28：12月末(相談件数を含む)

防護柵の設置距離県内近隣市の有害獣捕獲数(H27) 獣害対策協議会の設置数
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シカ、イノシシ、サルの捕獲数
約１/４を津市で捕獲
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9
都市計画部

編

　都市計画部では、建築物や開発行為の規制・誘導による適正な土地利用の推進、コミュニティ
バス・海上アクセスと鉄道・路線バスを組み合わせた公共交通網の充実、緑化や景観づくりによ
る都市の魅力アップ、住宅の耐震化、管理不全な空き家の指導、市街地整備による都市づくりに
取り組んできました。
　これまでの成長と拡大を前提とした時代が終わりを告げ、都市づくりが大きな転換期を迎えて
いる今、711.11㎢という広い市域を持つ津市として、にぎわいと活力に満ち快適に暮らせる生活
環境を維持していくことや、持続可能な都市経営を実現していくことが今後の大きな課題です。
　都市生活を支えるさまざまな機能をまとめ、公共交通などを連携させる「多極ネットワーク型
コンパクトシティ」の構築によって、子どもから高齢者まで市民の皆さんが安全・安心で快適な
暮らしができ、また企業が経済活動を営みやすい都市を目指していきます。

▼台風第18号によりＪＲ名松線が被災

▼木造住宅耐震補強無料相談会を開始

▼木造住宅耐震補強計画作成補助制度を創設

▼津市都市マスタープランを策定

▼コミュニティバスの実証運行を

開始

▼津なぎさまちが「みなとオアシス」に

認定

▼津市地域公共交通活性化協議会を設置

▼県から権限を受け　

市全域の開発許可　

事務を開始

▼新たな特定行政庁

として市全域の建

築確認事務を開始

▼新潟県中越沖地震の応急危険度判定活動に

市職員を派遣

▼津なぎさまち高速船利用者が100万人突破

▼重点地区（景観）の一身田寺内町

H18 H19 H20 H21 H22 H23

▼高速船利用者100万人突破 ▼コミュニティバス▼木造住宅耐震化

▼ＪＲ名松線復旧に係る覚

書を締結し事業に着手

▼都市計画道路 栄町上浜町

線の整備完了(土地区画

整理事業区域内)

▼都市計画情報提供サービ

スを開始



問い合わせ　都市政策課　　229－3177　　229－3336

11

▼寄付型自動販売機「緑の貯金箱」

広報津３月１日号では「建設部編」をお届けします

▼津なぎさまち開港10周年記念事業を開催

▼津市地域公共交通網形成計画を策定

▼木造住宅除却補助制度を創設

▼都市計画道路の見直し原案を作成

▼危険空き家対策に本格着手

▼都市計画道路 津駅栄町線と栄町羽所町

線の整備完了(土地区画整理事業区域内)

▼大規模建築物耐震診断補助制度を創設

▼危険な空き家 ▼都市計画道路 津駅栄町線

H24 H26 H27

11

22
33

人口減少や高齢社会に
対応した安全・安心で
快適な暮らしができる
都市構造の構築

多極ネットワーク型
コンパクトシティの

形成と都市
防災力の強化

▼津なぎさまち開港10周年記念事業

人口減少や高齢社会に
対応した安全・安心で
快適な暮らしができる
都市構造の構築

地域の生活実態に
応じた公共交通の
あり方の検討

住宅などの耐震化率の
向上と増加する
空き家等の対策

▼ 事業プロポーザル(企画提

案)による久居駅東側周辺

地区整備事業の推進を断念

▼木造住宅耐震診断住宅

訪問啓発事業を開始

▼久居都市開発株式会社の解散

▼コミュニティバスの本格運行を開始

▼景観行政団体に移行し、津市景観計画を策定

▼津市緑化基金の寄付型

自動販売機「緑の貯金

箱」を導入

地域の意見を反映した
よりタイムリーな

公共交通ネットワーク
の見直し

耐震改修などに係る
支援策の拡充と
空き家等に対する
継続的な支援・指導

完成間近の
津駅前北部土地区画整理事業 ポルタひさいを再生

平成28年3月26日
奇跡の復活を果たしたJR名松線

H25
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三重県特定不妊治療費助成事業 津市不妊治療費助成事業

助成内容

対象者

助成金額

助成回数
(年間制限なし)

不妊治療費・不育症治療費助成制度
平成28年度の申請は３月31日■まで

第２子以降の特定不妊治療に対する助成

不妊治療費助成制度

助成内容　１人以上の実子がいる夫婦で、平成
26年７月１日以後に初めて三重県特定不妊治
療費助成および津市不妊治療費助成を申請し、
通算助成回数の上限に達した人については助成
回数を追加し、通算して８回まで助成

●39歳以下の人…２回追加

●40歳以上43歳未満で平成26年度に初めて申請
した人…３回追加
●40歳以上43歳未満で平成27年度に初めて申請
した人…５回追加
助成額　１回の治療につき15万円(治療内容に
よっては７万5,000円)を上限に助成

　不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外
受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。
内容など

※年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
※平成28年４月１日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となりました。
※男性不妊治療は、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するため
　の手術（ＴＥＳＥやＭＥＳＡ）などをいいます。

特定不妊治療費（体外受精、顕微授精）、一般不妊治療費（人工授精）の助成

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保
険適用外の自費分の一部を県が助成（ただし、体外受
精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費
のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成（ただ
し、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の合
　計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受
　けた人

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦
●夫婦双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の合
　計額が730万円未満（諸控除があります）
●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受
　けた人

●体外受精・顕微授精…１回の治療につき15万円
　（初回の治療に限り30万円、ただし治療内容によっ
　ては７万5,000円）を上限に助成
●男性不妊…１回の治療につき15万円を上限に助成
　（ただし治療内容によっては助成対象外となる場
　合があります）

10万円を上限に次の内容で助成
●体外受精・顕微授精…三重県特定不妊治療費助成
　事業による助成額を控除した額
●人工授精…費用の３分の２（医師が人工授精を開
　始すると決定した時から一定期間継続した治療が
　対象）

５万円を上限に次の内容で助成
●男性不妊…三重県特定不妊治療費助成事業による
　助成額を控除した額

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・男
　性不妊の助成回数を通算します

●39歳以下…通算６回
●40歳以上43歳未満…通算３回
※平成28年度までに受けた体外受精・顕微授精・人
　工授精の助成回数を通算します

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

金
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申請方法
　申請に必要なものを、申請期限までに保険医療
助成課(〒514-8611 住所不要)または各総合支所
市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療
費助成事業の申請は、県津保健所(〒514－8567
桜橋三丁目446－34、　223－5094)でも受け付け
ます。　※郵送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限
　不妊治療が終了した日から60日以内
　※平成28年度内に治療が終了するものは、平成
　29年３月31日(金)までに申請してください。郵
　送の場合は、消印の日が申請日となり、３月31
　日(金)までの消印のものを平成28年度分として
　受け付けます。提出できない場合は、不妊治療
　が終了した日から60日以内であれば申請できま
　すが、翌年度の助成対象になります。
申請に必要なもの
●特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療
　費助成申請書
●特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不

　妊治療受診等証明書(不妊治療を受けた医療機
　関で証明を受けてください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●預金通帳
●申請者および配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
●世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性
　別、続柄、住民となった年月日の記載があるも
　ので、発行後３カ月以内のもの)　※個人番号
　の記載があるものは使用できません
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
　(４～５月に申請する場合は前年度のもの)
　※所得がない場合でも提出が必要。別途、住民
　　税の申告が必要な場合があります
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　※初めて
　県に特定不妊治療・第２子以降の特定不妊治療
　の助成を申請する場合や住民票で夫婦関係が確
　認できない場合などに必要
●県の助成を最後に受けた回の特定不妊治療費助
　成承認決定通知書の写し(第２子以降特定不妊治
　療の助成を申請する場合に必要)

　不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを
繰り返して、子どもを持てないことをいいます。市で
は、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減す
るために検査費や治療費の一部を助成しています。
助成内容　不育症治療を開始した日から、出産(流
　産、死産などを含む)により不育症治療が終了
　するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費
助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算５回
　まで)
対象者(次の全ての要件を満たす人)
●法律上の夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住
●夫婦の前年の所得(１～５月の申請は前々年の所
　得)の合計額が730万円未満(諸控除があります)
●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
申請方法　申請に必要なものを保険医療助成課ま
　たは各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出　※郵
　送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限　不育症治療が終了した日から60日以内
申請に必要なもの
●不育症治療費助成申請書
●不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた
　医療機関で証明を受けてください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●預金通帳

　不育症治療費助成制度では保険適用外の検
査費や治療費を対象としていますが、不育症
治療費には保険適用となるものも多くあり、
これらは、妊産婦医療費助成制度で助成が受
けられます。津市では、妊娠５カ月以上の妊
産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一
部を妊産婦医療費助成制度で助成しています
ので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて
手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の
交付を受けてください。
　助成には、所得制限など条件があります。
詳しくはお問い合わせください。

保険適用となるものは妊産婦医療費助成で

●申請者および配偶者の印鑑(スタンプ印を除く)
●世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性
　別、続柄、住民となった年月日の記載があるも
　ので、発行後３カ月以内のもの)　※個人番号
　の記載があるものは使用できません
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
　(４～５月に申請する場合は前年度のもの)
　※所得がない場合でも提出が必要。別途、住民
　　税の申告が必要な場合があります
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　※住民票
　で夫婦関係が確認できない場合に必要

全ての助成申請について

不育症治療費助成制度
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問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

障がい者

助成の種類 対象者（所得制限あり） 助成の内容（保険診療分のみ助成）
次のいずれかに該当する人
●身体障害者手帳の交付を受けている人（１～３級）
●療育手帳の交付を受けている人（Ａ・Ｂ１）、または知能指数が
　50以下と判定された人
●精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（１級）

65歳以上障がい者 上記の「障がい者」に当てはまる人で後期高齢者医療制度の被保険者

精神障がい者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人（１・２級）で、本
人と扶養義務者が本市の区域内に引き続き１年以上居住しており、
指定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

指定医療機関（精神科）入院時の自己負担相
当額の２分の１

一人親家庭等

次のいずれかに該当する人
●18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者のいない父ま
　たは母およびその子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配偶者
　のいない人
●配偶者に重度の障がいがある、配偶者から１年以上遺棄されて
　いる、または配偶者からの暴力（ＤＶ）被害で避難している父ま
　たは母およびその子ども
※18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の
　３月31日までの子どものことです。

入院・通院時の自己負担相当額

子ども（０歳～中学生） 15歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども 入院・通院時の自己負担相当額

妊産婦 妊娠５カ月以上の妊産婦

入院・通院時の自己負担相当額
※精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて
　いる人は通院時の自己負担相当額

対象者と助成の内容

入院・通院時の自己負担相当額から、１つ
の医療機関で１カ月当たり1,500円を控除し
た額。ただし、調剤薬局分は自己負担相当額

※加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。　
※保険診療以外のものと入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
※入院など医療費が高額になる場合は、加入する健康保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、窓口での一部負担額が
　軽減されますので、ご利用ください。
※医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計算しますので、実際に支払
　った金額と差が生じる場合があります。

　保育所、幼稚園、小・中学校などの学校管理下の負傷・疾
病に係る日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象とな
る医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の助成対象外と
なります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただ
きますので、ご注意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を
優先します

保護者の皆さんへ

福祉医療費助成制度
　障がい者や一人親家庭等、子ども、妊産婦など
を対象に、支払った医療費の一部、または自己負
担相当額を福祉医療費として助成しています。
所得変動などで助成対象者になる場合があります
　助成を受けるには所得制限がありますが、現在
該当しない人も所得や扶養状況の変動により所得
制限範囲内となり、助成が受けられる場合があり
ます。その際は申請が必要です。
申請に必要なもの　
　印鑑(スタンプ印を除く)、健康保険証、預金通
帳、受給者と所得判定対象者のマイナンバーが確
認できるもの、申請者の身元確認ができるもの
※代理申請の場合は代理人の身元確認ができるも

の、代理権を確認できるもの(委任状)が必要
※この他、医療費助成の種類によって、身体障害
者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戸
籍全部事項証明書(戸籍謄本)、入院時の領収書な
どが必要になります。また、津市で所得や課税状
況などの把握ができない人(転入した人など)は、
住民税所得・課税証明書(控除のわかるもの)、ま
たは住民税特別徴収税額通知書などが必要です。

　現在、福祉医療費受給資格証を持っている人
で、加入健康保険など登録内容に変更がある場
合は、忘れずに届け出てください。

登録内容に変更がある場合は届け出を
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問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

　12月17日から25日まで、津リージョンプラザで第11回津市美術展覧会を開催しました。
上位４賞の受賞者は次のとおりです。(敬称略)

第11回津市美術展覧会 受賞者紹介第11回津市美術展覧会 受賞者紹介

津市長賞

津市議会議長賞・津市教育長賞・岡田文化財団賞

日本画 洋画 彫刻 美術工芸 写真 書

「朝あけ・くもの巢」
奥田 加代子

「沈黙」
森本 香

「あなたの輪郭は日に日に
曖昧になっていった
‐紫陽花‐」
河邉 ありさ

「藁灰白萩釉大鉢」
中村 秋夫

「五月晴れ」
森下 喜美子

「辛徳源詩」
秦 智苑

日本画 洋画 彫刻 美術工芸 写真 書
津市議会議長賞 三谷　健治 里中　香史 前田　義勝 赤塚　敬一 佐竹　敦子 西村　皋風
津市教育長賞 田所　妙子 上村貞一郎 木村　豪孝 桂田　孝二 池山ふみ代 中井　翠華
岡田文化財団賞 木下ひなた 西井　　輝 北岡　丈和 宮本   　匡 伊藤輝代志 倉田　佳舟

問い合わせ　競艇事業課　　224－5106　　224－9944

東海地区名物のグルメカーが

やってくる！

初心者セミナー

元SKE矢神久美＆
ボートレース女子「りなつん。」

ボートレーストークショー
メイプル超合金
お笑いライブ

綿菓子プレゼント！

東海地区４場
名産品・温泉抽選会

2 18
11:40ごろ～
１階ツキツクステージ

津市モーターボート競走場

１階エントランスホール

先着200人の子どもたちに

14:00ごろ～

10:15ごろ～

9:30ごろ～

9:30ごろ～
(18日は9:00ごろ～)

２階展示スペース

芝生広場

2 19

①11:40ごろ～
　(11:00開場)
②13:40ごろ～
　(13:00開場)

2 18 19 22水 23木

2 18   ~　23木

ツッキードーム

りなつん。りなつん。矢神久美さん矢神久美さん

１階エントランスホール

※入場料100円

メイプル超合金メイプル超合金



○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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前回の作品展示の様子

こども支援課
　229－3155　　229－3334

一人親家庭等に
中学校卒業祝品を支給

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

小・中学校に通う児童生徒の
保護者の皆さんへ
就学に必要な費用を援助

資産税課
　229－3132　　229－3331

家屋改修に対する
固定資産税の減額

議会事務局
　229－3222　　229－3337

平成29年
第１回津市議会臨時会

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

三重短期大学法経科
第２部（夜間）受験相談会

環境保全課
　229－3398　　229－3354

「危険な空き家」について
ご相談ください

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

第11回白山市民会館
人権フェスティバル

お知らせ

イベント

交通政策課
　229－3289　　229－3336

踏切を使って線路横断を

　一定の要件を満たす家屋の改
修工事(耐震改修工事・バリアフ
リー改修工事・省エネ改修工事)
を行った場合、工事が完了した
年の翌年度から一定期間、その
家屋の固定資産税が減額されま
す。いずれの工事も完了から３
カ月以内に申告が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

対　象　津市に在住の一人親家
庭等(母子・父子家庭など)で、
平成29年３月に中学校を卒業
する子どもと生計を同じくす
る養育者

支給内容　図書カード5,000円分
※後日郵送

申請方法　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)
または戸籍謄本を持参し、直接
こども支援課または各総合支
所市民福祉課(福祉課)窓口へ

申請期間　２月10日(金)～３月
10日(金)

　義務教育にかかる費用の負担
に困っている人へ、給食費など
の一部を援助しています。希望
する場合は、各小・中学校また
は教委学校教育課、各教育事務
所で「就学援助費給付申請書」

を受け取り、通学している学校
へ提出してください。
対　象　平成28年度または29年
度時点で、次のいずれかに該
当する人
●生活保護法に基づく保護を停
止または廃止された人
●市民税が非課税の人
●児童扶養手当の支給を受けて
いる人(児童手当は対象になり
ません)
援助される費用
●学用品費・通学用品費
●学校給食費(実費額)
●校外活動費
●医療費(虫歯・結膜炎・中耳炎
など学校保健安全法施行令第
８条に定める疾病)
●新入学学用品費
●修学旅行費(実費額)

　市では、管理不全な空き家等
の対策を図るため、相談窓口を設
置しています。倒壊や崩落、建築
部材が飛び散るおそれがあるな
どの危険な空き家について、地域
で対処できず困っている場合は、
環境保全課または各総合支所地
域振興課へご相談ください。受
け付けた相談は、速やかに現地
調査を行い、
改善に向け
た具体的な
措置を行い
ます。

　踏切設備のない場所での線路
横断は、一歩間違えれば重大な
死傷事故につながります。踏切
設備のない場所での線路横断は
絶対にやめましょう。

と　き　２月８日(水)～10日(金)
いずれも10時～
ところ　津市議会議場
※日程などは、変更になる場合
　があります。
※会議の模様をインターネット
　で配信している他、ケーブル
　テレビ津市行政情報番組でも
　録画放送を行っています。

　詳しくは津市議会ホームペー
ジまたは議会事務局でご確認く
ださい。

　平成29年度の入学案内・募集要
項などの配布、説明を行います。
と　き　２月11日(土・祝)13時
～17時(随時受け付け)
ところ　アスト津４階アストプ
ラザ会議室２

と　き　２月18日(土)９時30分～
ところ　白山市民会館
内　容　地域の人権学習会や活動
の発表、教養文化講座の発表・
作品展示、あったか振る舞い
汁、つきたて振る舞い餅など

津市議会│



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

広報 つ！　平成29年２月１日号 17

昨年の講演の様子

昨年の発表の様子

募　　集

救急課
　254－1603　　254－1607

上級救命講習会

広報課
　229－3111　　229－3339

津市ホームページバナー広告

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

名松線復旧１周年記念
淡墨桜と君ヶ野ダム内部
見学ウオーク

都市政策課
　229－3181　　229－3336

津市空家等対策計画（案）
パブリックコメント

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
シニア・パソコン教室

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

人権について考えてみませんか
市民人権講座

時　間 テーマ・講師

18時～19時
インターネットと人権
中村尚生さん（反差別・人権
研究所みえ調査・研究員）

19時10分～
20時10分

高齢者の人権
大谷徹さん（反差別・人権研
究所みえ理事）

　津市空家等対策計画(案)に対す
るパブリックコメントを募集します。
募集期間　２月10日(金)～３月
13日(月)必着

閲覧場所　都市政策課、総務課
情報公開室、各総合支所地域
振興課、津市ホームページ

提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで都市政
策課(〒514-8611 住所不要、
M229-3177@city.tsu.lg.jp)へ

　パソコン操作の基礎から解説
し、インターネットの基本的な
使い方を紹介します。
と　き　３月５日(日)10時～14
時30分

ところ　高田短期大学(一身田豊野)
対　象　市内に在住・在勤・在学で
60歳以上のパソコン初心者

定　員　抽選30人　※初めての
人を優先

講　師　情報ボランティアみえ
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を中
央公民館(〒514-0027 大門７-

　15 津センターパレス２階)へ

※はがき１枚につき１人有効
締め切り　２月16日(木)必着
※昼食は持参または学外で済ま
せてください。

　いざというときに備えて応急
手当てを覚えましょう。
と　き　３月12日(日)９時～18時
ところ　白山消防署
内　容　人工呼吸・胸骨圧迫(心
臓マッサージ)・AED・止血
法・傷病者管理法・副子固定
法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　２月20日(月)～３月
３日(金)

と　き　２月27日(月)
時間・内容

ところ　安濃中公民館研修室１
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　各50人
申し込み　はがき、または電話、

ファクスで住所、氏名、電話
番号を安濃総合支所地域振興
課(〒514-2393 住所不要)へ
締め切り　２月22日(水)

　淡墨桜を目指してウオーキン
グしませんか。君ヶ野ダムの見
学もあります。
と　き　３月24日(金)10時～
ところ　美杉町竹原地内
費　用　1,500円(昼食代を含む)
定　員　50人
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
申込期間　２月20日(月)～３月
17日(金)

広告掲載料　１枠当たり月額２万
円(消費税・地方消費税を含む)
申し込み単位・応募枠　１カ月
単位で１社(者)当たり１枠
掲載期間　平成29年４月１日か
ら１カ月以上で平成30年３月
31日を超えない期間
申込期間　随時受け付け
ホームページ総アクセス件数　
月平均約41万件
※応募方法など詳しくは津市ホー
ムページをご覧ください。

　市内の学校の子どもたちが、ユニバーサルデザイン
(ＵＤ)について学び、感じたことなどを発表します。
内　容
●子どもたちによるＵＤ学習の発表(立成小学校４年
　生、千里ヶ丘小学校３年生、一志西小学校４年生)
●聴導犬の実演を交えた講演
●ＵＤグッズの展示・体験コーナー

2 12 13:30~16:00 　
美里社会福祉センター日

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

ユニバーサルデザイン（UD）発表会



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成29年２月１日号18

ミニビリヤードの様子

空手道教室の様子

募　　集

お知らせ

イベント

種　目 とき（３月）

柔　道

剣　道

居合道

太極拳

弓　道

なぎなた

空手道

７日㈫・９日㈭
14時～16時
７日㈫・11日㈯
18時30分～20時30分
７日㈫・９日㈭・11日㈯
18時30分～20時30分
７日㈫・11日㈯
19時～21時
８日㈬
19時～20時30分
９日㈭・10日㈮
14時～15時30分
９日㈭
19時30分～20時30分
11日㈯
14時～15時30分
10日㈮
19時～21時
11日㈯
15時～17時

今にゆとり 老後にゆとり
国民年金基金
　自分の予算に合わせて設計で
き、将来受け取る年金を増やすこ
とができる公的な個人年金制度
です。掛け金は、全額所得控除
(社会保険料)の対象となり、所
得税・住民税が軽減されます。
60歳以降国民年金に任意加入し
ている人も加入できるようにな
りました。
　三重県国民年金基金(　0120－
29－1284)

日本政策金融公庫「国の教育ローン」
　高校、大学などへの入学時や
在学中にかかる費用を対象とし
た公的な融資制度です。子ども
１人につき350万円以内を、固
定金利(年1.81％、平成28年11
月10日現在)で利用でき、在学
期間中は利息のみの返済とする
ことができます。詳しくは同金
融公庫ホームページをご覧いた
だくか、教育ローンコールセン
ター(　0570－008656)へお問い
合わせください。

三重県農林漁業
就業・就職フェア2017
　農林漁業に就業・就職を希望
する人と農林漁業者とのマッチ
ングを行います。津市の就農相
談窓口も設置します。
　２月４日(土)11時～15時30分
　県文化会館第１・第２ギャラ
リー(県総合文化センター内)　
　三重県農林水産支援センター
(　0598－48－1226)

榊原温泉郷温泉入浴効果
実証実験報告会
　湯治モニター調査と泉質調査
の結果報告を聞きませんか。
　２月23日(木)10時～12時　　津
市センターパレスホール　　100人
　２月17日(金)までに電話または
ファクス、Ｅメールで「榊原温泉入
浴効果報告会」と明記し、住所、
氏名、電話番号を榊原未来会議事
務局(久居総合支所地域振興課内、
　255－8819、　255－0960、　
255-8812@city.tsu.lg.jp)へ

スポレクチャレンジ
　気軽にできるニュースポーツを楽
しみませんか。参加賞もあります。
　３月12日(日)９時～13時　　
安濃中央総合公園内体育館　　
ミニバレーボール大会やカロー
リング、ミニビリヤードなどの
体験　　200円
　３月６日(月)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、直
接窓口または電話で、あのうス
ポーツクラブ(安濃中央総合公園
内体育館内、　268－0101)へ

津市民スポーツ健康教室
テニス教室
　３月18日(土)９時～15時30分
※雨天予備日３月25日(土)　　
古道公園内テニスコート　　市
内に在住・在勤・在学の小学生
以上　　　100人　　600円
　２月６日(月)～３月10日(金)
に所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接、津市体育館窓口
(　225－3171)へ
　津テニス協会担当(　232－7365)

津市民ゴルフ春季大会
　３月28日(火)７
時30分～　　榊
原温泉ゴルフ倶楽
部(榊原町)　　市
内に在住・在勤・
在学の小学４年生
以上　　　180人(45組)　　参
加料1,000円とプレー代(税別で
一般6,800円、高校生以下2,600
円)
　２月15日(水)～３月20日(月・
祝)にファクスで津市ゴルフ協会
事務局(　237－3621)へ
　同事務局(　237－1095)

三重武道館武道教室体験会

　三重武道館(栗真中山町)　　
新小学１年生以上(弓道は新中学
１年生以上)
　２月７日(火)～26日(日)に直
接窓口または電話、ファクスで
氏名、年齢、電話番号、参加種
目を同館(　231－0969、　231－
1381)へ　※月曜日休館

国の教育ローン│



　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　

広報 つ！　平成29年２月１日号 19

季節限定の特別弁当

健　　康

無料相談

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　２月14日(火)10時～12時　　
桜橋子育て支援センター(桜橋三
丁目)　　子育て中の母親(１人目
の子どもが未就学児であること)
　　15人　　500円(軽食代を含
む)　※託児を利用する場合は子
ども１人につき500円が別途必要
　２月７日(火)９時から高田短期
大学総務課(　232－2310)へ
※土・日曜日を除く

制限食の料理教室＆試食会
　２月28日(火)10時30分～13
時30分　　東邦ガス株式会社松
阪サービスセンター　　松阪市
民病院で入院患者のみに提供さ
れる制限食の特別弁当の調理実
習と試食会　　市内に在住の人
　　24人　　2,000円(講習費、材
料費を含む)
　２月７日(火)からＥメールでマ
ザーズエイドみえ(　mothersaid
mie@gmail.com)へ
　マザーズエイドみえ担当(　
090－1414－4789)

高齢期の暮らしやすい
整理収納セミナー
　３月２日・９日・16日・23日いず
れも木曜日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)　　高
齢期を安全安心に暮らすための整
理収納についての講座　　50歳
以上　　　20人　　各回800円
　２月７日(火)から電話または
ファクスでくらしの夢プラン担
当(　・　059－321－2970)へ

転倒予防教室
　２月23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「成年後見制度ってなあに？」
※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
　２月９日(木)14時～15時　　
一志高岡公民館　　中田耕平さ
ん(万葉の里理学療法士)による
講演「介護保険下におけるリハ
ビリテーションについて」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

確定申告税務相談会(要予約)
　確定申告に関する相談に税理
士が応えます。なお決算書の作成
や医療費などの集計は本人に行っ
ていただきます。相談には、前年
度の確定申告書、マイナンバーが
分かるもの、本人確認書類など関
係書類を持参してください。
　２月16日(木)～３月２日(木)９
時30分～16時　※１人30～45
分程度　　津税理士会館１階(広
明町)　　事業・不動産・給与所
得者など(譲渡所得などを除く)
　同会館(　226－3222)へ

弁護士による法律相談(面談)
　２月27日、３月27日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15
時　　市本庁舎３階相談室　　
女性　　　各日８人(予約優先、
相談時間は１人30分以内)
　２月22日(水)８
時30分から男女共
同参画室(　229－
3103)へ

一日合同相談(秘密厳守)
　２月15日(水)10時～12時、13
時～16時　※受け付けは９時45
分～15時30分　　津リージョン
プラザ２階健康教室　　弁護士、
税理士、司法書士、行政書士、
土地家屋調査士、社会保険労務
士、行政相談委員、消費生活相
談員などによる相談　※弁護士
による相談(１人当たり30分以
内、　　20人)は２月８日(水)８
時30分から地域連携課(　229－
3105)へ予約が必要
　同課(　229－3105)

消費生活相談
　毎週月～金曜日９時～12時、13
時～16時(祝･休日、年末年始を除
く)　　市本庁舎１階市民交流課内
　消費生活相談員による商品の
購入やサービス利用などのトラブ
ルに関する相談(電話
相談も可)
　津市消費生活セン
ター(　229－3313)

交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日(祝・休日、年
末年始を除く)　※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

メンタルヘルス相談
　仕事がうまくいかない、職場の
人間関係のことで悩んでいるな
ど、悩みや不安のある人は一人
で悩まず気軽にご相談ください。
　毎月第２・４金曜日18時～20時
※祝・休日、年末年始を除く　　
サン・ワーク津　　専門の産業
カウンセラーによる相談　　市
内に在住・在勤の人　　１日２人
(１人50分程度)
　前日までに商業振興労政課(　
229－3114)へ
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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

津市長活動日記「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

　南長野イルミネーション2016点灯式
　(南長野生活改善センター)…12月３日
　南長野十二志会製作の冬
の風物詩。14回目には新・
津市誕生10周年と映画「シ
ン・ゴジラ」をかけた「ツ・シ
ンゴジラ」が出現しました。

　津市消防団年末特別警戒
　巡視(市内各所)…12月29日
　各方面の消防団を巡視。火
器使用の増加する年末、深夜
まで警戒にあたり地域の安
全確保にご貢献下さる団員
に深く感謝し、激励しました。

　一身田志登茂団地に異変が生じたのは平成26年
秋のことでした。団地近くの養鰻池が埋め立てら
れメガソーラーの設置工事が始まると、池を生活
の場としていたカワウやサギ、水鳥などの野鳥が
団地南側の用水路脇の雑木林に移動してきまし
た。
　その数、数百羽。昼夜にわたる大きな鳴き声、
漂う悪臭、糞の落下に羽根の飛散。外に洗濯物も
干せず、夏でも窓を開けられない事態にたまりか
ね、近隣住民は地元自治会を通じて津市に営巣木
伐採などの協力を求めます。しかしながらカワウ
のねぐらとなっている雑木林そのものは私有地で
あることから、市が手をつけることはできませ
ん。わずかに市が管理する用水路に覆いかぶさっ
ている部分を剪定するにとどまっていました。
　おりしも、翌27年秋から37の地域で地域懇談会
が始まります。11月23日、一身田地区の第１回地
域懇談会が開催されると、カワウ問題は出席者の
大きな関心事項となりました。民有地の樹木を勝
手に伐採することはできず、保護すべき野鳥であ
るカワウを捕獲することもできない。八方ふさが
りの感はあったものの、現に住民の方々は困り果
てています。私としては「とにかく、一緒に対策
を考えましょう。」と答えるのが精一杯でした。
　早速関係各課を招集して検討を開始しました
が、この厄介な出来事を前に、これといった有効
な打開策はなかなか出てきません。担当する部局
も定まらないまま半年が過ぎ、平成28年５月、第
２回一身田地区地域懇談会の日を迎えました。
　「獣害対策に１億円の予算が計上されている
が、志登茂団地で被害を受けているのは白菜や
キャベツではなく人間だ。どうかそこに目を向け
てほしい。」悲惨な住環境を改善するためには自
治会による費用負担も辞さないという、自治会連
合会長の悲鳴にも似た発言を受け、私は腹を決め
ました。

　「市民の生活環境を守るのは市の務めです。本
日より津市環境部が腰を据えて皆さまとともに知
恵を絞ります。」
　そうと決まった後の環境保全課の動きは迅速か
つ的確でした。専門家の助言をもとにゴム長履き
で用水路を渡って調査道作りに取り掛かります。
あらかじめ地権者の同意を取り付けたうえで繁茂
した竹を手作業で刈り取り、自分たちの目で観察
を重ねます。立案したのは、人間による威嚇を
徐々に強めていく作戦でした。　
　11月、建設部相川作業所の職員８人も加わった
12人体制で、９回に及ぶカワウ追い払い作業に着
手。草刈機やチェーンソーでわざと大きな音を出
して威嚇します。繁茂する竹や雑草を伐採し、カ
ワウが「住みにくい」ねぐらへと段階的に環境を
変えていきました。作戦開始前216羽いたカワウ
は次第に少なくなり、三重大学のご協力のもとド
ローンを飛ばして威嚇する、とっておきの策を実
行に移す頃には、とうとう姿を見せなくなってい
ました。
　一身田地区のカワウ対策は、どこまでが市役所
の責務で、どこまで市の権限が及ぶのかが曖昧
な、判断の難しい特別な事案だったと言えましょ
う。それでも、他に持っていき場のない団地住民
の悲痛な訴えを前にして、津市は、公益性の有無
を唯一の判断基準に、できない理屈を並べること
をやめました。とはいうものの、制約だらけの状
況のもと、使えるものは職員自身の頭と体の他は
ありません。覚悟を決めた彼らは、自ら雑木林へ
と分け入ったのです。
　市民の皆さまの困りごとを解決する場は、地域
懇談会だけではありません。市役所には常に市民
生活のすべてに関わる相談が寄せられています。
ありとあらゆる案件の中には、対応する仕組みも
制度も予算もないものもあることでしょう。それ
でも、公益性がある限り、市民の困りごとの最後
の拠り所として、市役所が逃げるわけにはまいり
ません。
　一身田の雑木林にもうカワウたちが姿を現すこ
とはないのでしょうか。それは誰もわかりませ
ん。もう一度やってきたとしても、もちろん、市
役所はとことん皆さまとともに考え抜き、汗を流
すことをお約束します。

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

カワウ追い出し大作戦
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