特集
P２

平成27年度

津市の財務書類を公表します

連載

シリーズ人権

連載

歴史散歩

P5

P９

表紙 澄んだ冬の空の下、津市の子どもたちは元気いっぱい！
（１月25日 中勢グリーンパーク）

広告掲載欄

268
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特集

平成27年度

津市の財務書類を公表します
～新地方公会計制度～
地方公共団体の会計は、家計簿のような「現金主義」を採用しています。「現金主義」は、
決められた予算の中で現金を支出するため、予算をまとめやすく、現金の動きが分かりやすい
仕組みです。しかし、一方で地方公共団体が今までに整備してきた資産や、行政サービスのコ
ストがどのくらいかかっているかという情報が、分かりにくい面もあります。そのため、全て
の資産・負債情報なども把握できる「発生主義」の考え方が導入され、津市でも国が示した基
準モデルに基づき、資産・負債などの状況や、行政サービスのコストがどのくらいかかってい
るかなどを示した４つの財務書類を作成し、毎年公表しています。
ここでは、一般会計と全ての特別会計・公営企業会計を合算した市全体の財政状況が分かる
「財務書類４表」のうち、貸借対照表と行政コスト計算書の概要をお知らせします。

貸借対照表 Balance Sheet
市がどれほどの資産を所有し、債務を負っているかのバランスを
明らかにしたもので、市の資産をどのような財源(負債や純資産)で
築いてきたのかが分かります。表の左側にこれまで取得してきた土
地や建物・預金などの「資産」を、右側にその資産を形成したこと
による将来世代の負担である「負債」と、これまでの世代が既に負
担した「純資産」を表しています。
これを家計に例えると、資産は家計の財産、負債は住宅ローン残
高などの借金、純資産は頭金などの負担済み金に当たります。

家計に例えてみよう！

●金融資産…普通預金、定期預金、
積立保険金、株など
●非金融資産…家、家具、車など
●負債…まだ払い終わっていない
ローン残高、将来かかる子ども
の進学費用など

平成28年３月31日現在
資産の部

資金( 現金、預金など)

金 債権( 未収金、貸付金など)
融
基金・積立金
資
産 その他投資など
合

計

事業用資産
非
(庁舎、小・中学校、福祉施設など)
金
融 インフラ資産
資 (道路、公園、水道など)
産
合 計
資産合計

平成27年度

9,796

5,467

29,393

2,534

47,190

185,759

流 公債( 短期) (翌年度償還予定額)
動
その他 (未払金、賞与引当金)
負
合 計
債

949,035

負債合計

純資産

市民１人当たりの貸借対照表

市民１人当たりの貸借対照表は、上記の貸借対照表の値を平
成28年３月31日現在の津市の住民基本台帳人口28万2,194人
で割ったものです。市民１人当たりの資産は約336万円、負債
は約117万円、純資産は約219万円になります。
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15,498

4,511

非 公債 (公債残高のうち翌々年度以降償還予定額)
流 退職給付引当金
動
負 その他
債
合 計

716,086
901,845

単位：百万円

負債の部

純資産の部

負債・純資産合計

資産
約336万円
うち事業用資産66万円、
インフラ資産254万円

20,009

181,467
24,495

104,719
310,681

330,690
618,345

949,035

負債
約117万円
純資産
約219万円

問い合わせ

財政課

229-3124

229-3388

行政コスト計算書 Profit and Loss statement
企業会計における損益計算書の自治体版で、利益の追求
を目的とする企業とは違い、営利を目的としない行政サー
ビスの提供にどれだけの費用(コスト)がかかったかを表し
ています。なお、費用には、減価償却費など現金支出を伴
わないものも含まれます。
これを家計に例えると、食費や光熱費など日常生活に必
要な費用や、ローンなど保有する資産を分割して払う費用
などが、１年間でどれだけかかっているかを示したものに
当たります。
平成27年４月１日～平成28年３月31日
区

分

単位：百万円

金

額

人にかかるコスト(人件費など)

24,337

物にかかるコスト(消耗品、減価償却費など)

16,730

業務にかかるコスト(委託料、公債費の利子など)

52,850

移転支出的なコスト(補助金、社会保障費など)
経常費用(総行政コスト)
使用料、手数料など
経常収益

Ⓑ

純行政コスト

Ⓐ

Ⓐ Ⓑ

家計に例えてみよう！
●人にかかるコスト…食費など
●物にかかるコスト…水道光熱費、日用
品、家屋・車の修繕費など
●業務にかかるコスト…借金の金利、旅
費、庭木の剪定料など
●移転支出的なコスト…社会保険料、祝
儀、見舞金など
せん

てい

平成27年度

市民１人当たりに使ったお金
左記の経常費用(総行政コスト)の値
を平成28年３月31日現在の津市の人口
で割ると、約69万2,900円になります。

101,624

人にかかったコスト
物にかかったコスト
業務にかかったコスト
移転支出的なコスト

195,541
51,496
51,496

８万6,200円
５万9,300円
18万7,300円
36万 100円

総額 約69万2,900円

144,045

用語の解説
Ｐ２ 貸借対照表より

金融資産…自治体が保有する有価証券や、特定の

物にかかるコスト…施設などの維持管理、減価償
却などにかかる費用の総額

目的で積み立てた基金、関係団体への出資金な

業務にかかるコスト…委託料や、借金(地方債・一

非金融資産…自治体が所有する資産(公共施設)のう

移転支出的なコスト…補助金や社会保障給付(生活

どの総額

ち、長期間にわたって行政サービスの提供に使

時借入金)の支払利息などの総額

保護費や児童手当など)にかかる費用の総額

用される資産

経常費用…自治体の行政活動にかかった全ての費用

が可能な負債

や、戸籍・住民票・税務証明の発行などに対し

流動負債…買掛金や短期借入金など１年以内に返済
非流動負債…長期借入金や退職給付引当金など、
返済期間が１年以上の負債

Ｐ３ 行政コスト計算書より

人にかかるコスト…職員の給与や、賞与、退職手
当など

使用料、手数料…自治体が保有する施設の利用
徴収する金額

経常収益…行政サービスの対価として徴収する使
用料や手数料などの収入

純行政コスト…経常費用(総行政コスト)の総額から

詳しくは津市ホームページでご覧いただけます

経常収益を差し引いた額

津市

財務書類
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三重短期大学

法経科第２部生・科目等履修生を募集
問い合わせ

三重短期大学学生部

法経科第２部生

三重短期大学は、夜間課程(法経科第２部)がある
県下唯一の公立短期大学です。現代社会に深く関わ
りのある法律、経済などの専門科目とともに教養科目
も幅広く開設し、勉学意欲のある人に広く学習機会
を提供する、地域に開かれた大学を目指しています。
最近では、他の大学を卒業した人、中高年や主婦
の皆さんの入学もあり、生涯学習の場としても活用
されています。
選抜方法(募集人員)
▶一般入試(40人程度)…小論文、面接、書類審査
▶センター試験利用入試(50人程度)…本学での

232−2341

232−9647

個別試験なし
▶社会人入試(30人程度、大学入学資格を有し、
平成29年３月31日までに22歳に達する人が
対象)…面接、書類審査
出願期間 ２月27日(月)〜３月３日(金)必着
出願方法 直接窓口または郵送で三重短期大学へ
※直接の場合は出願期間中の９時〜17時に提出
試験日時 ３月12日(日)９時〜
試験会場 三重短期大学
合格発表 ３月14日(火)14時に三重短期大学に掲
示し、三重短期大学ホームページでも公開

入試要項などの請求
入試要項は、選抜方法により異なります。郵
送で請求する場合は希望する資料名を明記し、
返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、郵
便番号・住所・氏名を表書きしたもの)を同封
し、三重短期大学学生部(〒514-0112 一身田
中野157)へ請求してください。なお、三重短
期大学窓口でも配布しています。

科目等履修生

全ての学科(法経科第１部・第２部、生活科学
科)で科目等履修生を募集します。平成29年３月
31日までに18歳に達する人であれば、誰でも出
願できます。
科目等履修生は、本科生と同様、学内の施設を
利用できますので、自己啓発を目指す人にとって
は、格好の学習の場になります。科目等履修生制
度の特徴は、学習する科目について所定の成績を
修めると、単位が認定されることです。学習方法
によって科目履修生と選科履修生があり、いずれ
か、または両方を選択して学習することができま
す。また、既に本学で単位認定された科目を受講
したい場合や単位認定を希望しない場合は聴講生
として受講することもできます。
ただし、
本科生を優先する科目
または実習などを伴う科目につ
いては、教員が科目等履修生の
履修を制限することがあります。
4
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返信用封筒に貼る切手の目安額
●一般入試要項…250円
●一般入試要項と大学案内…400円
●センター試験利用入試要項…250円
●センター試験利用入試要項と大学案内…400円
●社会人入試要項…205円
●社会人入試要項と大学案内…250円

◆科目履修生
所定の時間割の中から、学習したい学科目を自
由に選択することができます。
◆選科履修生
学習目的に応じ、複数のコースが設けられてい
ます。コースの中から３科目以上を選択し、履修
します。科目履修生に比べると１単位あたりの受
講料が割安になります。
いずれも
選抜方法 書類審査
出願期間(前期および通年講義分) ３月１日(水)
〜３日(金)９時〜18時
出願方法 直接、三重短期大学窓口へ
合格発表 ３月15日(水)14時に三重短期大学に掲
示し、三重短期大学ホームページでも公開
※出願書類は、三重短期大学で配布します。な
お、出願方法など詳しくは三重短期大学へお問
い合わせください。

第72回

優先席とは

い、高齢者とは想像以上に大変なことだなあと
感じました。

公共交通機関には優先席が設置されていま

少しの勇気があれば、この高校生のように誰

す。設置された当時は「シルバーシート」と呼

でも自分から声を掛けて座席を譲ることはでき

ばれ、お年寄りや体の不自由な人に座席を譲る

るのではないでしょうか。

よう表示されていました。では、優先席がな

そして、決められたことだから守るといった

かったら、座席を譲るという認識は持てるで

ことではなく、むしろ、こうした高齢者の皆さ

しょうか。

んの不安などを理解し、もっと身近に相手を思

平成11年に関西を走る阪急電鉄が優先席を廃

いやる心、ちょっとした気遣いがあれば、みん

止し、
「全座席が優先席」としました。しかしな

なが暮らしやすい社会になるのではないかと思

がら、
「ただ優先席がない車両」となってしまい、

います。

結果として高齢者や体が不自由な人が座席に座

(30代 男性)

ることができなくなったそうです。結局、平成
19年には優先席を復活させることになりました。
数日前、久しぶりに電車に乗ったところ、高
校生が高齢者に声を掛け、優先席でないにもか
かわらず、座席を譲る場面に出会いました。そ
して、その高校生と隣にいた友人との会話が印
象的でした。
「誰でも高齢者になったら、目や耳が不自由
になったり、足腰が弱ってきたりして、立って
いることがしんどくなるのだから、そういった
人に席を譲るのは当たり前だろう」というよう
な内容でした。
そのとき、私は自分が高校生の頃に体験学習

人権

豆知識

優先席のピクトグラム
（図記号）
公共交通機関の優先席の表示は、国土
交通省が策定する「バリアフリー整備ガイ
ドライン(車両等編)」で、
「優先席の背後の
窓や見やすい位置に優先席であることを
示すステッカーを貼る等により、優先席で
あることが車内及び車外から容易に識別
できるものとし、一般の乗客の協力が得ら
れやすいようにする」とされ、次の５つの
ピクトグラムが、国際標準化機構(ＩＳＯ)で
標準化されています。

で、ゴーグルや耳あて、固定装具を付けて、高
齢者の疑似体験をしたことを思い出しました。
目や耳の機能が制限され、固定装具により体が
重く、うまく歩くことができずに平坦なところ
でもつまずきそうになりました。ほんの数分程
度の疑似体験でしたが、歩行はもちろんのこと

高齢者

障がい者
(けが人)

妊産婦

乳幼児
連れ

内部
障がい者

立っているのもやっとで、非常に疲れてしま
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記号の見方

電話番号

ファクス

Ｅメール

○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

お知らせ
固定資産税・都市計画税の納付
収税課
229−3135

229−3331

第４期の納期限は２月28日
(火)です。忘れずに最寄りの金
融機関または郵便局、コンビニ
から納めてください。
口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きしていただくと、
来年度から口座振替になります。

ふるさと就職活動応援奨励金
商業振興労政課
229−3335
229−3114

県外に住む津市出身者が、津
市に本社・本店を有する企業(※)
に就職活動をする際の交通費を
支給します。
３月31日(金)までに
津市で行われる企業説明会など
への参加の際も利用できますの
で、これから就職活動を始める
学生や転職を考えている人はぜ
ひご利用ください。また、
県外に
お住まいのご家族やお知り合い
に、ぜひお伝えください。
※医療法人・学校法人・社会福
祉法人を含む。官公庁などへの
就職活動は対象外。
支給金額 上限５万円
申請期限 ３月31日(金)
津市ふるさと就職活動│

合同企業説明会
就活スタートフェア for 2018
と き ３月13日(月)13時〜16時
ところ メッセウイング・みえ
主 催 津商工会議所(Ｔ228−
9141)

犬や猫を飼っている皆さんへ
環境保全課
229−3282

229−3354

飼い主のモラル低下による苦
情やトラブルが増えています。
人に迷惑を掛けないためにマ
ナーを守り、最後まで愛情と責
任を持って飼いましょう。
6
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犬を飼うときは
●犬の放し飼いは絶対にしない
●散歩中のふんは必ず持ち帰る
●鳴き声や臭いで近所に迷惑を
掛けないよう、適切なしつけ
や世話をする
猫を飼うときは
●室内飼いに努める(鳴き声やふ
ん害で近隣へ迷惑を掛けない、
交通事故や感染症の危険性が
減少する、迷子防止など多くの
利点があります。猫はトイレ、爪
研ぎなどの備えがあれば広い生
活空間は必要としません)
●むやみに猫を増やさないため
に、適正な繁殖制限をする
※飼い猫以外に餌を与えると、付
近に猫がすみ着き他人の家で
ふんや尿をしたり庭を荒らした
りするほか、過剰に繁殖する原
因にもなります。餌を与える場
合は、排泄物や餌をきちんと片
付ける、不妊去勢手術を受けさ
せるなど、近所に迷惑を掛けな
いよう管理してください。

白バラクイズ正解発表
選挙管理委員会事務局
229−3338
229−3236

広報津１月16日号の白バラク
イズに多数のご応募をいただき
ありがとうございました。
正解は、①選挙期日②30③40
④空白⑤公職選挙法でした。
正解者多数のため、抽選で20
人の当選者を決定し、記念品の
発送をもって発表に代えさせて
いただきます。

平成29年第１回
津市議会定例会
議会事務局
229−3222

229−3337

と き
本会議…２月27日(月)、
３月８日
(水)〜10日(金)・13日(月)・27
日(月)
常任委員会…３月15日(水)建設

水道、16日(木)教育厚生、17
日(金)経済環境、21日(火)総
務財政
いずれも10時〜
ところ 津市議会議場または委
員会室
※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
で配信しているほか、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。
津市議会│

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。

イベント
津のまん中ウォーク
名跡探訪とまちなか巡り
商業振興労政課
229−3335
229−3169

津市の中心市街地にある名所・
旧跡や商店街を巡りませんか。
丸之内商店街では、受け付け先
着400人に「おいしいもの」を
プレゼント。また、名所・旧跡
では安濃津ガイド会による説明
のほか、津城跡では勢州津高虎
隊による戦国武将のお出迎えも
あります。申し込みは不要です
ので、お気軽にご参加ください。
と き ３月11日(土)９時〜11
時30分受け付け ※雨天決行
ところ JR阿漕駅前集合
コース JR阿漕駅→真教寺→淨
安寺→津新町通り商店街→正
覚寺→津城跡→丸之内商店街
→大門大通り商店街→津観音
→立町商店街→四天王寺→JR
津駅(約８㎞)

ウォークの様子

市政へのご意見・ご要望は…地域連携課 〒514−8611（住所不要）
229−3366
info@city.tsu.lg.jp
229−3105

第２回大門ありえやんフェス
商業振興労政課
229−3335
229−3169

商店街内をトロッコ列車が走っ
たり、立体レールを走る鉄道おも
ちゃが出現したり、中心市街地で
「ありえやん」ことが起こるかも！
大人から子どもまで楽しめるイベ
ントが盛りだくさんです。
と き ３月５日(日)10時〜15
時 ※雨天決行
ところ 大門大通り商店街、
観音
公園
内 容 トロッコ列車乗車体験、
鉄 道 お も ち ゃ 展 示・走 行 会 、
キッチンカー、バブルサッカー、
ステージ発表など ※一部有料
※会場内８カ所に設置のスタン
プを全て集めた人に景品をプ
レゼント。
※詳しくは大門ありえやんフェ
スFacebookをご覧ください。
五十市
（午前中のみ）
毎月５と10のつく日に開催し
ている朝市です。生鮮食料品な
どが販売されます。

第27回久居公民館まつり
久居公民館
・ 256−3931

久居公民館で活動するグルー
プが成果を発表する一大イベン
トです。
▶久居総合福祉会館会場
と き ３月５日(日)９時30分
〜12時
内 容 講座生などによる舞台
発表…洋楽、邦楽、詩吟、体
操、踊りなど
▶久居公民館会場
と き ３月11日(土)13時30分〜
16時、
12日(日)９時30分〜16時
内 容 講座生などによる作品
展示・即売…子ども作法教室の
茶席と生け花、手作りお菓子・
パン、ロマンドール、折り紙、着
付け、陶芸、水墨画、日本画、創
作和紙絵、木彫工芸、ステンドグ
ラス、書道、伊勢型紙、洋裁、編
み物、俳句、木目込み人形、押し

花、樹木の写真、菊の写真
※公民館玄関前では、地場野菜
の即売、盆栽の展示即売も開催

榊原公民館作品展
榊原公民館
・ 252−1454

と き ３月15日(水)９時〜15時
ところ 榊原農民研修所２階
内 容 榊原公民館講座生による
作品展示

谷川ことすが書道コンクール
作品展示
教委生涯学習課
229−3257
229−3251

と き ２月24日(金)〜26日
(日)９時〜17時
※26日は15時まで、26日13時
30分から表彰式を開催
ところ 津リージョンプラザ３階
生活文化情報センター(展示室)

大人向け絵本の読み聞かせ会
白塚公民館
・ 232−3043

読み聞かせを通して、絵本の
魅力を伝えます。
と き ３月13日(月)10時〜10
時50分
ところ 白塚公民館会議室
読み手 「わくわく読み聞かせ」
講座受講生と講師
対 象 市内に在住・在勤・在
学の18歳以上

募

集

第23回津市民緑と花の市
ガーデニング講習会
都市政策課
229−3290

229−3336

▶多肉植物寄せ植え教室
多肉植物の植
え付けや育成方
法など、初めて
育てる人にも簡
単に楽しめる講
習会です。
と き ３月25日(土)10時〜、
15時〜
講 師 飯尾健治さん(シュエッ

トアルブル)
定 員 抽選各15人
費 用 1,500円
▶春の花苗寄せ植え教室
花苗の植え付け
や育成方法など、
ガーデニングに関
する実用的知識を、
実際に寄せ植えを
行いながら学びます。
と き ３月26日(日)10時〜、
13時〜
講 師 亀井輝忠さん(有限会社
亀井園芸)
定 員 抽選各20人
費 用 1,000円 ※花の種類
は気候状況により決定します。
いずれも
ところ お城西公園芝生広場(市
本庁舎北側)
申し込み 電話またはファクス、
Ｅメールで住所、氏名、電話番
号、
希望する受講日時を都市政
策課( 229-3177@city.tsu.
lg.jp)へ
締め切り ３月６日(月)17時

ナイターの申し込み
（４・５月分）
津市体育館
225−3171

229−0189

津球場公園内野球場と北部運
動広場の４・５月分のナイター
使用の申し込みを受け付けます。
申し込み 直接津市体育館窓口へ
申込期間 ２月20日(月)〜28日
(火)８時30分〜21時30分

いきいきサロン「フレンド」
との交流会
一志児童館
・ 293−0936

と き ２月25日(土)10時〜
ところ 一志児童館
内 容 ひな飾り作り
対 象 市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定 員 先着15人
申し込み 電話で一志児童館へ
申込期間 ２月20日(月)〜24日(金)
広報 つ！ 平成29年２月16日号
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芸濃名所めぐり＋伊勢の津七福神2017春夏
芸濃ふるさとガイド会の案内で芸濃の名所と伊
勢の津七福神を回る津駅発着のバスツアーです。
集合時間 ８時50分(Ⓐ-㋷コースのみ14時50分)
集合場所 津駅東口ソシアビル前(栄町三丁目)
※集合場所までは公共交通機関をご利用ください。
定 員 各コース抽選20人
費 用 各コース1,000円(保険代、食事代、土産代)、
★印のコースはスペシャルランチコースで1,500円
申し込み 往復はがきで希望コース番号、代表者
の住所・電話番号、参加者全員(３人まで)の氏名・
年齢を芸濃総合支所地域振興課(〒514-2292 芸
濃町椋本6141-1)へ ※はがき１枚につき１
コースのみ

電話番号

ファクス

Ｅメール

芸濃総合支所地域振興課

コース
番号

Ｔ266-2510

コース

と

Ｆ266-2522
申込締切
（必着）

き

Ⓐ−㋑ ★

宝並と梅ケ畑浄得寺の五色椿

３月23日㈭

Ⓐ−㋺

北神山の花街道と普門寺の桜

４月６日㈭ ３月23日㈭

Ⓐ−㋩

長徳寺の龍王桜と錫杖湖畔めぐり

４月20日㈭

４月６日㈭

Ⓐ−㋥ ★

光安寺と水源の神様美濃夜神社

４月27日㈭

４月13日㈭

Ⓐ−㋭

連子格子の楠原宿と一身田寺内町のまちなみ ５月11日㈭

４月27日㈭

Ⓐ−㋬ ★

江戸の面影を残す椋本宿と霊樹大椋

６月１日㈭

５月18日㈭

Ⓐ−㋣

石山観音 静寂に佇む石仏群

６月15日㈭

６月１日㈭

Ⓐ−㋠ ★

平家ゆかりの成覚寺と大門の七夕

７月６日㈭

６月22日㈭

Ⓐ−㋷

街道を灯す行燈とお盆の行事〜楠原宿〜 ８月14日㈪

７月31日㈪

Ⓑ−①

石山観音と歴史街道ウォーキング
（約６㎞）
３月16日㈭
※雨天中止

３月２日㈭

あん

どん

河内渓谷、錫杖湖畔桜ウォーキング
４月13日㈭
（約6.9㎞） ※雨天中止
伊勢別街道ウォーキング楠原宿〜椋本宿
５月25日㈭
（約7.3㎞） ※雨天中止

Ⓑ−②
Ⓑ−③

３月９日㈭

３月30日㈭
５月11日㈭

3月のスポーツ施設一般公開（個人使用）
津市体育館

14日㈫、
29日㈬
バドミントン（４面、18時〜21時30分のみ） ６日㈪、

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分）
※バドミントンとバレーボールの13時〜17時は、空き
がある場合卓球使用可能。卓球の18時〜21時30
分はバドミントン４面を一般公開します。

久居体育館内卓球室

255−6081

245−3191

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分）

芸濃総合文化センター

265−6000

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分）

美里体育館

279−8123

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分）

安濃中央総合公園内体育館

268−0100

（9時〜21時30分）

香良洲体育館

14日㈫、
29日㈬
６日㈪、

卓球（18台）

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時30分）

河芸体育館

９日㈭、
15日㈬、
21日㈫、
27日㈪

バドミントン（８面）

225−3171

292−2498

（9時〜12時、13時〜17時）

卓球（13時〜17時に空きがある場合のみ）

15日㈬、
17日㈮、
21日㈫、
23日㈭、
27日㈪
８日㈬、９日㈭、

バレーボール（３面） ※ソフトバレー可

23日㈭
８日㈬、17日㈮、

卓球（５台）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

卓球（３台）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

バドミントン、ソフトバレー（アリーナ）、
卓球（剣道場）

７日㈫、
14日㈫、
21日㈫、
28日㈫

ソフトバレー

14日㈫

バドミントン

17日㈮

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

６日㈪

一志体育館

293−5688

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

11日㈯、
19日㈰、
25日㈯

白山体育館

262−4363

バドミントン

13日㈪

卓球

27日㈪

（9時〜12時、13時〜17時、18時〜21時）

（9時〜12時、13時〜17時）

■施設の内容（予約方法、使用可能種目、使用料など）について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の利用（予約）状況が確認できます。
■施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。

ボートレース津 外向発売所

問い合わせ

競艇事業課

金

木

水

火

月

日

鳴門 江戸川

常滑

大村

浜名湖

住之江
※夜

芦屋

GⅢ尼崎

下関

浜名湖

GⅢ尼崎

蒲郡
江戸川
※夜 常滑

常滑

鳴門♡

大村

丸亀

平和島
多摩川

尼崎

芦屋

蒲郡

児島

GⅠダイヤモンドカップ（江戸川） 浜名湖
大村 児島 尼崎

常滑

GⅢ若松
桐生

GⅠDC
（江戸川）

第３回津ぎょうざ小学校大運動会

徳山

GⅢ丸亀♡
蒲郡

土

桐生

金

SGBC
（児島）

GⅡ秩父宮妃記念杯（びわこ） 尼崎 SGボートレースクラシック（児島）

三国

木

第３回津ぎょうざ小学校大運動会

SGBC
浜名湖 （児島）

トランスワードトロフィー

唐津

水

火

平和島

月

多摩川

日

広報 つ！ 平成29年２月16日号
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住之江

金

常滑

芦屋
若松

木

8

蒲郡

水

GⅢ戸田

夜

浜名湖

桐生

徳山

224−9944

トランスワードトロフィー
GⅡ秩父宮妃記念杯
（びわこ）

GⅡレディースオールスター（宮島）GⅡモーターボート大賞（徳山）※夜

津インクル

火

びわこ

昼

月

場外

GⅡレディース
オールスター（宮島）
津ＰＲ第６戦
マスターとヤング

日

本場 マスターとヤング

土

津ＰＲ第６戦

スタンド

224−5106

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金

9

木

8

水

7

火

6

月

5

日

4

土

3

金

水

3月

2

木

1

3月の開催日程

徳山
三国
※昼

GⅠ蒲郡周年
桐生

若松

丸亀

129
かわ

ぐち

しら やま

ひ

め

川口白山比咩神社の石造物
県道久居美杉線を西へ進み、一志白山トンネル

八月吉日」「施主 善衛門 助之尉」と寄進者の氏

の鳥居が見えてきます。この山の頂上に川口白山

す。六角形の中台側面にあしらわれたさまざまな

を抜けると左側の山裾に、参道の入り口を示す石
比咩神社があり、江戸時代に建立された本殿は県
おおい や

指定有形文化財となっています。本殿は覆屋の中
にあり、軒回りは豪華な彫刻や華麗な色彩が施さ
れています。今回は、この神社の境内にたくさん
ある石造物の一部を紹介します。

本殿に向かう石段を登ると西側の脇に、室町時

代でも比較的古くに造られたとされる全高133㎝
の石造宝塔があります。石造宝塔は、塔身が円筒
形で基礎と笠の平面が四角形の塔のことをいいま

名が刻銘された全高206㎝の石造灯籠がありま
ともえ もん

花木のレリーフや巴文の装飾的な表現に特徴があ
り、室町時代の重厚さと安土桃山時代の華麗さを
兼ね備えています。また、基礎から宝珠まで完全
に残っている点も価値が高く、本殿同様、県指定
有形文化財となっています。

まだまだ寒い日が続きますが、暦の上ではすっ

かり春です。天気の良い日に、一度石造物を巡っ
てみてはいかがでしょうか。

すが、中世に造られたものは少なく、県内では伊
賀地域で鎌倉時代に造られた例が若干知られるだ
けで、伊勢地域ではあまり例がありません。塔身
や笠の裏に施されている木造建築の構造を模した
手の込んだ表現や、相輪先端を欠く以外は各部が
そろっている点から、この石造宝塔は貴重なもの
といえます。

本殿の東側には、竿に「元亀四(1573)天癸酉

石造灯籠
大三

大三小

165

N

661

662

雲出川
川口

28

石造宝塔

線

名松

JR

伊勢

663

近鉄

大阪

線

15

伊勢
大井
一志白山

川口白山比咩神社 トンネル

川口小

広報 つ！ 平成29年２月16日号

9

記号の見方

日時

場所

内容

対象

火災件数・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・14件（112件）
うち住宅火災・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5件（33件）
悲しい数字
救急出動数・
・
・
・ 1,322件（14,716件）
交通事故数・
・
・
・
・
・
・
・
・ 896件（9,716件）
12月分
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 1人（17人）
（平成28年累計） 死亡者数・
負傷者数・
・
・
・
・
・
・
・
・
・143人（1,267人）

お知らせ
名古屋高速道路回数通行券払い
戻しの終了
平成18年12月31日に利用を
終了した同券の払い戻しは、平
成29年３月31日をもって受け付
けを終了します。詳しくはお問
い合わせください。
名古屋高速お客様センター(
052−919−3200) ※９時〜19時
名古屋高速│

イベント

キ リ ト リ

2017モータースポーツファン感謝デー入場券（津） 2017モータースポーツファン感謝デー入場券（津）

平成29年3月4日（土）当日限り

※10人まで。切り取ってお持ちください。別途駐車料金1,000円/台が必要

SEA LINK in 津なぎさまち
３月５日(日)10時〜15時
津なぎさまち内旅客船ターミナル
周辺
飲食コーナーや雑貨販
売、
体験コーナーなどを通じての
地域交流イベント ※駐車場に
限りがありますので、なるべく
公共交通機関をご利用ください。
津なぎさまちイメージアップ
事業実行委員会事務局(交通政策
課内、 229−3180)
津なぎさまち│

キ リ ト リ

平成29年3月5日（日）当日限り

※10人まで。切り取ってお持ちください。別途駐車料金1,000円/台が必要

2017モータースポーツファン感謝デー
３月４日(土)・５日(日)９時〜
18時(予定)
鈴鹿サーキット
元Ｆ１ドライバー中嶋悟さんと星
野一義さんのライバル対決や鈴鹿
Ｆ１グランプリ地域活性化協議会の
取り組み紹介など ※詳しくは鈴
鹿サーキットホームページをご
覧ください。 左に掲載の入場
券を持参すれば無料(別途駐車料
金1,000円
／台)
鈴鹿サー
キット(
059−378− 来場予定の元F1ドライバー
星野さんと中嶋さん
1111)

10 広報 つ！
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さかきばら展
３月７日(火)〜11日(土)10時
〜17時(7日は12時から、11日
は15時まで)
津リージョン
プラザ３階生活文化情報セン
ター(展示室)・ギャラリー
榊原地区のかんこ踊り、温泉、
歴史などの資料・映像展示
榊原未来会議(久居総合支所地
域振興課内、 255−8819)
美杉文化協会成果発表会
美杉総合文化センター
内容
（場所）

作品展示
（ロビー）
芸能発表会
（美杉の郷ホール）

とき
（３月）
３日㈮
12時〜17時
４日㈯
９時〜17時
５日㈰
９時〜15時
５日㈰
９時〜15時

美杉文化協会代表( 275−0729)
津文学研究会３月定例会
３月４日(土)13時〜16時
津図書館２階研究会議室
定
例創作合評会
三重文学協会事務局( 234−1484)

募

集

高虎楽座出店者
４月22日(土)10時〜16時
フェニックス通り ※荒天時は会
場を変更
衣料品、雑貨、手作
り品、骨董品など
一般エリ
ア１小間2,500円(２小間まで)、
飲食物エリア１小間(台)8,000円
(テント持参の場合5,000円)
３月６日(月)〜８日(水)に直
接、高虎楽座運営協議会事務局
(商業振興労政課内)へ ※６日
10時に抽選で受け付け順を決
定、以降は先着順
同事務局( 229−3169)
こっ とう

定員

市民の動き
１月１日現在

抽選

先着

世帯数・
・
・
・124,065世帯
（前月比74世帯減）
人 口・
・
・
・
・
・ 281,745人
（前月比137人減）
男性・
・
・
・
・
・ 136,743人
女性・
・
・
・
・
・ 145,002人

スキルアップ講座
海がSOSを叫んでいる！
３月11日(土)10時〜12時
県生涯学習センター２階視聴覚
室(県総合文化センター内)
石原義剛さん(海の博物館館長)
による海の環境問題とSOS運動
などの話
18歳以上
120人
２月24日(金)〜３月６日(月)
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)

健

康

薬を知る講座
３月12日(日)
10時〜12時
津リージョンプラ
ザ２階健康教室
｢脳卒中を起
こさないために 高血圧、高脂血
症の薬について｣をテーマに薬剤
師による薬の効能などの解説と
個人相談など
津薬剤師会( 255−4387)
みんなで太極拳を楽しもう
２月28日(火)10時〜12時
津リージョンプラザ２階健康教
室
小田巻登さん・正子さん
(三重県武術太極拳連盟)による
初心者向け指導 ※運動しやす
い服装、飲み物、タオルを持参
津市健康づくり
推進連絡協議会中
央支部ひまわり会
担当( 090−4213−
6366)へ

費用

申し込み

問い合わせ

認知症予防教室
３月10日(金)10時〜11時30分
津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１
運動
で認知症予防
市内に在住の
60歳以上
30人
２月24日(金)から津市社会福
祉協議会津支部( 213−7111)へ

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17時30分〜20時30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
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
行政書士定例相談(要予約)
毎月第２木曜日10時〜12時、

電話番号

ファクス

Ｅメール

13時〜16時(祝・休日、年末年始
を除く)
三重県行政書士会事
務局(広明町)
離婚協議書、
遺言書、各種契約書などの作成
や許認可などの申請書類の作成、
提出手続代理に関すること
同行政書士会( 226−3137)へ
犯罪被害者相談
毎週月〜金曜日10時〜16時
(祝・休日、年末年始を除く)
みえ犯罪被害者総合支援セン
ター(栄町一丁目)
犯罪の被
害に遭った人や家族の相談
※電話相談や法律相談(予約制)
などもあります。
同センター( 221−7830)

ホームページ

３月の行政相談
国や市などの行政に関する意
見等を、12人の行政相談委員
(市政相談員)が受け付けます。
とき
（３月）

ところ

７日㈫
９時〜12時

アスト津４階
会議室３

９日㈭
13時30分〜15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

13日㈪
13時〜16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

三重行政評価事務所(
6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所
とき（３月）

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
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

227−

ところ

１日㈬
９時30分〜11時30分

芸濃福祉センター
相談室

１日㈬
９時30分〜11時30分

市一志庁舎２階
第１会議室

２日㈭
９時30分〜11時30分

市美里庁舎２階
会議室４

６日㈪
９時30分〜11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室２

９日㈭
13時30分〜15時

グリーンハウス美杉２階
小研修室

16日㈭
13時〜16時（受け付
けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

津人権擁護委員協議会津地区
委員会( 228−4193)
■常設人権相談所
毎週月〜金曜日８時30分〜17
時15分(祝・休日、年末年始を除
く)
津地方法務局人権擁護課
(丸之内)
同課( 228−4193)
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の

農業に 点満点はない
その思いがイチゴを
さらに甘くする

こ

ま ち

100

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.11 イチゴ～

だん しゃく

こうちく男爵いちご園
明るく暖かいハウス内に広がる、甘い香り

水谷 隆 さん
みず

たに

た かし

(右から３番目)

１月から５月まで、市内のイチゴ農園は家族や観光客で連日にぎ

わう。三重県の方言で頑固者を意味する“こうちく”男爵は、
その名の通り、頑固なまでに味と品質にこだわってき

た。近年は土を使わない「ロックウール栽培法」
を導入。土壌病害や連作障害がなく、農薬をほとんど使用しない
ため、
より安全・安心なイチゴを安定して提供できるという。
「農業に100点満点はない。作物が何を欲しがってい

るのか、
どうすればもっとおいしくなるのか、常に考えています」
と、水谷さんは鈴なりのイチゴを見つめる。最先
端の技術と設備に、人のノウハウと探求心が加わった農園は、今や県内最大規模へと成長した。

「生産者と消費者が触れ合い、“おいしい”の声を直接聞くことができる観光農園は本当に楽しい。今後も地元

の若者やパティシエなどの専門家を雇用し、農業を通して地域経済に貢献していきたい」
と、
目を輝かせた。

広告

次回は「小女子」

▼

津ぶっことは…津市の農林水産業をもっと元気にするため、
ブランド品目として推進している13品目の産品

広報 つ！

広告掲載欄

毎月1日・16日発行

市財政収入の一部に寄与することを目的とし、裏表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。

●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
●印刷
寿印刷工業株式会社

折り込み紙

2017

3

月

催し物のご案内

津リージョンプラザ
アストプラザ

★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪
■津リージョンプラザ
日 曜日

開演

入場料

「原発って何であかんの？」−子どもたちと未来を守
13:00 16:00
るため、今できること−小出裕章さん講演会・集会

無 料

5

日 歌と踊りの集い(カラオケ大会）

9:20 18:30

無 料

12 日 津市民文化祭 音楽部門「三曲」

13:00 16:00

無 料

18:00 20:30

無 料

名古屋芸術大学 三重県新人演奏会
アモーレ三重
津市民文化祭 音楽部門「軽音楽」
18 土
(第30回Friendship!軽音楽）
カラオケ喫茶コパ
26 日
チャリティー歌と踊りの集い
17 金

262-5893
272-8080

問い合わせ
さようなら原発三重パレード実行
委員会
090-7912-7434(若原）
あおぞら四季
0598-23-1702(浜井）
津リージョンプラザ
229-3300
080-6968-2202(辻岡）

9:20 17:00

無 料

255-4830(松本）

18:30 20:30

500円

津高校音楽部
228-0256(谷川）

アストホール

日 曜日

催 し 物

開演

南立誠地区老人会
M.R.B. ジャズコンサート
NANKOH MOONLIGHT
20 月
JAZZ ORCHESTRA アストLIVE 2017
19 日

終演

入場料

14:00 16:30

無

13:30 16:00

前売り
当 日

料
600円
800円

問い合わせ
M.R.B.(ミドラリハーサルバンド)
225-6070(上）
090-2576-0420(竹内)

大ホール

日 曜日

催 し 物

開演

終演

NPO法人スペシャルオリンピックス日本・
10:00 13:00
三重 総会
アームレスリング
日
10:15 17:00
三重県選手権大会及び中部オープン杯
土

■美里文化センター
日 曜日

開演

19 日 第19回美里文化協会発表会

■サンヒルズ安濃

入場料
無

料

無

料

問い合わせ
NPO法人スペシャルオリンピックス日本・
090-7602-4194(田中）
三重事務局
090-1564-1529(片山）

文化ホール

催 し 物

12 日 グループたんぽぽ ピアノ発表会

終演

入場料

9:00 12:00

無

料

10:00 15:00

無

料

問い合わせ
グループたんぽぽ
279-3620(谷口）
美里文化協会
090-1561-6518(若林）

ハーモニーホール
催 し 物

開演

19 日 第18回ふれあいスマイル発表会

■一志農村環境改善センター
日 曜日

292-3113
293-5611

前売り 1,000円 津リージョンプラザ
当 日 1,300円
229-3300

18:00 21:00

28 火 第40回津高音楽部コーラスコンサート

日 曜日

268-5811

お城ホール

土

5

279-8111

サンヒルズ安濃
サンデルタ香良洲
白山総合文化センター
美杉総合文化センター

4

4

美里文化センター

一志農村環境改善センター

終演

■河芸公民館

245-2222
265-6000

ホ ー ル ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★

催 し 物

■アストプラザ

芸濃総合文化センター

河芸公民館

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき１月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
〜平成29年２月16日発行〜

229-3300
222-2525

終演

9:30 18:00

入場料

問い合わせ

料

カラオケ喫茶スマイル
268-3577(増田）

入場料

問い合わせ

無

多目的ホール

催 し 物

26 日 一志文化協会舞台文化部発表会

開演

終演

10:00 16:00

催し物のご案内

無

料

293-1853(田中）

折り込み紙
■白山総合文化センター
日 曜日
5

しらさぎホール

催 し 物

開演

日 津市民文化祭 音楽部門「合唱音楽」

終演

10:00 17:00

無 料
一般
2,000円
25歳未満 1,000円
(全席指定）

エリック・ミヤシロ ＥＭ Ｂａｎｄ
14:00 16:00
スペシャルコンサートin白山
(平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業）
20 月
14:00 15:10
ミエ・ユースウインド・オーケストラ特別演奏会
12 日

26 日 白山地域文化祭

■美杉総合文化センター
日 曜日
5

300円

10:00 16:00

29 水 第34回三重県高等学校演劇大会
30 木 中南勢地区大会

問い合わせ

入場料

無 料

9:40 18:30

無 料

9:40 17:30

津リージョンプラザ
229-3300
市文化振興課
229-3250
三重県文化会館チケットカウンター
233-1122
白山地域文化祭実行委員会
262-1634
三重県高等学校演劇連盟
059-383-3011
(飯野高校 貝塚）

美杉の郷ホール

催 し 物

開演

入場料
無

9:00 15:00

日 美杉文化協会芸能発表会

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

終演

展 示 施 設

料

問い合わせ
275-0729(井上）

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

■津リージョンプラザ
と

き

１日(水)〜５日(日)
9:00〜17:00
(１日は13:00から、
５日は16:00まで）
３日(金)12:00〜17:00
４日(土)10:00〜16:30
５日(日)10:00〜16:00
７日(火)〜11日(土)
10:00〜17:00
(７日は12:00から、
11日は15:00まで）
12日(日)
12:00〜15:00
17日(金)〜19日(日)
10:00〜16:00
(19日は15:00まで）
24日(金)〜26日(日)
9:00〜17:00
(26日は15:30まで）

催 し 物

入場料

問い合わせ
ところ
パナソニック電工松寿会
生活文化情報センター
デジタル画像部
(展示室)
090-1299-6984(小寺）

デジタル画像展

無料

さようなら原発市民作品展

無料

さようなら原発三重パレード実行
ギャラリー
委員会
090-7912-7434(若原）

さかきばら展

無料

市久居総合支所地域振興課
255-8819

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー

カワイ絵画造形教室作品展

無料

カワイ音楽教室
227-1288

生活文化情報センター
(展示室)

第26回NTT-OB 作品展

無料

NTT電々旧友会津地区
256-6107(二郷）

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー

酒井幽石書作展、三餘会書作展

無料

三餘会
230-2271(酒井）

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー

■白山総合文化センター
と

き

24日(金)〜26日(日)
9:00〜17:00

催 し 物

入場料

白山地域文化祭

無料

問い合わせ
ところ
白山地域文化祭実行委員会
まちのギャラリー
262-1634

イベント情報
エリック・ミヤシロ EM Band スペシャルコンサートin白山
トランぺッターのエリック・ミヤシロをリーダー
とするEM Bandは、ジャズ、J-POP、ロック、ク
ラシックなどジャンルを問わずオールマイティーな
トッププレーヤーたちで形成されているビッグバン
ドです。演奏される音楽は「ビッグバンドジャズ」
という枠をはるかに超越した、新しい形のビッグバ
ンドサウンドで、今、日本で最も注目されている
ビッグバンドの一つです。
と き ３月12日(日)14時〜(13時30分開場)
ところ 白山総合文化センターしらさぎホール

入場料 一般2,000円、25歳未満1,000円 ※全席指定
チケット取り扱い所 白山総合文化センター事務
室、津リージョンプラザ１階総合管理事務室、県
文化会館チケットカウンター、エムズネット(県
文化会館WEBチケットサービス)、チケットぴあ
※チケットは、１月22日(日)から販売しているため、
完売になる場合があります。
※未就学児の入場はご遠慮ください。
問い合わせ
市文化振興課
229-3250
229-3247

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります HP 津リージョンプラザ|

催し物のご案内
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折り込み紙

国 保 だ より
医療費通知を送付

平成29年２月16日発行
平成29年 第１号
保険医療助成課

229−3160

229−5001

一部負担金減免制度

国民健康保険(以下、国保という)に加入中の人
へ、３月上旬に医療費通知を送付します。医療費
通知には、前年中に医療機関等での診療にかかっ
た医療費の総額(10割の金額で表示)、医療機関
名、受診年月、日数などが一覧で記載されていま
す。年に１度、診療状況や支払った医療費を確認
し、健康管理や医療費の管理に活用してください。

「ジェネリック医薬品に関する
お知らせ」を送付

現在服用している医薬品をジ
ェネリック医薬品に切り替えた
場合、薬代が一定額以上軽減さ
れると見込まれる人を対象に、
お知らせを送付します。ジェネ
リック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切
れた後に、先発医薬品と成分(効能・効果)や規格
などが同一であると認められた安価な後発医薬品
のことです。なお、今回のお知らせは平成28年
11月診療分について作成したもので、今後も年２
回(２月と８月)の発送を予定しています。
対象者
生活習慣病などの医薬品を長期に処方されてい
る20歳以上の人で、平成28年11月診療分の薬代
が100円以上軽減される見込みのある人
※詳しい内容については、届いたお知らせに記載さ
れているコールセンターへお問い合わせください。

交通事故などで国民健康保険を
使用する場合は届け出が必要
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の
人)の行為によるけがの治療に国保を使う場合は、
保険者(市)への届け出が義務付けられています。
本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、
国保を使う場合は、国保が加害者に代わって一時
的に医療費を立て替えて支払い、後で加害者へ請
求することになりますので、必ず事前に連絡し、
必要書類を提出してください。自損事故の場合で
も、国保を使うためには届け出が必要です。ただ
し、飲酒運転や無免許運転などの悪質な法令違反
の場合は、給付対象にはなりません。

世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的
に著しく減少し、医療費の支払いが困難になった
世帯に対し、病院での入院時の窓口負担が最長で
３カ月間減免される場合があります。世帯主と被
保険者の所得など条件がありますので、詳しくは
保険医療助成課へお問い合わせください。
特別な事由
●火災などの災害で死亡したときや障がい者にな
ったとき、またはその資産に重大な損害を受け
たとき
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこと
により、所得が前年より３割以上減少したとき
●干ばつなどによる農作物の不作、不漁などのた
め、所得が前年より３割以上減少したとき
●上記に類する事由があったとき

国民健康保険料減免制度
世帯主が次の特別な事由により、収入が一時的
に著しく減少し、保険料を納付することが困難に
なった世帯に対し、保険料が減免される場合があ
ります。詳しくは保険医療助成課へお問い合わせ
ください。
特別な事由
●火災などの災害で、その資産に重大な損害を受
けたとき
●廃業や長期の疾病などで就労が困難になったこ
とにより、所得が前年より３割以上減少したと
き(世帯主と被保険者全員の前年中の合計所得金
額が400万円未満の場合に限る)
●被用者保険(国民健康保険組合を除く職場の健康
保険など)の被保険者本人が後期高齢者医療制度
の対象になったことで、その被扶養者が被用者
保険の資格を喪失し、国保の被保険者になった
とき
●生活保護法の適用を受けることになったとき

国保だより
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柔道整復師の施術を受ける人へ

届け出に必要なもの

転入したとき

印鑑

他の健康保険を離脱したとき

印鑑、健康保険の離脱（資格喪失）
証明書または離職票

子どもが生まれたとき

印鑑

生活保護法の適用を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止証明書
在留カード・特別永住者証明書・
日本在留期間が３カ月を超えていて、
外国人登録証明書のうちいずれか
津市で住民登録をしたとき
１つ、パスポート

喪
失
加入中の手続き

世帯主による届け出の義務
加入や喪失(離脱)、世帯の分離や合併など、家
族の中で国保の資格に異動がある場合は、その事
実が発生してから必ず14日以内に、世帯主または
家族が届け出をする必要があります。

このようなとき

入

国民健康保険の届け出は
必ず14日以内に

このようなときは届け出を

加

柔道整復師(整骨院・接骨院)から、急性的で外
傷性のけが(骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど)
や痛みに対しての施術を受けたときは、健康保険
の対象になります(骨折、脱臼は応急処置を除い
て、あらかじめ医師の同意が必要)。ただし、次の
ような場合は健康保険が使えませんのでご注意く
ださい。
健康保険の対象にならないものの例
●疲労や慢性的な要因からくる肩凝りや筋肉疲労など
●病気(内科的原因による疾患)による凝りや痛み
●脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみら
れない長期の施術
●保険医療機関(病院、診療所など)でも同じ箇所
を治療している負傷など
●労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷
注意事項
◆交通事故など第三者行為に該当する場合は、保
険医療助成課へ連絡してください。
◆外傷性の負傷でない場合は健康保険が使用できま
せんので、負傷原因を正確に伝えてください。
◆施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えら
れますので、医師の診断を受けましょう。
◆領収書を必ずもらって、金額を確認しましょう。
◆柔道整復は、施術を受けた人が柔道整復師に受
領委任することで自己負担分のみを支払い、残
りの費用を柔道整復師が健康保険に請求するこ
とが例外的に認められています。受領委任には
施術を受けた人の自筆の署名が必要です。白紙
の用紙に署名するのは、間違いにつながる恐れ
がありますので、柔道整復施術療養費支給申請
書の内容をよく確認してから署名してください。
◆柔道整復師への適正な支払いのため、治療内容
などの調査が必要となる場合があります。津市
国民健康保険から施術を受けた人に、負傷原
因、治療年月日、治療内容などを文書で照会す
る場合がありますので、ご協力ください。照会
がありましたらご自身で回答書に記入してくだ
さい。

国民健康保険を喪失する人へ
会社に就職したり、扶養に入ったりしたときは、
新しい保険証が届き次第、速やかに国保喪失の届
け出をしてください。
注意事項
◆14日を過ぎて国保加入の届け出があった場合、
保険料は資格取得した月の分までさかのぼって
納付していただくことになります。また、届け
出が遅れたことにやむを得ない理由があると認
める場合を除き、届け出日の前日までに医療費
がかかった場合は全額自己負担になります。
◆国保喪失の届け出をするまでは、保険料が賦課
されたままになっています。勤務先からの通知
や手続きはありませんので、必ず個人で国保を
やめる届け出をし、遅れたり、届け忘れたりし
ないようにご注意ください。
◆国保の資格は、新しい健康保険の加入日(認定
日)で喪失します。資格を喪失した後に国民健
康保険被保険者証(以下、国保の被保険者証と
いう)を使用した場合は無効になります。誤っ
て使用したときは、市から医療機関などへ支払
った医療費を請求する場合がありますので、ご
注意ください。

転出するとき
※修学または施設入所のため住民票
を異動する場合は、継続して加入でき
ますので、在学・入所を証明する書類 印鑑、国保の被保険者証
を添えて届け出てください。この届け
出をせずに転出した場合、国保の資
格を喪失する場合があります。
他の健康保険に加入したとき

印鑑、国保の被保険者証、他の
健康保険の保険証

死亡したとき

印鑑、国保の被保険者証

生活保護法の適用を受けたとき

印鑑、国保の被保険者証、生活
保護開始証明書

住所、
氏名、
または世帯主が変わったとき 印鑑、国保の被保険者証
世帯を分離または合併したとき

印鑑、国保の被保険者証

修学または施設入所のため市外へ
住民票を移すとき

印鑑、国保の被保険者証、在学・
入所を証明する書類

国保の被保険者証を紛失したり、汚れ
て使えなくなったとき

印鑑、使えなくなった国保の被保
険者証、本人を証明するもの

●世帯主および被保険者のマイナンバーを記載する必要がありますの
で、個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許
証やパスポートなど本人確認ができるものも必要)をご用意ください。
●家族がすでに国保に加入している場合は、その被保険者証も必要に
なる場合があります。

国保だより
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津 市 人 権 教 育 広 報

あ け ぼ の

第22号

平成29年２月16日発行
教委人権教育課

229−3253

229−3332

すべての子どもが、
ありのままで受け入れられること

「私は、女の子？ それとも、男の子？」
そんな疑問に悩んでいる子は、実は少なくあり
ません。ある調査によれば、約13人に１人が
「性的マイノリティー」とされています。
平成27年４月30日に文部科学省から「性同一
性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の
実施等について」という通知が出され、教職員に
対して「からだの性」と「こころの性」が一致し
ない子どもたちへのきめ細やかな対応を求めまし
た。この通知の中では、こうした悩みや不安を受
け止める必要性は、性同一性障害の子どもだけで
なく、いわゆる「性的マイノリティー」とされる
子どもたち全体に共通するものだとしています。
数の多さで、「当たり前」が決まるわけではあり
ません。マイノリティー(少数派)だから恥ずかし
い存在なのではありません。しかし、進路、就
職、恋愛、結婚などさまざまな場面で周囲の無理
解や偏見により、「少数派」は苦しみます。

市民人権講座を開催しました

ハンセン病問題を考える

昨年の８月15日、市民人権講座を開催し、
三重テレビ放送株式会社報道制作局長の小川秀
幸さんのお話を聞くことができました。
小川さんは、取材を通してハンセン病問題に
出会いました。そこで今回は、ハンセン病回復
者に対する差別や偏見の解消に向けた自身の取
り組みについて講演していただきました。
明治40年に制定された「らい予防法」に
よって、平成８年にこの法律が廃止されるまで
の約90年間、ハンセン病と診断された患者は
療養所に強制収容され隔離されてきました。そ
の政策は、「ふるさとを捨てさせられた」と思
わせるほど患者の基本的人権を奪い、存在を排
除するものでした。
戦後、特効薬の普及によって入所者はすでに
病気が完治していたにもかかわらず隔離政策が
続けられ、「らい予防法」が廃止された後でも、

や

ゆ

ホモやオカマなどの揶揄する言葉が笑いながら
交わされている集団の中にいることが耐えられな
いと感じている「性的マイノリティー」の子が目
の前にいるかもしれません。「性的マイノリ
ティー」の子どもが身近にいないのではなく、い
ないと思われているからこそ起きている問題とい
うのがたくさんあるのではないでしょうか。
「性的マイノリティー」とされる子どもたち
が、ありのままで受け入れられ、安心でき、幸せ
になるためには、まず、周りの大人が自分の中に
ある偏見に気付き、この子たちを理解しようとす
ることが必要です。変わらなければ
ならないのは、この子たちが生きに
くいと感じている社会の意識です。
特集「多様な性について考える」
では、性的マイノリティーの問題か
ら、「誰もがありのままで受け入れられること」
について考えてみたいと思います。
ほとんどの回復者は、療養所から故郷に帰るこ
とはできませんでした。
その理由の一つとして、一部に未だ「病気が
感染するのではないか」といった誤った認識や
社会の偏見が残っていることが挙げられます。
このため、平成21年に「ハンセン病問題の
解決の促進に関する法律」が施行され、差別や
偏見の解消に向けた啓発を行い、療養所を地域
に開放していこうという取り組みが始まりまし
た。県内でも、「ハンセン病問題を共に考える
会・みえ」が発足し、講演会・作品展などの啓
発活動が行われています。
小川さんは講演の最後に「療養所の中に患者
(病気)はない。偏見という病が療養所の外にあ
る」そして「たくさんの市民の方々に、ハンセ
ン病に対する正しい認識と回復者の思いを伝え
ていきたい」と、おっしゃっていました。
※文中の「回復者」：現在、療養所にいる人た
ちは、病気が完治した人たちばかりなので、
「患者」と言わず「回復者」と呼んでいます。

あけぼの
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「性別」は男女の二通りだけ？

みなさんはＬＧＢＴという言葉を知っていますか。
「ＬＧＢＴ」はＬ
：レズビアン(女性の同性愛者)、Ｇ：ゲ
イ(男性の同性愛者)、Ｂ：バイセクシャル(両性愛
者)、
Ｔ
：トランスジェンダー（「からだの性」と「ここ
ろの性」が一致しない人）といった性的マイノリ
ティーのそれぞれの頭文字をとった総称です。この
男の人を好きになったり
女の人を好きになったり

性的マイノリティーの人々は日本国内で約7.6％
（※）、13人に１人といわれています。
今回は、自身がトランスジェンダー当事者であ
る、佐野恒祐さんの話を伺いながら、多様な性につ
いて考えていきたいと思います。
※電通ダイバーシティ・ラボ2015年度調査より

同性の女性が好き

体は女で生まれたけれど
自分は男の子だと思う

体は男女のどちらかあいまい
自分は男だと思っている

からだの性・・・男

からだの性・・・女

からだの性・・・女

からだの性・
・
・わからない

こころの性・・・男

こころの性・・・女

こころの性・・・男

こころの性・
・
・男

好きの性・
・
・男女

好きの性・
・
・女

好きの性・
・
・女

好きの性・
・
・女

自分自身に違和感
幼少期から、周りの友達や社会との「違い」を感
じさせられ、自分の身体や欲しいと思う持ち物など
自分自身の「性」に違和感を持っている人々がいま
す。そして、その違和感から「違い」を隠さなけれ

佐野恒祐さん

ばという意識になり、自分自身を否定してしまうこ
とも少なくありません。また、学齢期には、学校生活
のさまざまな場面で、不安を感じたり、悩んでし
まったりすることもあります。

多くのＬＧＢＴ当事者は、
自らのセクシャリティーを思春期までに自覚していると思
います。私が学生の頃は、今の時代のようにネットによる情報もなく、自分で調べるこ
ともできず、
自分でも
「ハッキリしない違和感」を誰にも相談する事はなかった、
という
よりできなかったです。周囲にずっと嘘を付いているような感覚で生きていました。制
服のことや、健康診断・宿泊学習などの行事があるときや、休み時間の友達との他愛も
ない恋愛話でも
「自分って何者？」
と
「自分自身に違和感」を持ち、その悩みを隠すよう
に明るく元気に振る舞う自分がいました。

あんたは、あんたでいいやん！

悩んでいるときに分かってくれる仲間の存在は、
勇気をもらえます。佐野さんも友達から言っても

らったある一言が、悩んでいた気持ちを楽にさせて
くれたそうです。

私が友達に初めて
「ハッキリしない違和感」を打ち明けたのは19歳の時でした。
「男とか女とかでなく、あんたはあんたでいいやん。
グレーでもいいやん！」
友達が言ってくれたこの一言で、気持ちが楽になりました。そして自分らしい生き方
をする勇気をもらい、数少ない情報を集めながら男性ホルモン治療などを始め、戸籍
上も男性として生きていくことを決めました。手術後、麻酔から覚めた時、そして、家庭
裁判所から性別変更許可通知が来た時には「男性として生きてもいいんだ！」
と、
よう
やく自分の人生のスタートを切れた感覚で、
うれし泣きしたことを覚えています。

あけぼの
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生きるって、こんなに楽しいんだ

さらに就職し、その職場で信頼できる上司と出会
えたことが佐野さんを変えていきます。始めは仕事

の相談がきっかけでしたが、その上司に自分のこと
を伝えます。

「ＬＧＢＴ」
という言葉も知られていなく、性的マイノリティーについて今よりも理解
されていなかった時代に、その上司は私の「女性ではなく男性として生きたい」
という
悩みを、当たり前のように受け入れ、真剣に向き合い続けてくれました。
自分自身を否
定し続けてきた中で、職場で初めて素直な気持ちを伝える事ができ、
「こんな自分と向
き合ってくれる人がいるんだ」
「生きるってこんなに楽しいんだ」
と、
自分の人生の背中
を押してくれたように感じました。

一般社団法人ＥＬＬＹの活動を通して

佐野さんは現在、仲間とともにＬＧＢＴについての
理解を広める活動をしています。
「自分もお世話になった上司のように、人の背中
を押せる人になりたい。誰かの為に役に立ちたい。」

と考え、勤めていた会社を辞め活動を始めます。ま
た、
「小学校、中学校で性的マイノリティーについて
みんなで一緒に考える場所があったら…、両親世代
が性的マイノリティーについて考える所があったら
…」そんな気持ちから、性的マイノリティー啓発活
動、住みやすい環境整備、企業や学校現場での児童
生徒・教職員向けの研修などに取り組んでいます。
昨年９月には、仲間とともにＬＧＢＴ啓発イベント
「三重レインボーフェスタ2016」を伊勢市で開催
し、300人を超える参加がありました。また、
ＬＧＢＴ
当事者やその家族が集まる「にじ☆みえカフェ」を
開催し、当事者が一人で悩みを抱え込まないような
環境を作っています。

「にじ☆みえカフェ」に来られた、あるお母さんの「私には３人の子どもがいるんや
けど、今は男の子・女の子・トランスジェンダーの子どもを育てられる母親にしてくれて
感謝している」
という言葉に感激しました。そのお母さんは、子どもがカミングアウトし
てくれた時すぐに、相談にのってくれる窓口を探し、全国の医療関係に電話をしたそう
です。
悩みながらも親として
「ありのままの子どもの姿」
と向き合ってくれる姿勢が性的マ
イノリティーの子どもたちに「自分は自分でいいんだ」
と勇気を与えてくれるんです。

相談されたら「言ってくれてありがとう」を
佐野さんは言います。
「ＬＧＢＴ当事者探しをするので
はなく、相談されたら
『言ってくれてありがとう』
と言って
あげてください」と。
法律や制度の制定、当事者の啓発活動などにより性的
マイノリティーに関する正しい認識は広まりつつありま
す。社会全体がＬＧＢＴなどの性的マイノリティーについ
て正しく理解し、気付き、その理解を広げていく。
「性の
在り方」は多様で人の数だけある。自分が自分らしく生き
ることができる社会を、みんなで作っていきたいですね。

あけぼの
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東観中学校の取り組み

東観中学校では、教育目標を「すべての生徒の学
びの保障と豊かな人権感覚を持つ生徒の育成」と
し「学び合い」を通して、確かな学力向上と人権意
識や望ましい人間関係を築く力を育てることを目

指しています。日々の授業のほか、人権教育カリ
キュラムに沿った人権学習や人権フェスティバル、
子ども人権フォーラム、文化祭での学年劇などにも
取り組んでいます。今回はその一部を紹介します。

１年生の取り組みから
差別に対して自分は何ができるのか
「あっていい違い」と「あってはいけない違い」について話し
合いました。グループやクラスでの活発な話し合いの中で、自分
とは違う見方、考え方に気付き、価値観の押し付けが差別につな
がることを学びました。そして差別に対して自分はどうするか、
何ができるかを考えることが大切だと感じました。これをきっか
けに、３学期の出会い学習や人権学習を進めていきます。また、
１年生では、エンジェルハート週間を何回か設定し、仲間の不安
な思いを考えたり積極的に受け止めたりしながら仲間づくりを
進めています。
２年生の取り組みから
他人事にしている自分はいないか
絵本「わたしのせいじゃない」を基に普段の生活の中で、自分
では気が付かないうちに人を不安にさせたり、嫌な思いをさせた
りしてしまっていることはないか、また、「自分には関係ない」
「自分のせいじゃない」と他人事にしている自分はないかなど、
今まで人に向けていた指を自分に向けて振り返ってきました。
文化祭では、絵本を劇にして演じたり、身近にあるさまざまな
問題を題材にした劇を演じたりするなどの発表を通して、各クラ
スで「いじめをなくしたい！」「みんな笑顔で過ごせる学年にし
よう！」という思いを伝え合いました。
３年生の取り組みから
一人一人の個性や違いを認め合える人になる
学年目標である「身の回りにある差別の実態を知り、差別に気
付く力を付けるとともに、差別の解消に向けて自分たちにできる
ことを考え、実践する力を育てる」を目標に人権学習を進めてき
ました。
先日の出会い学習では、ＥＬＬＹ代表の山口颯一さんを招い
て、ＬＧＢＴについて学びました。「人の数だけ性別はある」
「人の数だけ個性がある」という話から「自分らしさの大切さ」
「一人一人の個性や違いを認め合える人になること」のヒントを
教えてもらいました。当日は講演だけではなく、各クラス間での
交流もあり、和やかな雰囲気の中、生徒一人一人が自分自身の
意識や行動を振り返りました。

あけぼの

クラスでの話し合い

人権劇の様子

ＬＧＢＴの講演会
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健康づくりだより
保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名
中 央
久 居
河 芸
芸 濃
美 里

問い合わせ
2 2 9−3 1 6 4
2 5 5−8 8 6 4
2 4 5−1 2 1 2
2 6 6−2 5 2 0
2 7 9−8 1 2 8

平成29年２月16日発行
健康づくり課
229−3310
保健センター名
安 濃
香良洲※
一 志
白 山※
美 杉※

※の保健センターは、保健師が不在の時があります。

問い合わせ
2 6 8−5 8 0 0
2 9 2−4 1 8 3
2 9 5−0 1 1 2
2 6 2−7 2 9 4
2 7 2−8 0 8 9

赤ちゃんの離乳食教室

健康相談
保健師による相談や血圧測定などを行います。
と き ３月28日(火)９時30分〜11時
ところ 久居保健センター
対 象 成人
定 員 先着３人
申し込み ２月24日
（金）
から同保健センターへ

妊産婦、乳幼児と保護者を対象に、栄養士による話や
離乳食の試食(保護者のみ)、調理体験などを行います。
定 員 河芸保健センター25人、久居保健センター
30人 ※初めての人優先
持ち物 母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み ２月24日
（金）
から各保健センターへ
ところ

栄養士による栄養相談
と き ３月28日(火)９時30分〜11時
ところ 久居保健センター
対 象 成人
定 員 先着３人
申し込み ２月24日
（金）
から同保健センターへ

マタニティー倶楽部
対 象 妊婦とその家族
申し込み 前日までに各保健センターへ
ところ

229−3287

（保健センター名）

とき

（３月）

とき

（保健センター名） （３月）

赤ちゃんの
離乳食教室
《スタート編》

対

象

妊婦、離乳食開始

河

幼児食へ
つなごう！
久
離乳食教室
《ステップアップ編》

芸

８日（水）
前または開始した
13：30〜
ばかりの乳児を持
15：00
つ保護者

居

24日（金）
る、生後10カ月ご
10：00〜
ろからの乳幼児を
11：30
持つ保護者

離乳食に不安があ

３月１日〜８日は

女性の健康週間

内容など

中

央

妊婦さんと赤ちゃんの
15日
（水）
お口の健康
13：30〜15：30 （歯科衛生士）

久

居

22日
（水）
妊娠中の食事について
10：00〜12：00 （栄養士）

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した
日々を自立して過ごすために、生活の場(家庭、地
域、職域、学校)を通じて、女性のさまざまな健康
問題を社会全体で総合的に支援しましょう。

日本脳炎予防接種のご案内
対象者は体調の良いときに接種を受けましょう。
予診票がない人は母子健康手帳で予防接種歴を確
認の上、各保健センターへお問い合わせください。
接種回数

対 象

日本脳炎ウイルスは豚の体内で増殖し、蚊を
媒介して人に感染します。蚊が増える夏になる
前に、予防接種を受けて免疫をつけましょう。

標準的な接種期間

１期
初回

２回

生後６カ月以上
90カ月未満

３歳以上４歳未満

１期
追加

１回

生後６カ月以上
90カ月未満

４歳以上５歳未満

２期

１回

９歳以上13歳未満

９歳以上10歳未満

平成17年〜21年の積極的勧奨差し控えによ
り、日本脳炎の１期(３回)、２期(１回)の予防接
種を完了していない人は、対象年齢によって、特
例で定期予防接種として受けることができます
ので、各保健センターへお問い合わせください。

健康づくりだより

折り込み紙

３月は自殺対策強化月間

あなたと大切な人の命を守るために

▲

気付き
〜家族や仲間の変化に気付いて、声を掛ける〜
家族や仲間の変化に気付いたら、「眠れていま
すか？」など、自分にできる声掛けをしていきま
しょう。
傾聴
〜本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける〜
話題をそらしたり気持ちを否定したりするので
はなく、本人の気持ちを尊重し共感した上で、相
手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

▲

あなたにもできる
自殺予防のための行動

つなぎ
〜早めに専門家への相談につなげる〜
こころの病気や社会・経済的な問題などを抱え
ているようであれば、専門家に相談するよう促し
ましょう。
見守り
〜温かく寄り添いながら、じっくりと見守る〜
自然な雰囲気で声を掛けて、焦らずに優しく寄
り添いながら見守りましょう。

▲

平成27年に日本では約２万4,000人が、三重県で
は約350人が自殺によって尊い命を落としています。
「死にたい」と悩んでいる人の多くは、「死ぬ
しかない」という気持ちと「なんとか生きたい」
という気持ちとの間で激しく揺れ動いていて、そ
の気持ちが言葉や行動の変化(不眠、体調不良、
感情の不安定さなど)となって自殺の危険性を示
す何らかのサインを発するといわれています。
あなたと大切な人の尊い命を守るために、一人
一人ができることを考えていきましょう。

ひとりで悩んでいませんか？
電話相談のご案内

▲

職場での人間関係の悩み、こころと健康、
家庭や子育ての悩み、対人関係など、こころ
の問題の相談に応じます。(相談内容の秘密は
厳守されます)
と き ３月３日・10
日いずれも金曜日10
時〜16時
電話番号 255−8864
(久居保健センター)

高齢者肺炎球菌ワクチン 定期接種のお知らせ
対 象 津市に住民登録があり、過去に１回も肺
炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない人
で、（１）または（２）に該当する人 ※定期接種の
接種機会は１回限り
（１）
次の表の生年月日に当てはまる人
年 齢

生年月日

65歳

昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日生まれ

70歳

昭和21年４月２日〜昭和22年４月１日生まれ

75歳

昭和16年４月２日〜昭和17年４月１日生まれ

80歳

昭和11年４月２日〜昭和12年４月１日生まれ

85歳

昭和６年４月２日〜昭和７年４月１日生まれ

90歳

大正15年４月２日〜昭和２年４月１日生まれ

95歳

大正10年４月２日〜大正11年４月１日生まれ

100歳

大正５年４月２日〜大正６年４月１日生まれ

※上記の表に当てはまる人には、昨年４月下旬に
案内通知を郵送しました。転入や紛失などで通

知がない人は、健康づくり課( 229−3310)へ
お問い合わせください。
（２）接種日当日に60〜64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能に障がいがあり、日常生活が極度に制
限される人
接種期間 ３月31日(金)まで
接種回数 １回
接種場所 県内の協力医療機関
自己負担額 2,500円 ※生活保護受給者は、自
己負担額の免除がありますので、必ず「被保護
証明書」を医療機関へ提出してください。
接種時の持ち物 健康手帳、予診票、保険証など
住所が確認できるもの
※定期接種の対象にならない65歳以上の人には費
用助成の制度があります。過去に１回でも肺炎
球菌ワクチン(23価)を接種した人は対象外です。

健康づくりだより
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春の 火 災 予 防 運 動
春の 火 災 予 防 運 動

平成29年２月16日発行
消防安全課
（火災）
254-0354 256-7755
救急課(救急)
254-1600
警防室(救助)
254-1601

平成28年度 全国統一防火標語

消しましょう その火その時 その場所で
３月１日〜７日は春季全国火災予防運動を実施
３月１日(水)から７日(火)の消防記念日までの１週間は、「春季全国火災予防
運動」の実施期間です。
季節は冬から春へと移り変わる時期ですが、まだまだ暖房器具が手放せませ
ん。この時期は空気が非常に乾燥して火災が発生しやすく、強い季節風により大
火になりやすいので、火の元には十分注意しましょう。

住宅用火災警報器を設置しましょう
消防法等により、新築住宅は平成18年６月か
ら、既存住宅は平成20年６月から住宅用火災警報
器の設置が義務付けられています。
しかし、今年度発表された住宅用火災警報器の
設置率は全国平均81.2％で、そのうち条例で定め
られている場所に設置されているのは66.5％でし
た。

住宅火災での死因の約60％は逃げ遅れによるも
のです。このうちの約70％が65歳以上の高齢者
で、就寝時間に死者の発生が集中しています。住
宅用火災警報器は、この逃げ遅れを防ぐために設
置が義務付けられたものであることを理解いただ
き、いち早く火災を察知して知らせるためにも、
正しく設置しましょう。

●義務設置…「寝室」、寝室が１階以外にある場合は「階段の上端」に煙式の住宅用火災警報器の設
置が義務付けられています。
●設置推奨…「台所」に熱式の住宅用火災警報器の設置を推奨しています。

【天井に設置する場合】

【壁に設置する場合】

【近くにエアコンがある場合】

壁から60㎝以上離す。

天井から15㎝〜50㎝
の間に設置する。

エアコンから150㎝以上離す。

15cm

150㎝以上

50cm
60cm以上

住宅用火災警報器の多くは電池式のもので、電
池の寿命は約10年です。また、本体もセンサーな
どの寿命があるため、設置から10年を目安に交換
しましょう。交換を含めて、新たに設置する場合

は、１カ所で察知すると家中の警報機が作動する
「連動型住宅用火災警報器」の設置をお勧めしま
す。詳しくは、最寄りの消防署にお問い合わせく
ださい。

春の
火災予防運動特集
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平成28年の火災・救急・救助概況
火災
区

分

火災件数合計(件)

平成28年 平成27年

増

減

112

117

41

60

▲19

33

31

2

林野火災(件)

2

5

▲3

車両火災(件)

15

16

▲1

船舶火災(件)

0

0

0

54

36

18

3

3

0

3

3

0

12

15

▲3

建物火災(件)
火災種別

うち住宅火災(件)

その他の火災(件)
死者(人)
うち住宅火災(人)
負傷者(人)

▲5

▲ は減少を示します。平成28年中の数値は速報値です。

平成28年中に
市内で発生した
火災は112件
で、前年に比べ
５件減少しまし
た。火災の種別
火災現場の様子
で見ると、建物
火災は41件で、そのうち住宅火災は33件でし
た。また、火災による死者は３人で、全て住宅火
災によるものでした。
住宅火災は、２件増加していますが、中には住
宅用火災警報器が火災を感知し、初期消火できた
という事例がありました。大切な命と財産を守る
ためにも住宅用火災警報器を設置しましょう。

救急
区

分

平成28年 平成27年

増

減

14,716

14,306

410

搬送件数(件)

13,405

12,969

436

搬送人員(人)

13,591

13,128

463

交通(件)

1,291

1,290

1

一般負傷(件)

2,219

2,324

▲105

急病(件)

9,204

8,969

235

主な事故種別

出動件数(件)

▲ は減少を示します。平成28年中の数値は速報値です。

平成28年中の市内における救急出動件数は
14,716件で、前年に比べ410件増加し過去最多の
出動件数となりました。前年と比較すると、急病
の増加が見られました。
事故種別で見ると、例年同様急病が9,204件で
最も多く、次いで一般負傷の2,219件、交通の
1,291件の順でした。
また、傷病程度では、全体の約半数を軽症者が
占めており、中にはタクシー代わりとみられる救
急事案も散見されました。
救急車の適正利用にご協力をお願いします。

救助
区

出動件数(件)

分

平成28年 平成27年

増

減

105

32

活動件数(件)

75

57

18

救助人員(人)

85

61

24

1

1

0

交通事故(件)

81

66

15

水難事故(件)

10

9

1

建物などによる事故(件)

11

13

▲2

主な事故種別

137

火災(件)

▲ は減少を示します。平成28年中の数値は速報値です。

平成28年中の市
内における救助出
動件数は137件で、
前年に比べ32件増
加しました。事故
三重県・津市総合防災訓練の様子
種別で見ると、最
も多かったのが交通事故の81件で、全体の59％
を占めています。
また、11件発生した建物などによる事故は、施
錠された建物内で、自力で脱出(解錠)できない人
を救助したなどです。

春の
火災予防運動特集
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図書館たいむず
●おはなし会スペシャル(無料)

３月
March

平成29年２月16日発行
津図書館
〒514-8611 津市西丸之内23-1
（津リージョンプラザ内） 229-3321
http://www.library.city.tsu.mie.jp/

●過去の新聞記事を検索できます

と き ３月18日(土)14時30分〜15時30分
ところ 久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内 容 久居おはなしの会かたつむりによる、おは
なし会のスペシャル版(絵本、紙芝居、人形劇な
ど) ※申し込み不要
定 員 先着80人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ 同文学館( 254-0011）

●春休みスペシャル
まじっくぼっくすのおはなし会(無料)
と き ３月26日(日)14時〜
ところ きらめき図書館えほんのへや
内 容 ボランティアグループまじっくぼっくすに
よる、春のお話がいっぱいのスペシャル版
問い合わせ 同図書館( 292-4191)

●オカリナ ミニ･コンサート(無料)
と き ３月26日(日)11時〜11時30分
ところ 河芸図書館１階ロビー
内 容 オカリーナ河芸によるオカリナ演奏｢365
日の紙飛行機｣｢さんぽ｣｢翼をください｣他
問い合わせ 同図書館( 245-5300)

●映画鑑賞会(無料)
●３月５日(日)･･･映画「バビロンの陽光」(90分)
●３月19日(日)･･･アニメ｢まんが日本昔ばなし(浦
島太郎･絵姿女房･一休さん･髪長姫)」(計50分)
時 間 いずれも14時〜
ところ 津図書館２階視聴覚室
定 員 先着各50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ 同図書館( 229-3321)

●貸出館以外でも返却できます
津市図書館の本であれば、津市図書館全館で返
却できます。ただし、視聴覚資料と相互貸借資料
(津市図書館以外の本)は、破損や汚損を防ぐた
め、開館時間内に、必ず貸出館のカウンターへ返
却してください。最近、返却ポストへ、県立図書
館や津市図書館以外の本の返却が目立ちます。返
却の際は、本に貼ってあるバーコードの図書館名
を、よくご確認ください。

津市図書館(美里図書館･美杉図書室を除く)では、
過去の新聞記事の閲覧や複写ができます。
過去の記事を調べるには、新聞縮刷版やマイク
ロフィルム、中日新聞データベースを利用する方
法があります。直近の記事は最寄りの図書館で調
べることができますが、マイクロフィルムとデー
タベースについては、津図書館２階レファレンス
室のみでの利用となります。詳しくはお問い合わ
せください。
専門分野の記事を探すには
津図書館では、一般的な新聞以外に経済、工業、
農業関係の新聞や外国紙などをそろえています。
専門分野ならではの記事が豊富で役立ちます。
直近の新聞から探すには
各館によって新聞の種類や、保存期間が異なり
ます。各館共通で保存しているのは、朝日新聞、
日本経済新聞、伊勢新聞、中日新聞(きらめき図書
館を除く)です。
新聞縮刷版から探すには
新聞縮刷版は、全国版の記事のみで三重版は収
録されていませんが、津図書館で朝日新聞を、久
居ふるさと文学館で中日新聞と日本経済新聞を、
うぐいす図書館と安濃図書館で中日新聞を直近の
分まで継続して保存しています。
マイクロフィルムから探すには
明治から現在までの新聞記事を調べるには、マ
イクロフィルムが便利です。
平成29年１月末時点で、伊勢新聞は明治11年
10月から平成27年３月まで(一部欠号有り)、朝日
新聞(三重版)は大正４年１月から平成24年12月ま
で(一部欠号有り)を保存しています。著作権の範
囲内で、１枚50円(サイズはＡ３のみ)で複写でき
ます。
新聞データベースから探すには
中日新聞データベースを利用して、昭和62年か
ら直近までの記事を調べることができます。新聞
縮刷版と違い、三重県を含む地域版のニュースが
収録されているのが特徴です。なお、利用方法や
複写(1枚10円)には、制約がありますので、詳し
くはお問い合わせください。
問い合わせ 津図書館( 229-3321)
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３月のおはなし会など
内容など

津図書館

久居ふるさと
文学館

河芸図書館

と

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）
おはなし会
（絵本、紙芝居など）
ストーリーテリング
（絵本や紙芝居を使わないおはなし会）
春のおはなし会
（絵本、パネルシアターなど）
小学生春のおはなし会
（ストーリーテリング）
おはなしの森
（年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)
おはなしであそぼう！
（体・声を使ってお話の中を体験)
おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)
だっこでおはなし！
（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)
ブックトーク
（テーマに合わせた本の紹介)
楽しいおはなしの時間
（絵本、紙芝居など）

き

語り手

2日・16日いずれも(木)14時15分〜
図書館職員
2日・9日・16日いずれも(木)15時〜
①4日②11日③18日④25日いずれも(土)15時〜

①マザーグース②ポップコーン
③おはなしのたね④ききゅう船

23日(木)15時〜

図書館職員

11日(土)15時〜

ポップコーン

1日・15日いずれも(水)15時〜

わらべ

11日(土)15時〜

かたつむり

13日(月)10時30分〜

どんぐり

22日(水)11時〜
かたつむり
25日(土)15時〜
19日(日)11時〜

ラッコの会
こんぺいとう

芸濃図書館

おはなし会
（絵本、紙芝居など）

11日・25日いずれも(土)11時〜

美里図書館

おはなし会
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
（絵本、紙芝居など）

9日(木)15時〜
※美里文化センター２階学習室で開催
15日(水)10時30分〜
※美里文化センター２階学習室で開催

おはなし会
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊びなど）
きらめき図書館
春休みスペシャルまじっくぼっくすのおはなし会
（絵本、紙芝居、パネルシアター、大型絵本など）
小さい子向きおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）
安濃図書館

ひなたぼっこのおはなし会
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居）
とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、パネルシアターなど）
おはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)
おはなし会０１２
（赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など）
ボランティアのおはなし会
うぐいす図書館
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)
一志図書館

えいごであそぼ！
（洋書絵本のおはなし会)
おはなし会春やすみスペシャル
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

月

火

水

木

金

土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Maimaiくらぶ

25日(土)14時〜

やまびこ会

9日(木)10時30分〜
※浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

図書館職員とボランティア

26日(日)14時〜

まじっくぼっくす

2日・16日いずれも(木)11時〜

図書館職員とボランティア

11日(土)11時〜

ひなたぼっこ

25日(土)15時〜

図書館職員とボランティア

1日・8日・15日・22日いずれも(水)15時〜

図書館職員

3日(金)11時〜

図書館職員とボランティア

4日(土)14時30分〜

きいろいぼうし

12日(日)11時〜

外国語指導助手

29日(水)13時30分〜
※白山総合文化センター多目的室で開催

図書館職員

３月 図書館カレンダー
日

なり☆プロ

津図書館
( 229-3321)９時〜19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
久居ふるさと文学館
( 254-0011)９時〜18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
( 254-0464)10時〜21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで)

図書館たいむず

は、休館日
河芸図書館
( 245-5300)10時〜18時
芸濃図書館
( 265-6004)９時〜17時
美里図書館
( 279-8122)９時〜17時
安濃図書館
( 268-5822)10時〜18時
きらめき図書館
( 292-4191)９時〜17時

一志図書館
( 295-0116)10時〜18時
うぐいす図書館
( 262-5000)10時〜18時
(土・日曜日、祝・休日は
９時〜17時)
美杉図書室
( 272-8092)９時〜17時

