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清少納言も愛した美肌の湯
榊原温泉であったまろ。
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都市計画ってなあに？



都市計画ってなあに？
～これからのまちづくり～
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　ねえねえ、シロモチくん。都市計画ってなあ
に？
　まちづくりのルールのことだよ。土地の使い
方や、住宅、店舗、工場など建物の種類、建て
方のルールなんかを決めてあるんだ。
　どうしてそんなルールを作るの？
　例えば、隣のおうちの人が突然大きな工場を
建てたらどう思うか考えてみてほしいんだ。
　これまでの静かな環境が変わるわね。
　自分の土地だからといって、自由に利用する
と、自分にとっては快適でも、近くの人にとっ
ては迷惑かもしれないよね。それに、住宅街に
工場を建てても、周りの家に気を使いながらの
作業だと効率が悪いよね。住みやすくて働きや
すいまちをつくるために都市計画はとても大切
なんだ。津市でも地域の状況によって、都市計

画の区域を定めていろんなルールを決めている
んだよ。
　そうなんだ。どんなルールがあるの？
　まず、まちをつくって人を集めていこうとす
る市街化区域と、自然環境や農地を守っていこ
うとする市街化調整区域に分けているよ。これ
　

　「都市計画」とは、まちづくりのためのルールのことです。現在津市では、人口減少・少
子高齢化社会の到来や、市街地の低密度化・空洞化などの課題を抱えていますが、このよう
な課題に対応していくために、新しい「津市都市マスタープラン(都市計画の方針)」の策定
に取り組んでいます。

都市計画とは？

ごちゃ混ぜで住みにくいまちなみ



問い合わせ　都市政策課　　229－3181　　229－3336
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まちづくりの方針・都市マスタープラン

を線引きっていうんだ。線引きは人口が多くて
開発や建て替えが多い区域で行われるよ。
　人が集まって住むところと、そうでないとこ
ろのメリハリをつけているんだね。
　他には場所によって建てられるものと建てら
れないものを決めている用途地域というルール
があるよ。さっきの例みたいに、住宅地の中に
高層マンションや大きな工場が建ったら、住ん
でいる人たちは、生活しにくいと感じるかもし
れないからね。
　そのルールがあると、その地域がどんな地域
かイメージできるし、隣に突然工場が建って
びっくり！ということはなくなるわね。でも、
一度決めたルールはずっと変わらないの？
　みんなが住みやすいまちになるようにルール
を変えることもあるよ。ルールを変える場合は
都市マスタープランに書いておく必要があるん
だよ。

　都市マスタープランってなあに？
　まちの20年後の姿をイメージしながら、10
年間でどんなまちづくりをしていくかの方針を
示したものだよ。
　津市にも都市マスタープランはあるの？
　もちろんあるよ。今がちょうど都市マスター
プランの更新の時期で、平成30年から平成39

年までの新しい都市マスタープランを作ってい
るところなんだ。　
　新しい都市マスタープランはどんな計画にな
るの？
　これからは、人口減少と少子高齢化に対応し
た都市計画が必要になってくるんだよ。税収も
減少するから、少なくなった税収で、今ある公
共施設や道路、上下水道などを維持していかな
ければならないんだ。
　じゃあ、市外の人たちを呼び込んで、どんど
ん人口を増やせばいいんじゃない？
　確かにそれができれば理想的だよね。でも、人
口減少は日本全国で起こっていることだから、今
より人口を増やすのはとても難しいことなんだ。

都市計画で秩序ある住みやすいまちづくりを！

区域外

市街化調整区域

市街化区域

工業系地域

商業系地域

住居系地域

都市計画の区域
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　この先どんな問題が起こるの？
　人口が減っていくと、これまであった地域の
コミュニティーが維持できなくなったり、普段
の買い物をするスーパーとか、身近にある病院
とかが無くなってしまうかもしれないんだ。
　じゃあ、広い土地がある郊外に大きな商業施
設をつくって、たくさんの人に買い物に来ても
らったらどうかな？
　それはいい考えに思えるけど、郊外に大きな
商業施設をつくるとお店に行くには車が必要に
なるよね。そうなると、車に乗れない人は不便
だし、今営業しているお店にも影響があるだろ
うからね。
　そうなんだー。今近くにあるお店が無くなっ
たら住みにくいまちになってしまうわね。
　そうだね。でも、まちが広がること自体は悪
いことではないよ。問題は人口が増えないのに
まちが拡大することなんだ。まちが広がった分
だけ、上下水道や道路などインフラ施設の維持
費がどんどん増えてしまうからね。
　人口が減るのに維持費が増えるのは良くない
ものね。
　だから、これからは人口規模や財政状況に見
合ったまちづくりが必要になるんだよ。その考

え方をコンパクトシティっていうんだ。
　コンパクトシティ？　
　これ以上まちの拡大は抑えて、これまでつ
くってきたまちの基盤を有効活用しながらコン
パクトにしていくまちづくりのことだよ。
　なるほどね。でも実際にどうやってまちをコ
ンパクトにしていくの？住めない場所を増やし
ていくの？
　これからも今住んでいる場所に住み続けられ
るよ。駅や中心市街地、総合支所の周りに公共
施設やお店、病院が集まったまちの拠点をつく
るんだ。あちこちにいろんな施設をつくるので
はなくて、地域の拠点ごとに施設を集めて人を
呼び込むんだよ。
　便利な拠点がいくつかあるっていうことな
の？
　そうだよ。そして拠点と拠点を公共交通機関
や道路のネットワークで結ぶんだ。複数ある拠
点がつながっているから、「多極ネットワーク
型コンパクトシティ」っていうんだ。新しい都
市マスタープランでも、歩いてお店や駅に行け
て、便利で健康的な暮らしができるように、多
極ネットワーク型コンパクトシティを目指して
いくんだよ。
　これからも住みよいまちを目指すために、時
代にあった都市計画が必要だね。

これからのまちづくり

市街化区域と人口の関係

市街化区域を拡大

人口が増加人口が減少

市街化区域を維持



問い合わせ　都市政策課　　229－3181　　229－3336
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今は良くても、この先人口が減ってくる
と、いろいろ不便なことが出てくるよ。

多極ネットワーク型コンパクトシティのイメージ
現在のまち

路線バスがなくなら
ないか心配…。

駅周辺がもっと便利
にならないかなあ。

車が運転できなくな
ると、老後の生活が
心配だなあ。

だからこれ以上、まちを広げず各地の拠点に
施設を集約して、今の生活を維持できるよう
にするんだね！

将来のまち

各拠点を結ぶ公共交
通を維持！

駅周辺は施設が多い
から便利だね。

インフラ施設の維持
管理も効率的に！

地域にも拠点がある
から安心！
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　かの清少納言が、枕草子で「湯はな
なくりの湯」として讃え、有馬温泉・玉
造温泉と並ぶ日本三名泉として古くか
ら親しまれてきた榊原温泉。江戸時代
には伊勢神宮への参拝旅行「お伊勢
参り」の道中の湯治場として大いににぎわい、400畳もの広さ
の宿泊施設で多くの宿泊客が体を癒しました。近代以降には
新たな泉源が掘り当てられ、榊原川沿いに温泉施設が散在す
る温泉郷として発展。現在に至るまで、清少納言ゆかりの名湯
として愛され続けています。

　無色透明な榊原温泉の湯は、湯上が
りに肌がつるつるになることから美肌の
湯として知られています。この入浴効果
を医学的に実証するため、各温泉施設
の泉質調査と、「４泊５日プチ湯治」「３
カ月間週２回通い」の総勢41人による
入浴モニター調査が行われました。

日本で最も歴史ある温泉の一つ

江戸時代中期の榊原温泉　出典：榊原湯山の図（崎一市氏所蔵）

つるつる美肌になる理由を調査

　榊原町では、今年度に国の地方創生加速化交付金を活用して、温泉効果実証調
査と、地元に残る市無形民俗文化財かんこ踊りの継承活動、歴史・自然などの観光
資源を生かしたツーリズム開発を行ってきました。ここでは、実証調査によって明ら
かになった榊原温泉の驚くべき効能を紹介します。

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255-8846　　255-0960

血圧、肌の水分・油分量、唾液の酸化
状態などを測定する参加者の皆さん

青山高原の風車群
標高８００ｍの青山高原。そ
の尾根に連なる白い風車
が山々に映える

長命水
この水に一晩浸した榊の
枝を、伊勢神宮に献上した
と言い伝えられている

恋こ槌 
射山神社内の小槌に触れ
ると良縁に恵まれるという
人気の恋のパワースポット

古代米
赤い稲穂が美しい榊原名産
品。古代米ロールケーキは
全国菓子大博覧会で金賞に

　のどかな里山の風景
の中に榊原の見どころ
がいっぱい。ぜひ足を
運んで、その隠れた一
面に出会ってください。

こい　　    づち
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測定値が全部向上！
頬の水分量増加も実感しました。名古屋からの参加♪

温泉効果に期待して
ます！

□万病の元”活性酸素”が減少

榊原温泉 温泉効果実証調査│

驚くべき温泉効果を実証！

グローバル温泉医学研究所所長
医学博士・松田忠徳先生

グローバル温泉医学研究所所長
医学博士・松田忠徳先生

　榊原温泉は類いまれな
高品質の湯。週１～月２
回程度の定期的な入浴
で、予防医学としての効果
が期待できると思います。

□血圧が下がった / 血流が良くなった
血圧 136-88mmHg → 134-83ｍｍHg

活性酸素代謝物量  287CARR U → 273CARR U 

□疾病に打ち勝つ”抗酸化力”がアップ
抗酸化力  2179.4μmol/L → 2479.9μmol/L

皮膚の酸化還元電位 96mV →２mV

温泉浴の前後で、モニター参加者の…

詳しいデータはホームページをご覧ください

※数値は「３カ月間週２回通い」モニター参加者の平均値

□皮膚の酸化(老化）が改善された

榊
原
温
泉
郷

 
散
策
マ
ッ
プ

味楽

長命水

天然記念物

湯ごり

榊原城跡

榊原泉源開発

至久居Ｉ.Ｃ

至津Ｉ.Ｃ

金比羅山

至青山高原

至榊原
温泉口駅

かんこ踊り
地域ごとに継承され、市の
無形民俗文化財にも指定
されている

田んぼアート
毎年絵が変わる巨大アート
は必見！誰でも田植えに飛
び入り参加できる

榊原温泉さくら祭り
榊原の空に鯉のぼりが泳
ぐさくら祭り。今年は４月８
日（土）開催

蛍火
歴史ある射山神社の境内
を蛍とイルミネーションが
彩る

収穫祭
紅葉した山々をバックにカ
カシがお出迎え。地元特産
品と温泉コーヒーは絶品

　調査の結果、榊原温泉の泉質はアルカリ性で、皮脂
を溶かして角質を柔らかくすること、そして老化の原
因といわれる皮膚の酸化を還元し、老化スピードを緩
やかにすることが実証されました。さらに、榊原温泉
での入浴は活性酸素を減少させ、また、本来野菜など

の食材から得られる抗酸化力が極めて高まることも
分かりました。これは糖尿病や動脈硬化症などの生活
習慣病の予防や、がんの発症率の低下につながること
が確認されています。今回の調査で、まさに「美肌の
湯」であるだけでなく、「予防医学の湯」であることも
実証された榊原温泉。皆さんもお湯につかって、この
効果をぜひ実感してください。

榊原自然の森
温泉保養館



問い合わせ　資産税課　　229－3131（土地）　　229－3132（家屋）　　229－3331　　255－8826（久居分室）

固定資産の縦覧と課税明細の確認

広報 つ！　平成29年３月16日号8

ところ　市本庁舎２階税務総合窓口、市久居庁舎
３階資産税課久居分室、各総合支所市民福祉課
(久居総合支所を除く)　※評価額や税額など、
課税内容についての説明を希望する人は、資産
税課･資産税課久居分室までお越しください。
申請できる人　納税義務者(同一世帯の親族、相
続人、委任を受けた人なども含む)

手数料　200円(縦覧期間中は現年度分に限り無料)
郵送による請求　任意の用紙に「固定資産課税台

帳(写し)請求」と明記し、以下の必要事項を記
入して資産税課(〒514-8611 住所不要)へ
　必要事項　申請人の住所･氏名(押印)･電話番

号、納税義務者の住所･氏名、申請人との続柄
　同封するもの　返信用切手(140円)、運転免許

証や個人番号カードなど申請人の確認ができ
る資料の写し(申請人が納税義務者の相続人
である場合は被相続人の死亡および相続関係
が分かる戸籍謄本、委任を受けた場合は委任
状が必要)

　　詳しくは資産税課へお問い合わせください。

　平成29年度の固定資産税・都市計画税納税通知
書を４月３日(月)に発送します。それぞれの納付期
限までに最寄りの金融機関などから納めてください。
期 別 納期限 期 別 納期限
第１期
第２期

第３期
第４期

５月１日㈪
７月31日㈪

12月25日㈪
来年２月28日㈬

土地価格等
縦覧帳簿

家屋価格等
縦覧帳簿

市内の土地の固定
資産税納税者

市内の家屋の固定
資産税納税者

市内で課税対象になってい
る土地の所在、地番、地目、
地積、価格
市内で課税対象になってい
る家屋の所在、家屋番号、
種類、構造、床面積、価格

　固定資産税･都市計画税の賦課決定に不服があ
る場合は、４月３日(月)に発送する納税通知書の
交付を受けた日後３カ月以内の間、文書をもって
津市長に審査請求ができます。詳しくは、資産税
課へお問い合わせください。
　また、固定資産課税台帳に登録された価格につ
いて不服がある場合は、４月３日(月)に発送する
納税通知書の交付を受けた日後３カ月以内の間、
文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申
し出ができます。ただし、平成29年度は基準年度
(３年に１度、評価替えを行う年度)ではないため、
土地の地目変換、家屋の新築・増改築などにより
価格に修正があったものに限ります。詳しくは、
法務室(Ｔ229-3116)へお問い合わせください。

　納税通知書の記載内容などのお問い合わせ
や、各種証明を申請するときには本人確認を
行いますので、運転免許証や個人番号カー
ド、納税通知書など、申請者本人であること
を確認できるものを窓口に持参してくださ
い。なお納税義務者本人以外に同一世帯の親
族、相続人、委任を受けた人なども申請が可
能ですが、相続人の場合は被相続人の死亡お
よび相続関係がわかる戸籍謄本、委任を受け
た人の場合は委任状が必要になります。電話
でのお問い合わせの場合は、必ず納税通知書
と課税明細書を用意してください。

申請や問い合わせには
申請者の本人確認が必要です

固定資産税・都市計画税について不服がある場合

　固定資産税･都市計画税が課税されている土地･
家屋の所在地や価格などの課税の内容を記載した
課税明細書を納税通知書に添付していますので、
ご確認ください。(所有資産が多い場合は別途送付)

課税明細の確認を

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産課税台帳の写しの交付

固定資産税･都市計画税納税通知書の発送

　固定資産の価格などを記載した帳簿の縦覧によ
り、自己の所有する土地･家屋と他の土地･家屋と
の比較ができます。
縦覧期間　４月３日(月)～５月31日(水)
ところ　市本庁舎２階資産税課、市久居庁舎３階
資産税課久居分室、各総合支所市民福祉課(久
居総合支所を除く)　※資産税課･資産税課久居
分室では、全市域分の縦覧帳簿を縦覧できます
が、市民福祉課では各総合支所管内分に限ります。

手数料　無料
縦覧できる人 縦覧できる内容

※縦覧帳簿のコピーはできません。土地･家屋の所有者名や税額など
　は、縦覧の対象には含まれません。
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日神石仏群　阿弥陀如来坐像

N
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●

Ｊ
Ｒ
名
松
線

至
松
阪
市

市美杉庁舎

大洞山▲

奈良県

三重県

伊勢八知

至白山地域至名張市

国津神社

飯垣内バス停
日神石仏群
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　津市の最西部美杉町太郎生を縦断する国道368
号を名張市方面に向かうと、飯垣内バス停があり
ます。そのすぐ先にある日神石仏群の案内板に従
い、名張川の支流日神川沿いに市道を1.6㎞ほど
進むと共同墓地が見えてきます。その一角に県指
定有形文化財「日神石仏群 附種子碑ほか」があ
ります。
　墓地の階段を上ると奥に石仏群の中心となる阿
弥陀如来坐像(像高約70㎝)が見えてきます。優し
いまなざしと足の柔らかな表現が特徴的なこの阿
弥陀如来坐像は、国津神社(美杉町太郎生)境内に
ある国指定重要文化財十三重塔の四方仏を大きく
したような形で、後背を舟形に彫りくぼめ、像は
半肉彫りで、蓮花座は線刻です。周囲には不動明
王、矜羯羅・制吒迦童子の種子碑(仏を梵字で表
したもの)や阿弥陀如来、薬師如来、釈迦如来、
地蔵菩薩などの像が並び、平家六代君(平維盛の
子)の墓の伝承がある五輪塔もあります。
　石材はいずれも地元で産出される大洞石と呼ば
れる溶結凝灰岩で、銘文などはありませんが、そ

の作風から鎌倉時代後期から南北朝時代のものと
されています。かつては、これらの後方に延慶３
(1310)年の銘文がある碑があったようですが、明
治時代に運び出されたまま行方が分からなくなっ
ています。日神には平家六代君が隠棲したという
伝説があり、平家の残党が供養のために碑などを
建てたのではないかといわれています。
　川の対岸には日神不動院や市指定有形文化財
の種子碑、石仏などもあり、石造物が比較的ま
とまって見られる地域です。
　春めいて暖かくなってきたこの時期、山深い
日神の地を訪ねてみてはいかがでしょうか。

日神の石仏群
ひ　 かわ

日神石仏群　釈迦如来ほか
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問い合わせ　教委学校教育課　　229-3391　　229-32571
TSU NEWS みさとの丘学園が４月に開校！

問い合わせ　教委生涯学習課　　229-3248　　229-32572
TSU NEWS 津ユネスコ協会会員募集中！

国際感覚を深めるボランティア活動

県内初の義務教育学校

　津ユネスコ協会の会員を随時募集していま
す。外国人や子どもたちと触れ合うイベント
を通じて、国際感覚を深めるボランティア活
動をしてみませんか。
会　費　1,000円(年会費)
申し込み　同協会事務局(教委生涯学習課内)へ

外国人や子どもたちと触れ合いませんか

　ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、世界
平和と人類の福祉を願って設立されました。津ユ
ネスコ協会は、ユネスコ憲章を基本に「異文化の
理解」と「国際協力」を２つの柱として、さまざ
まな活動をしています。
▶子どもユネスコの集い
　小・中学生と外国人留学
生が一日楽しく交流します。
▶ユネスコ活動パネル展
　津まつりの会場で世界遺産パネルを展示してい
ます。
▶親子国際交流の集い
　外国人を講師に招いて親
子で料理を作り、異国文化
に触れます。
▶世界寺子屋運動、医療協力活動
　書き損じはがきや使用済み切手を収集し、その
資金をさまざまな国の識字活動やアジアの医療に

役立てています。
▶ひろがれユネスコのわ
　外国につながる児童が日
本の文化を体験し、交流を
深めます。
▶ユネスコセミナー
　各地のユネスコ協会と交
流を図り、その場所にある
世界遺産などの視察研修を
行います。

　美里地域にある辰水小学校・高宮小学校・長野
小学校・美里中学校を再編し、４月に義務教育学
校「みさとの丘学園」が開校します。
義務教育学校とは
　小学校から中学校までの義務教育を一貫して行
うため、平成28年４月から新たに設置が認めら
れた学校です。小学校に相当する６年の前期課程
と中学校に相当する３年の後期課程を合わせて、
１年生から９年生までが一緒に学びます。

と　き　４月６日(木)９時10分～
ところ　同学園(現美里中学校)体育館

辰水小学校
と　き　３月25日(土)８時45分～
ところ　同校体育館
高宮小学校
と　き　３月25日(土)９時45分～
ところ　同校体育館
長野小学校
と　き　３月25日(土)10時45分～　※閉校記念
行事は９時～
ところ　同校体育館
美里中学校
と　き　３月25日(土)13時30分～
ところ　同校体育館

閉校式・閉校記念事業

みさとの丘学園の開校式

みさとの丘学園の校舎



問い合わせ　都市政策課　　229-3290　　229-33363
TSU NEWS 第23回津市民緑と花の市

春の花苗や庭木が勢ぞろい

問い合わせ　農林水産政策課　　229-3172　　229-31684
TSU NEWS 集落営農に取り組んでみませんか

農業と農村の維持と発展のために

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266-2510　　266-25225
TSU NEWS 交通規制のお知らせ

2017龍王桜マラソン＆ウォーキング大会Vol.27

広報 つ！　平成29年３月16日号 11

花苗、庭木、園芸用品などの販売
3 24  ～26 9:30~16:00

お城西公園芝生広場 ( 市本庁舎北側 )金 日

イベント とき（３月） 内　容

ゴーヤの種無料配布 24日㈮～26日㈰
９時30分～16時

壁面緑化活動のためのゴーヤの種を無料で配布
※なくなり次第終了

地元産食材販売 24日㈮～26日㈰
10時～13時

市内で収穫された食材を使用した食料品の販売
※売り切れ次第終了

寄せ植えコンテスト 24日㈮～26日㈰
10時～16時

春の草花を使った寄せ植えのコンテスト。審査員と来場者の投票に
より優秀作品を決定。

子ども向けイベント 25日㈯・26日㈰
９時30分～16時

球根や種を景品とした子ども向けのイベント　
※なくなり次第終了

ツツジの苗木無料配布 25日㈯
12時30分～

ツツジの苗木300本の無料配布と「緑の募金キャンペーン」
※なくなり次第終了

緑の相談室 25日㈯・26日㈰
13時～15時 庭木の育て方や生垣の管理方法など、植物や園芸に関する無料相談

ガーデニング講習会 25日㈯10時～、15時～
26日㈰10時～、13時～

多肉植物の寄せ植え教室・春の花苗寄せ植え教室
※参加者の募集は締め切りました

4 9 8:45~12:30
芸濃町河内地内日

　龍王桜マラソン＆ウォーキン
グ大会に伴い、芸濃町河内地内
(瀬野橋～落合橋)を通行止めに
します。ご理解、ご協力をお願
いします。

落合の郷

ふれあい公園

錫杖湖
安濃ダム

錫杖湖畔
キャンプ場

錫杖湖水荘
長徳寺

龍王桜
忍田

石山観音公園
至国道23号

至関 県道津関線

県道津芸濃大山田線瀬野橋
落合橋

　近年農業・農村の高齢化、担い手不足が進んで
います。地域の農業・農村を維持し、発展させる
ため、集落営農に取り組みませんか。
集落営農とは
　集落を単位として、農業生産過程の全部または
一部を共同化・統一化し、共同販売経理を行う営
農組織のことです。
集落営農のメリット
●農業用機械の共同利用や作業の共同化によりコ
ストを低減し、所得を向上できます。
●国の経営所得安定対策による畑作物の直接支払
交付金(ゲタ対策)、米・畑作物の収入減少影響

緩和対策(ナラシ対策)などの支援を受けられま
す。　※「組織の規約の作成」や「対象作物の共
同販売経理の実施」が必要
●法人化すると、農地の権利設定が可能になると
ともに取り引きの信用力が向上し、積極的な経
営を展開することができます。
集落営農に関する支援制度
●集落営農の組織化、農業経営の法人化にかかる
経費を補助します。
●農業用共同利用機械などの購入費を補助します。
　詳しくは農林水産政策課または各総合支所地域
振興課へお問い合わせください。

通行止区間



○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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交通安全教室の様子

市民税課
　229－3130　　229－3331

出国転出するときの
個人住民税手続き

下水道総務課
　239－1031　　239－1037

下水道供用開始区域の縦覧

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画情報紙つばさ
第22号を発行

お知らせ 募　　集

市民交流課
　229－3142　　227－8070

津市交通教育プロバイダ

市民交流課
　229－3102　　227－8070

ホームステイ受け入れ家庭

給与からの引き落とし
（給与特別徴収）
※出国後も個人住民税が会
　社の給与から差し引かれ
　る場合や退職時に全額を
　一括で納めた場合を除く

公的年金からの引き落とし
（年金特別徴収）

納めていない税金が
ある

全額納付済み 不要

必要

必要

必要

個人
納付

納付方法 納税管理人
の選任

 個人住民税は、１月１日(賦課
期日)現在の住所地で課税するた
め、年の途中で転出してもその
年の個人住民税は、津市に納め
ることになります。特に国外へ
出国する場合は、納税に関する
一切の事項を処理する納税管理
人の選任が必要になる場合があ
りますので、「納税管理人申告
書」に必要事項を記入し、市民
税課へ提出してください。
●１月１日から納税通知書が送
付される前に出国する人…納
税管理人の選任が必要

●納税通知書が送付された後に
出国する人

納税管理人の届け出がないと
　納税通知書が津市に返送され
るなどの理由で届かないため公
示送達(※)を行います。公示送
達後、納期限までに納付されな
いと、督促手数料と延滞金が加
算されることになりますので、
必ず納税管理人の届け出を行っ
てください。
※公示送達とは、市役所の掲示場
に一定期間掲示し、その期間が
経過したときに書類の送達がさ
れたとみなす制度のことです。

縦覧期間　３月17日(金)～30日(木)
縦覧場所　下水道総務課
供用開始日　３月31日(金)
供用開始区域
雲出川左岸処理区…高茶屋小森
町の一部、高茶屋一丁目の一
部、高茶屋七丁目の一部、垂水
の一部、藤方の一部、柳山津興
の一部、阿漕町津興の一部、雲
出本郷町の一部、半田の一部、
大園町の一部、海岸町の一部、
久居北口町の一部、久居持川町
の一部、香良洲町の一部
松阪処理区…白山町川口の一
部、新家町の一部、一志町高野
の一部、一志町八太の一部
椋本処理区…芸濃町椋本の一部

　「男女が支
えあい、いき
いきと暮らせ
るまちをめざ
して」をテー
マに男女共同
参画に関する
情報を掲載し
ています。読
者の皆さんからの意見や感想を
お待ちしています。
内　容
●津市男女共同参画フォーラム
“わあむ津”展示コーナーレ
ポート
●津市男女共同参画基本計画っ
てなあに？
●就業支援パソコンセミナー
●簡単料理コーナー
配布場所　男女共同参画室、各総
合支所地域振興課(生活課)、公
民館など　※津市ホームペー
ジからもご覧いただけます。

任　期　委嘱日(５月上旬)から２
年間
活動内容　①市内の幼稚園や保
育園、小・中学校などで開催す
る交通安全教室での指導②各
種交通安全行事への参加など
活動時間　１回４時間程度
謝金など　①１回当たり5,000円
②時給1,000円　※いずれも
通勤費相当額を含む
対　象　市内に在住の20～64歳
定　員　２人程度　※書類審査の
上、面接
申し込み　市民交流課または各
総合支所地域振興課(生活課)
にある応募用紙に必要事項を
記入し、直接窓口または郵送
で市民交流課(〒514-8611 住
所不要)へ　※応募用紙は津市
ホームページからもダウン
ロードできます。
申込期間　３
　月17日(金)
　～４月17日
　(月)必着

　地元大学などの留学生を家族
の一員として受け入れ、国際交
流を楽しんでみませんか。
受け入れ期間　５月３日(水・祝)
～６日(土)
定　員　15家族程度　※応募者
多数の場合は抽選
申し込み　市民交流課へ
締め切り　４月10日(月)
おわび　広報津３月１日号12ページに
掲載しましたJR名松線全線復旧１周
年記念イベントのゲスト、豊岡真澄さん
のふりがなに誤りがありました。正しく
は「とよおかますみ」さんです。おわび
して訂正させていただきます。



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

4月の開催日程4月の開催日程
問い合わせ　競艇事業課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所
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4月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

サオリーナ・三重武道館の利用受け付けを開始
　サオリーナ・三重武道館の利用受け付けを４
月１日から開始します。メインアリーナ全体で
行う県規模以上の事業などを除き、使用する月
の６カ月前から申し込めます。
平成29年10月の利用
　４月１日(土)～３日(月)８時30分～21時に
メッセウイング・みえ窓口で希望を受け付け、
希望日が重複する場合は４月４日(火)に抽選を
行います。４月５日(水)以降、空いている施設

の利用を、同窓口または津市公共施設予約シス
テムで受け付けます。なお、津市公共施設予約
システムを使用する場合は、あらかじめ窓口で
の団体登録が必要です。施設の内容や利用料金
など詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ(指定管理者)
　津市スポーツ・メッセネットワーク
　(メッセウイング・みえ１階)
　Ｔ223-4655　Ｆ223-4656

10月１日■オープン日

■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。

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

河芸体育館　　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）

一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

バドミントン（８面）
バドミントン（４面、18時～21時30分のみ）
卓球（18台）
卓球（13時～17時に空きがある場合のみ）
バレーボール（３面）　※ソフトバレー可

卓球（５台）

卓球（３台）

バドミントン、ソフトバレー（アリーナ）、
卓球（剣道場）
ソフトバレー
バドミントン

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン
卓球

６日㈭、14日㈮、17日㈪、26日㈬
３日㈪、11日㈫、28日㈮
３日㈪、11日㈫、28日㈮
５日㈬、６日㈭、10日㈪、14日㈮、17日㈪、25日㈫、26日㈬
５日㈬、10日㈪、25日㈫

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

４日㈫、11日㈫、18日㈫、25日㈫

11日㈫
21日㈮

５日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬

３日㈪、11日㈫、28日㈮

８日㈯、16日㈰、22日㈯

10日㈪
24日㈪

香良洲体育館　　292－2498
（9時～12時、13時～17時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

津市体育館　　225－3171
（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。

4月 302928272625242322212019181716151413121110987654321
日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

休
　
館
　
日

GⅠ三
国周年

三国 常滑

GⅢ芦屋♡

大村 浜名湖江戸川 常滑 常滑江戸川 平和島 平和島 平和島

浜名湖 鳴門 常滑 GⅠ三国周年 多摩川 江戸川 GⅢ大村♡びわこGⅠダイヤモンドカップ（大村）

三国 常滑 児島平和島 尼崎 尼崎浜名湖 GⅢ浜名湖♡びわこ びわこ

戸田 尼崎 江戸川 宮島

児島

丸亀 住之江 桐生 下関 桐生

住之江 GⅠ丸亀周年 GⅢ若松 丸亀 GⅢ蒲郡 住之江

下関 桐生 蒲郡 若松 丸亀 若松

唐津♡ 芦屋 芦屋 徳山 唐津GⅢ徳山♡

GⅠ大村 多摩川 児島GⅠ三国周年

マンスリーBOATRACE杯

マンスリーBOATRACE杯

プレミアムGⅠマスターズチャンピオン

プレミアムGⅠマスターズチャンピオン

中日スポーツ津ボート大賞

中日スポーツ津ボート大賞



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

２月１日現在

火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・・・・
　死亡者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・・・

12件（12件）
4件（4件）

1,362件（1,362件）
795件（795件）

0人（0人）
89人（89人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,018世帯
（前月比47世帯減）

281,588人
（前月比157人減）

136,635人
144,953人

市民の動き
１月分

（平成29年累計）

悲しい数字

広報 つ！　平成29年３月16日号14

クラシックカー
展示の様子

三多気の桜の様子

君ヶ野ダムの桜の様子

お知らせ

イベント

募　　集

県庁外来
駐車場

津偕楽公園春まつりに伴う
一方通行規制(自転車を除く)
　３月24日(金)～４月９日(日)
10時～21時

　土・日曜日は県庁外来駐車場
をご利用ください。
　津市観光協会(　246－9020)

SEA LINK in 津なぎさまち
　４月２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、クラシックカー展示
など　※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)

津市民文化祭参加事業文化講演会
？「発見塾」三重大学シリーズ
　３月25日(土)13時30分～15時
　津リージョンプラザ２階健康
教室　　森正人さん(三重大学人
文学部准教授)による講演「メディ
アと戦争～軍靴の音を聞く・見る」
　津文化協会担当(　090－1236－1144)

君ヶ野ダム公園桜まつり
　４月２日(日)10時～14時30分
　君ヶ野ダム公園(美杉町八手俣)
※JR名松線伊勢竹原駅と会場間
で無料臨時バスを運行　　地元
産物の販売や美杉連山のろし太
鼓演奏、よさこいソーラン演舞、
歌謡ショーなど　※４月１日(土)
～４月下旬の日没～21時にライ
トアップを実施
　同まつり実行委員会(美杉総合支
所地域振興課内、　272－8085)

三多気桜まつり
　４月８日(土)・９日(日)８時～16時
　美杉町三多気地内　※フットパー
ク美杉と会場間で無料臨時バスを
運行　　地元産物の販売や千本
つき、山賊鍋、ごくまき(餅まき)な
ど　※４月１日(土)～16日(日)
19時～21時にライトアップを実施
　同まつり実行委員会(美杉総合支
所地域振興課内、　272－8085)

世界自閉症啓発デー
Light It Up Blue みえ
　自閉症の理解を深め、ともに
社会で暮らしていくための啓発
イベントです。
　４月２日(日)11時～20時　　
津市まん中広場ほか　　ライト
アップ(津市まん中広場・津城
跡)、当事者や支援者によるトー
クセッション、福祉マルシェ、

ステージパフォーマンスなど
　Light It Up Blue みえ実行委
員会(　050－3704－2835)

生誕220年記念「齋藤拙堂顕彰」
吟道大会と俳句・短歌の表彰式
　３月26日(日)13時～16時30分
　中央公民館ホール　　津市吟
剣詩舞道連盟主催の吟道大会と
広報津平成28年11月16日号で
募集した俳句・短歌の
入選作の表彰
　齋藤拙堂顕彰会事務
局(　226－2722)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　３月23日(木)19～21時、26
日(日)14時～16時30分、４月
27日(木)19時～21時　　アスト
津３階ミーティングルームＢ　
　不登校で悩んでいる保護者を
中心とした集まり　※誰でも参
加できます　　100円
　同会担当(　090－4185－1514)

将棋をしませんか
　毎週火曜日13時～17時　　ポ
ルタひさい２階交流活動室Ｃ　　
四局対戦方式　※講座ではあり
ません　　各日60人　　１回
300円
　日本将棋連盟津友の会代表(　
237－2521)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　４月12日(水)13時～15時
同センター作業室(三重町津興)　
　市内に在住の60歳以上で、臨時・
短期・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

津なぎさまち│



　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３月16日号 15

健　　康

とき（４月） ところ

10日㈪
13時～16時

久居総合福祉会館北館２階
会議室

17日㈪
13時～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

４日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

無料相談

とき（４月） ところ
５日㈬
９時30分～
11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

５日㈬
９時30分～
11時30分

芸濃福祉センター１階
相談室

６日㈭
９時30分～
11時30分

白山市民会館１階
教養娯楽室

10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

20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

内容など と　き 費　用

中国語
　　20人

４月６日㈭から
毎月第１～３木曜日
19時～20時45分

1万2,000円
（年間）

英会話
（前期５～７月）
　　25人

５月26日㈮からの
金曜日
19時～20時30分
（全８回）

5,000円
（教材費が
別途必要）

日本語
　　70人

４月９日㈰から
毎月第１～３日曜日
13時～16時

無料

語学講座

　河芸公民館　　上記以外に津
市国際交流協会入会金が別途必
要
　３月24日(金)から直接窓口また
は電話で同協会津北部支部(河芸
総合支所地域振興課内、　244－
1701)へ

自衛官・学生
　防衛省では、平成29年度採用
の自衛官候補生・一般幹部候補
生・予備自衛官補を募集してい
ます。応募資格など詳しくは、
自衛隊三重地方協力本部のホー
ムページをご覧ください。
　同本部津募集案内所(　224－
4324)

危険物取扱者試験予備講習会
　５月17日(水)９時～17時　　
県文化会館４階中研修室(県総合
文化センター内)　　乙種第４類
を受験する人　　　70人　　
7,000円(テキスト代を含む)
　４月13日(木)～24日(月)に津
市防火協会または各消防署(所)
にある所定の申込書に必要事項
を記入し、直接同協会窓口(消防
本部庁舎内)へ　※土・日曜日を
除く９時～16時
　同協会(　256－4222)

危険物取扱者試験
　６月11日・18日いずれも日曜日
※試験種類、会場、申し込み方法
は、願書に同封の試験案内で確認
するか、消防試験研究センターへ
お問い合わせください。願書は、津
市防火協会、各消防署(所)で配布
　同センター(　226－8930)

平成29年度三重県私費留学生・医
療看護系外国人学生奨学金受給者
　三重県では優秀な学生に奨学
金を給付し、国際感覚に富んだ
人材を育成します。給付額、応
募条件など詳しくはお問い合わ
せください。
　県内に住所を有する人など
　三重県国際交流財団(　223－
5006)へ　※４月１日以降は三
重県ダイバーシティ社会推進課
(　222－5974)へ

ひきこもりのみなさん
将来のことを一緒に考えようよ
　学校に行けず悩んでいる人に
将来の進路や学習方法をアドバ
イス。意見交流も行います。
　３月25日(土)18時～20時　　
ポルタひさい２階交流活動室C
　小学生～25歳　※保護者同伴可
　20人　　500円　
　３月24日(金)までにＥメールで
久居シルバーサークル(　fuji077@
yahoo.co.jp)へ　※当日参加も可
　久居シルバーサークル担当(　
080－3623－4966)　

認知症予防教室
　４月14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　　
音楽療法で認知症予防、手描き
カレンダー作り(５月)　　市内
に在住の65歳以上　　　30人
　３月31日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

地価などに関する無料相談会
　４月３日(月)９時30分～12
時、13時～15時30分　　市本
庁舎１階ロビー受け付け　　不
動産鑑定士による地価や地代、
家賃、土地利用に関する相談

　三重県不動産鑑定士協会(　
229－3671)

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)

４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。

　三重行政評価事務所(　227－
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

　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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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。

広告

松沢 章さん　 稲垣 大輔さん　 伊藤 和倫さん　 伊藤 眞徳さん　 

白塚漁業協同組合青年部
ま つ  　ざ わ 　  あきら い な 　 　が き 　   だ い 　 す け い 　 　と う 　   か ず 　 　のり い 　 と う 　   まさ　 　 のり

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　 ▼次回(最終回)は「茶」

　３月中旬、小女子の活気溢れる水揚げと、海岸一面を埋め尽くす天日干しは、伊勢湾に春の訪れを告げる風物
詩。脂がのり、まるで素麺のような口当たりの小女子は、江戸時代から続く白塚漁港の特産品として親しまれてき
た。ところが、最盛期は年間漁獲高３億円にも及んだ小女子が、伊勢湾から突如消えた。昨年から禁漁となり、今
年１月上旬に確認できた個体は、わずか１匹。「温暖化のせいか、潮の流れが変わったせいか、原因は分からな
い。ゴナ※は伊勢湾で生まれて、伊勢湾で育つ。自然と戻るまで手の打ちようはない」と、稲垣さんは話す。
　「経験と運を頼りに海に出て、成果が目に見えて分かる漁業は楽しい。今でもゴナの解禁日は興奮して眠れな
い」と、若い漁師４人は声を弾ませる。小女子を舟に引き上げた瞬間に‟１年の始まり”を感じるという伊勢湾の
漁師たち。「来年は必ず取れる」ー期待を込めて、例年と違う春の海を眺めた。

そう　めん

伊
勢
湾
生
ま
れ

伊
勢
湾
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春
を
呼
ぶ
魚

小
女
子
を
追
う

こ
う
な
ご

※小女子の愛称

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.12 小女子～

こ  の    ま  ちこ  の    ま  ちこ  の    ま  ち

小女子漁でにぎわう10年前の白塚漁港小女子漁でにぎわう10年前の白塚漁港



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

2017津マジックフェスティバル

まき子バレエスタジオ第６回発表会  

レモンの里コンサート 

四季の会カラオケ発表会

浅岡栄子マリンバリサイタル

マイナビ就職セミナー合同会社説明会

前売り  2,000円
当　日  3,000円

催 し 物 の ご 案 内催 し 物 の ご 案 内

入場料

■津リージョンプラザ　お城ホール

■アストプラザ　アストホール

2

8

16

18

22

23

30

日

土

日

火

土

日

日

13:00

14:00

14:00

13:00

13:40

9:20

14:00

16:00

16:00

15:00

15:00

15:40

16:00

16:30

★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪  ホ ー ル　♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★

無  料

無  料

無  料

無  料

無  料

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき２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３月16日発行～

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき２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３月16日発行～

津リージョンプラザ

アストプラザ

河芸公民館

芸濃総合文化センター

美里文化センター

サンヒルズ安濃

サンデルタ香良洲

一志農村環境改善センター

白山総合文化センター

美杉総合文化センター

　229-3300

　222-2525

　245-2222

　265-6000

　279-8111

　268-5811

　292-3113

　293-5611

　262-5893

　272-8080

前売り一般 1,000円

 高校生以下    500円

当日   一般 1,200円

 高校生以下    600円

月

2017

4

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

13 木 無　料

津奇術グループ
　090-3308-7175(杉平）

国立音楽大学三重県同調会
　231-5959(鈴木)

まき子バレエスタジオ
　080-1240-8665(中田)

レモンの里コンサート実行委員会
　229-8433(倉田)

　090-3305-0468(坂井)

四季の会
　225-5667(伊佐田)

ＧＯＮＮＡ
　227-6334(浅岡)

マイナビ
　052-582-1307(政木)

こうべの丘ウィンドアンサンブル
　090-6075-2388(山脇)

13:00 17:00

うぐいすの会 春の歌謡祭     

REALBOOK 楽しいファミリーコンサート  

久居少年少女合唱団第32回定期演奏会     

2

9

30

日

日

日

無　料

1,000円 

無　料
久居少年少女合唱団
　090-8187-8934(松岡)

うぐいすの会
　262-3846(薮内)

090-5813-9052(松田)

9:20

14:00

13:30

18:00

16:00

15:30

第10回三重県奇術協会マジックショー23 日 無　料 232-9392(幾田)

293-5420(松本)

13:30 15:45

こうべの丘ウィンドアンサンブル
第22回演奏会

30 日 500円14:00 16:00

一志歌謡祭30 日 無　料9:30 16:30

■河芸公民館　大ホール　
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■一志農村環境改善センター　多目的ホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

■白山総合文化センター　しらさぎホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

国立音楽大学三重県同調会
第26回くにたちコンサート

Ｌｉｔｔｌｅ  ｐｉａｎｉｓｔ  ｃｏｎｃｅｒｔ
～アンサンブル編



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

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

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

ギャラリー

ギャラリー    

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)

生活文化情報センター
(展示室)

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

三重県自閉症協会事務局
　234-9477(横山)

友光会
　227-1406(吉田)

ナキウサギふぁんくらぶ
　011-281-3348(市川)

オンリーワンの会
　225-7568(横山)

フォトクラブ写心気
　090-3458-2435(佐藤)

写真集団 友光会

伊勢型紙の展示

第８回フォトクラブ写心気作品展

世界自閉症啓発デー特別企画
第９回三重県自閉症協会作品展

ナキウサギ写真展2016～2017
輝く瞬間(とき)エゾナキウサギ

無料

無料

無料

無料

無料

６日(木)～９日(日)
10:00～16:00
(６日は13:00から、
９日は14:00まで）
12日(水)～16日(日)
9:00～17:00
(12日は12:00から、
16日は16:00まで）

14日(金)9:00～17:00
15日(土)9:00～12:00
21日(金)～23日(日)
9:00～16:00
(21日は10:00から、
23日は15:30まで）
27日(木)～30日(日)
9:30～17:00
(27日は12:00から、
30日は16:00まで）

リハーサル室 第３楽屋 第１控室

使用区分 時間区分 ９時～12時 13時～17時 18時～22時 ９時～17時 13時～22時 ９時～22時

ホール施設のご案内ホール施設のご案内

西丸之内23番１号　　229-3300

施設名　　　             規  模                定員など

お城ホール

リハーサル室

第１楽屋

第２楽屋

第３楽屋

第１控室  

  124㎡

20㎡(和室10畳)

16㎡

35㎡

17㎡

プロセニアム形式
舞台　13ｍ×13ｍ
-

8人程度

8人

16人

6人

600席
車椅子用5席

施設の概要

休館日　月曜日(祝・休日の場合は翌日)、12月29日 
　～翌年１月３日
申し込み　開館日の８時30分～17時15分に直接、
　津リージョンプラザ総合管理事務室へ申し込んで 
　ください。使用する日の属する月の10カ月前の月
　の初日から当日まで、直接窓口で申請ができます。
　電話、郵送による申し込みは受け付けません。な
　お、申し込みの際は、催しの内容、入場方法など
　具体的に内容を記入する必要があります。申し込
　み後、内容に変更があった場合は速やかに届け出
　てください。      

単位（円）

お城ホール

お城ホール

リハーサル室

第 １  楽  屋

第 ２  楽  屋

第 ３  楽  屋

第 １  控  室

シャワー室

一般使用の場合

営利または宣伝を
目的とする場合

（入場料などを徴
収しない場合）

平日

土・日・休日

平日

土・日・休日

7,000
9,000
14,000
18,000
1,800
500
400
800
400
500

10,000
14,000
20,000
28,000
2,700
700
600
1,100
600
500

14,000
19,000
28,000
38,000
4,100
1,100
900
1,700
900
500

17,000
23,000
34,000
46,000
4,500
1,200
1,000
1,900
1,000
500

24,000
33,000
48,000
66,000
6,800
1,800
1,500
2,800
1,500
500

31,000
42,000
62,000
84,000
8,600
2,300
1,900
3,600
1,900
500

施設の使用料

津リージョンプラザ　お城ホール

※お城ホール使用時に、入場
　料などを徴収する場合は
　別途使用料を加算します。
　詳しくは施設までお問い
　合わせください。
※お城ホールを準備、原状回
　復、リハーサルのために使
　用する場合の使用料は、時
　間区分の使用料の半額と
　なります。



経済対策
臨時福祉給付金

～申請をお忘れなく～
経済対策臨時福祉給付金 平成29年３月16日発行

津市臨時福祉給付金窓口
　229－3397　　229－3334

折り込み紙
広報津

次の全てを満たす人
●平成28年１月１日時点において、津市に住民
　登録のある人(外国人を含む)
●平成28年度分の市県民税(均等割)が課税されて
　いない人
※ただし、市県民税(均等割)が課税されている人
　の扶養親族等や生活保護を受給している場合な
　どは、対象になりません。

　平成26年４月の消費税率の引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い人への経済的
負担を考慮し、暫定的・臨時的な措置として一定額を支給するものです。

　支給対象者１人につき１万5,000円

　支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課か
らの税のお知らせに同封し、３月15日(水)に発送
しました。
※申請書等が届いても、支給対象にならない場合
　があります。

　申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。

●平成28年１月１日以降に亡くなった人は、対象になりません。
●原則として、申請期間外の申請や、平成28年１月１日時点で津市に住民登録のな
い人の申請は受け付けできません。

●ＤＶ被害者や、児童福祉施設に入所している児童などで、他の市区町村から住民登
録を移さずに津市にお住まいの人は、津市で申請できる場合がありますので、ご相
談ください。

●給付金の支給は、申請を受け付けてから約１カ月半後の振り込みになりますのでご
了承ください。

経済対策臨時福祉給付金って何？

お問い合わせは…

！ ！

支給対象者支給対象者

注意事項

支給額支給額

申請書等の発送申請書等の発送

申請方法申請方法

カクニンジャ

※当日消印有効

【扶養親族等とは…税法上の控除対象配偶者、配偶者特
別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を
含む)、青色事業専従者および白色事業専従者】

●津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤル
　　229-3397（８時30分～17時15分）　※土･日曜日、祝･休日を除く
●厚生労働省の相談窓口専用ダイヤル
　　0570-037-192（９時～18時）

月

木



経済対策
臨時福祉給付金

折り込み紙
広報津

※基準日は平成28年１月１日

平成28年度分の
市県民税は課税
されていますか

平成28年度分の
市県民税が課税
されている人に
扶養されていま
すか

スタート
生活保護を受け
ていますか

経済対策臨時福
祉給付金の支給
対象者になる可
能性があります

支給対象ではありません ※このチャートは一般的な場
　合を想定しています。

はい はい はい

いいえ いいえ いいえいいえ いいえ いいえ

はい はい はい

あなたは支給対象者？対象者診断チャートでカクニンジャ！

ここが知りたい！臨時福祉給付金Ｑ＆Ａ

Ｑ 自分に市県民税が課税されているかどうかは、どうすれば分かりますか。
Ａ 次の場合には基本的に市県民税が課税されています。
　●平成28年度に自分の「市県民税」の納税通知書が届いている場合
　●平成28年度に自分の給与支給明細書の「市県民税」の項目に課税額が記載されている場合
　●平成27年中の自分の給与や年金の収入が下表の非課税限度額以上の場合(控除内容等によ
　　り非課税限度額は変わります)

Ｑ 基準日の翌日以降に津市へ転入しました。臨時福祉給付金の申請はできますか。
Ａ 平成28年１月２日以降に市外から転入した人については、平成28年１月１日現在で住民登
　録があった市区町村へお問い合わせください。

区　分 非課税限度額
（給与収入ベース）

給与所得者

単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

 96万5,000円
146万9,000円
187万9,999円
232万7,999円

区　分 非課税限度額
（年金収入ベース）

65歳以上
65歳未満
65歳以上
65歳未満

単身

夫婦

 151万5,000円
101万5,000円
201万9,000円
159万2,000円

公的年金等受給者

　自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員などをかたった不審

な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市臨時福祉給付金窓口専

用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。



人権だより

人権だより
平成29年３月16日発行

第11号
人権課

　229－3165　　229－3366

折り込み紙
広報津

　津市が人権尊重都市を宣言してから、３月で
10年を迎えます。
　この宣言では、「私たち津市民は、一人ひとり
が自らの人権意識を高め、すべての人々の人権を
守り、明るく住みよい社会を築くため、ここに
『人権尊重都市』を宣言します」としています。
人権は、誰もが等しく持っている権利であり、幸
せな生活を営むために欠かすことのできない権利
です。一人一人が、お互いの個性を認め合い、自
分の人権だけでなく他人の人権についても大切に
していかなければなりません。
　津市では、市民の皆さんに人権について考え、
理解を深めてもらうため、同和問題、子どもの人
権、女性の人権、障がい者の人権、高齢者の人
権、外国人の人権、ＬＧＢＴなど性的マイノリ
ティーといったさまざまな人権課題の解消に向け
た講演会や講座、研修会を実施し、広報津では

「シリーズ人権」を掲載しています。また、国や
県などと連携・協力して、差別事象をなくしてい
くために取り組んでいます。
　この人権だよりは、毎年３月に発行しており、
家庭や職場、地域などのあらゆる機会で、市民の
皆さんが人権について考えるきっかけとなればと
思います。
　今後も、人権尊重都市の実現に向け、皆さんと
ともに、人権課題を解消し、人権意識の高いまち
を目指して取り組みを進めていきます。

コラム 男らしく？女らしく？男らしく？女らしく？男らしく？女らしく？
　「男のくせに泣くんじゃない！」「女の子なん
だからもっと行儀よくしなさい！」これらは
きっと誰もが一度は言われたことのある言葉で
はないでしょうか。しかし、大切な人のために
涙を流せる男の子は弱い子なのでしょうか。
きっとその子は相手の気持ちを考え思いやるこ
とのできる、とても優しい男の子にちがいあり
ません。では、行儀よくしなければいけないの
は女の子だけなのでしょうか。男の子だって行
儀が悪ければ人に迷惑を掛けてしまったり、自
分自身が恥ずかしい思いをしてしまったりする
はずです。こうして考えてみると、「男らしさ、

女らしさ」という言葉
には、これといった定
義もなく、かなりあや
ふやで不確かなもので
はないでしょうか。
　津市では、昨年９月
に「男女共同参画に関
する市民意識調査」を

実施しました。その中の「子どもには、どのよ
うな生き方をしてほしいと思いますか」という
設問で、男の子には「経済的に自立できるよう
に」という回答が一番多く、女の子には「家事
など身の回りのことが自分でできるように」と
いう回答が一番多くなりました。これは子ども
たちの幸せを願う、切実な親の気持ちなので
しょう。しかし、こうした思いや期待によっ
て、子どもたちに知らず知らずのうちに、世間
で言うところの男らしく、女らしく生きること
を選択させてしまっているのだとしたら、私た
ち大人は考えを改めなければならないのではな
いでしょうか。男性と女性は、体力や運動能力
など身体的な点では差があります。しかし、性
差だけを理由に、大人が子どもたちの未来や可
能性を狭めてしまってはいけないのです。
　男らしい生き方、女らしい生き方ではなく、
「自分らしい生き方」、そんな自由な生き方を
選択できる社会をみんなで築いていきましょ
う。

嶋田暉さん
(美杉中学校３年生)



人権だより

折り込み紙
広報津

同和問題について

　昨年10月14日、白山市民会館で、市民人権講
座が開催され、反差別・人権研究所みえ調査・研
究員の三輪真裕美さんによる「今、私たちにでき
ること～性的マイノリティの人権から考える～」
と題した講演がありました。
　皆さんは、ＬＧＢＴなど性的マイノリティー
(性的少数者)という言葉を聞いたことはあります
か。ＬＧＢＴとは、同性愛者、両性愛者といった
性愛の対象が必ずしも異性ではない人たちや身体
の性と心の性が一致しない人たちのことを英語の
頭文字で表した総称です。この性的マイノリ
ティーの人たちが、日本国内で約7.6％、13人に
１人いるといわれています。
　最近では、スポーツ選手や、タレントなどが同
性愛を広く告白したり、性的マイノリティーの人
たちの生き方を取り上げたテレビドラマが放映さ
れたりするなど、少しずつですが、その認識は高
まってきています。しかし、
その一方で、性的マイノリ
ティーに対する多くの人々の
認識は、依然として低く、そ
のことが誤解や偏見を生み、
差別につながっています。
　これまでの社会の中では、
人は生まれた時の身体的特徴

により男性か女性に区別され、男性は女性を、女
性は男性を恋愛対象とするものだと考えられてき
ました。しかし、現実的には、身体的性別と自認
する性別が異なっていたり、恋愛の対象が同性で
あったりするなど、必ずしもそうではありませ
ん。また、自分の身体の性と心の性に違和感を持
ち、学校や職場、日常生活の中で、トイレ・更衣
室の使用や決められた制服、髪型、呼称などで息
苦しさを感じている人もいます。
　三輪さんは講演の中で、「身体の性、心の性、
愛する対象は100人いれば100通り」だとおっ
しゃっています。例えば、身体の性は男性であっ
ても、心の性が女性である場合、愛する対象の性
は男性であったり、ボーイッシュな女性であった
りするなど多様で誰一人同じ性の指向はありませ
ん。まさに、この多様性を受け入れ、理解してい
くことが、性的マイノリティーの人権を考える一
歩ではないでしょうか。性を含めた多様性や人権
を尊重する社会の実現のためには、一人一人がお
互いの「違い」を一つの個性として受け止めて認
め合うことが大切です。その上で、私たちが、学
校や職場、日常生活の中で、できることは何かを
考えることが、性的マイノリティーに対する差別
や偏見をなくすために必要なことではないでしょ
うか。

　同和問題とは、特定の地域出身であることや、
そこに住んでいることを理由に、差別するという
重大な人権問題です。現在でも、同和問題に係る
差別事象が発生しています。
　ところが「そっとしておけばいいのに」とか
「私には関係ないから」といった考え方を持って
いる人もいて、私たち一人一人の問題になってい
るとは言い切れません。
　いじめも差別も常に「する側」の問題として、
解決していこうとする姿勢が必要です。私たち
は、日々の生活の中で誤った知識や偏見などを刷
り込まれることがあります。知らず知らずに、差
別意識を持ってしまってはいないでしょうか。
　さらに、インターネットやスマートフォンなど
が普及した今、書き込みなどで不特定多数に差別
が拡散し、それが新たな差別意識を引き起こすこ
となども問題となっています。

　現在、人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律に基づき同和問題の解決に向けた取り組みが行
政・学校・企業・関係団体など、あらゆる機会を
利用して進められています。昨年12月には、部
落差別の解消の推進に関する法律も新たに施行さ
れました。
　同和問題は、決して一部の人たちだけの問題では
ありません。人間が人間として尊重され、誰もが平
等で明るく幸
せに生活でき
る社会の実現
のため、私た
ち一人一人が
人権感覚を磨
き、差別のな
い社会にして
いきましょう。

多様な性の在り方



人権だより

折り込み紙
広報津

障がい者の人権について
　日本は、平成26年に障害者の権利に関する条
約(略称：障害者権利条約)を締結しました。
　以前は、障がいとは、病気や外傷などから生じ
る個人の問題であり、医療を必要とするといった
医学モデルの考え方が反映されていました。しか
し、障害者権利条約では、障がいとは、主に社会
によって作られたもの、社会の問題であるという
社会モデルの考え方が反映されています。
　学校現場では既に、障がいの有無に関わらず、
子どもたちが同じ場所で共に学ぶというインク
ルーシブ教育が進められています。障がいのある
子どもと障がいの
ない子どもが共に
学ぶことで、同じ
社会に生きる人間
として、互いに正
しく理解し、共に
助け合い、支え
合って生きていく
大切さを学ぶこと

ができます。
　また、障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律(略称：障害者差別解消法)が、昨年４月
から施行されました。この法律は、障がいのある
人もない人も、互いにその人らしさを認め合いなが
ら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
　しかし、昨年７月、神奈川県相模原市の障がい
者施設津久井やまゆり園で、障がい者19人が殺
害され、27人が負傷するという大変痛ましい事
件が発生しました。多様性を認めず、生きる意味
や人の価値を独善的に判断し、命を平気で奪う身
勝手な考えは、断じて許されません。私たちは障
がいがあろうがなかろうが、同じかけがえのない
人間なのです。そして、人間の命を奪う権利など
誰にもないのです。
　障がいがある人もない人も、互いを認め合い、
支え合って生きていく大切さを、私たち一人一人
がしっかり考え、あらゆる人が個人として尊重さ
れ、排除されない社会の実現を目指していかなけ
ればなりません。

　「僕な、家族の話になると黙ったり、話を変
えようとしてきた。お父さんがおらへんことを
どんなふうに思われているんやろって思ったら
不安で。でもな気がついたんさ。家族ってお父
さんが、お母さんがいて当たり前って思ってい
る人がたくさんいる。そんな周りの見方に僕自
身が捉われていたことに。お母さんと二人で暮
らしているのが僕の家族。そんな家族のことが
僕は好き。これが自分の家族なんやって胸を
張って生きていこうと思う。家族っていろんな
形があっていい。そんなふうに思える社会をつ
くっていくんや」
　「私の町のことをよくないように言う言葉を
聞いたとき、私の心の中が不安でいっぱいに
なった。でも、私の住んでる町は、自分の子ど
ものように声をかけてくれるおっちゃんやおば
ちゃんがいっぱいいる。私はそんな自分の住ん
でいる町が好き。だから、私は、大好きな町の
ことを隠すような生き方はしやへん」
　この子どもたちの声は、社会のありようへの

叫びであり、訴えで
はないでしょうか。
かつて勤務した学校
で、担任した子ども
たちからこんな言葉
を聞いた私は、自分
の生き方や考え方を
揺さぶられ、自分自身が何に捉われていたのか
を見つめ直すきっかけになりました。
　子どもたちは、一人一人違う環境の中で育
ち、さまざまな経験をしながら生きています。
ありのままの姿を受け入れ合う開かれた関係の
中では、子どもたちは安心して自分を表現する
ことができます。しかし、本当の思いを出せな
い環境の中では「自分とは違う自分」を演じな
ければならず、心を閉ざすしかありません。
　そのようなありのままの自分が出せない状況
を変えていくために、まずは、私たち一人一人
の中にある固定した見方や考え方を絶えず問う
ことを大切にしていきませんか。

コラム
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人権標語・人権ポスター入選者一覧人権標語・人権ポスター入選者一覧人権標語・人権ポスター入選者一覧
人権標語

人権ポスター

今地結聖さん
(安濃小学校２年生)

落合倫世さん
(一志中学校１年生)

村上文俊さん
(朝陽中学校３年生)

考えよう　あいてのきもち　あいてのこころ

声かけて　人の心に　よりそって

最優秀賞 優秀賞 (順不同)

江藤千裕さん
(一身田中学校３年生)

松田唯花さん
(芸濃中学校１年生)

前川真毅さん
(辰水小学校６年生)

飯場彗也さん
(東観中学校１年生)

芝山彩葉さん
(草生小学校５年生)

市川海吏さん
(香良洲小学校６年生)

松下結衣さん
(一志西小学校６年生)

田辺吾郎さん
(上野小学校５年生)

平井愛結さん
(倭小学校６年生)

木内梨乃さん
(明小学校５年生)

澤純子さん
(美里中学校２年生)

豊田紗希さん
(香海中学校３年生)

濱地晴帆さん
(一志中学校３年生)

小林由奈さん
(白山中学校２年生)

嶋田暉さん
(美杉中学校３年生)

星本宇哉さん
(一身田小学校６年生)

古川征博さん
(戸木小学校５年生)

湯元雄飛さん
(久居西中学校２年生)

島袋優菜さん
(朝陽中学校２年生)

松本愛実さん
(美杉小学校６年生)
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　３月から４月は引っ越しのシーズンです。一度に大量に出る引っ
越しごみは、直接下表のごみ処理施設へ、また、古紙などの資源物
はエコ・ステーションへの搬入をお願いします。
　直接搬入できない場合は、家庭ごみ収集カレンダーで収集日をよ
く確かめ、計画的に数回に分けて決められた日に出してください。

　花便りも伝わる好季節に、津市リサイクルセン
ター内の自然公園を散策しませんか。シイタケ菌
打ち体験も行います。
と　き　４月２日(日)10時～(雨天中止)　※散策
　終了後にシイタケ菌打ち体験
ところ　津市リサイクルセンター ビジターセン
　ター
定　員　先着20組(シイタケ菌打ち体験のみ、散
　策は自由)
持ち物　軍手、飲み物など
費　用　１組500円(シイタケ菌打ち体験のみ)
申し込み　シイタケ菌打ち体験のみ電話で環境学
　習センター(　237-1185)へ
申込期間　３月21日(火)～26日(日)　
　※受け付けは９時から(月曜日休館)　

と　き　５月コース、６月コ
　ース、７月コースいずれも
　第１、第３、第４土曜日９
　時～12時
ところ　環境学習センター
　(津市リサイクルセンター２階)
定　員　各コース先着10人
持ち物　古着(無地の端切れや着物など、目安は
　幅110㎝、長さ60㎝)、裁縫道具など
費　用　受講料500円(３回分)
申し込み　電話で環境学習センター(　237-118
　5)へ
申込期間　３月26日(日)～４月１日(土)　
　※受け付けは９時から(月曜日休館)

平成29年３月16日発行
平成29年　第１号
環境政策課

　229－3139　 229－3354

環境だより環境だより

環境だより

環境だより

環境だより環境だより環境だより環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして

自然公園の散策とシイタケ菌打ち体験 木綿の古着で作ろう！
白い花のアップリケバック

大量に出る引っ越しごみは直接搬入を！大量に出る引っ越しごみは直接搬入を！

自然体験・リメーク講座に参加しませんか！自然体験・リメーク講座に参加しませんか！

燃やせるごみ

ごみの種類 地　域 搬入場所 搬入日時 問い合わせ

津・河芸・芸濃 西部クリーンセンター
片田田中町1304
クリーンセンターおおたか
森町2438-１ 月～金曜日８時30

分～12時、
13時～16時30分
(12月31日～１月
３日を除く)リサイクルセンター

片田田中町1342-1

久居・美里・安濃・香良洲・
一志・白山・美杉

全て

環境施設課　
　237-0671

燃やせないごみ
容器包装プラスチック
その他プラスチック
金属、びん、ペットボトル、危険ごみ(卓上
カセットボンベ・スプレー缶、使い捨てラ
イター、蛍光管、乾電池、水銀式体温計)
※分別して搬入してください。

※一般家庭から日常生活で発生したごみを自身で直接施設へ搬入する場合、20kg以下のものに無料枠を設けています。
　施設使用料など、詳しくは環境施設課へお問い合わせください。
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　資源物持ち去り防止のため、市民の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
　なお、持ち去り行為を発見した場合は、直接
声を掛けるのは避け、発見した場所、時間、車
両のナンバーな
どを環境政策課
(　229-3258)ま
たは各総合支所
地域振興課へご
連絡ください。

資源物持ち去り防止パトロールを実施しています！

回収活動の対象になるもの

回収活動団体の届け出

！

問い合わせ・申し込み　環境政策課　　229-3258　　229-3354　　各総合支所地域振興課

古紙類 

ごみ一時集積所に出された資源物

パトロール員の
蛍光ベスト

パトロール車の表示

布類

びん類

アルミ缶・
スチール缶

ごみは決められたごみ一時集積所に出しましょう！

資源物の朝出しにご協力を資源物の朝出しにご協力を

リサイクル資源回収活動を応援します！リサイクル資源回収活動を応援します！

　市民の皆さんが「ごみ一時集積所」に出した資源物(新聞、雑誌、
ダンボール、飲料用紙パック、衣類・布類、金属など)が持ち去られ
る行為が後を絶ちません。
　資源物の持ち去り行為は、決められた収集日の前日の夜間に多く発
生しているため、前日から出さずに、当日の朝に出すようご協力をお
願いします。朝出しができない人は、市内にある６カ所のエコ・ステ
ーションをご利用ください。また、地域によっては、リサイクル資源
の回収活動(廃品回収)を行っていますので、ご利用ください。 

　ごみの減量化・再資源化を図るため、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動(廃品回収)を
行っている営利を目的としない団体(自治会や子ども会など)に、報奨金を交付しています。

　ごみ一時集積所は自治会などで設置し管理しており、利用できる集積所も決められてい
ます。通勤途中など、決められた集積所以外の集積所には出さないようお願いします。

　報奨金制度を利用するには、毎年度団体の届
け出が必要です。回収活動を実施する前日まで
に行ってください。

報奨金額
　集団回収したリサイクル資源量１㎏につき、
６円の報奨金を交付します。
　ただし、びん類は、１升びんは１本0.9㎏、そ
の他のびんは１本0.6㎏に重量換算します。
例えば
　新聞を5,000kg回収して古紙業者に買い取っ
てもらった場合の交付金額
⇒5,000kg×６円＝３万円
　古紙業者の買い取り金額が２
万円とすると、合計５万円が活
動団体の資金となります。

　津市では、ごみ一時集積所を荒らしたり、危
険運転を伴う資源物の持ち去り行為を防止する
ため、警察と連携して夜間・早朝のパトロール
を実施しています。また、一部地域では自治会
へ委託して行っています。パトロールは資源物
収集日の前日の夜と当日の朝に、「環境パトロ
ール実施中」の腕章、蛍光ベストを着用し、
「環境パトロール実施中」を表示した車に乗っ
て、ごみの朝出しの啓発、不審車両の監視、資
源物の回収をしています。
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芸濃エコ・ステーション

エコ・ステーションをご利用くださいエコ・ステーションをご利用ください

リターナブルびんは地球にやさしい！リターナブルびんは地球にやさしい！
　リターナブルびんとは、ビールびん、一升
びん、牛乳びんなど洗って繰り返し使用でき
るびんのことです。
　酒販売店やスーパーマーケットなどに返却
されたリターナブルびんは回収する業者に引
き取られ、洗浄した後、酒類、飲料、調味料
メーカーに納められます。そこで飲物などを

詰め再び商品として出荷されます。
　リターナブルびんは、再使用(リユース)され
るので、ごみにならず、原料や製造
エネルギーの節約になるので環境に
優しい容器です。リターナブルびん
のシステムを理解し、販売店への返
却にご協力をお願いします。

　市内に６カ所ある「エコ・ステーション」では、古紙類や小型電子
機器などの資源ごみを回収しています。ごみ一時集積所には出せない
パソコン(モニターを含む)やキーボード、マウスの回収も行っていま
すので、ぜひご利用ください。なお、パソコンなどの個人情報データ
は、搬入前に必ず消去してください。

◆エコ・ステーション一覧 ◆
エコ・ステーション 搬入できる日時 搬入品目

明神リサイクル
ストックヤード
(久居明神町2108-1)
　255-8843
(久居総合支所地域振興課)

毎週水・土・日曜日
8：30～16：30
12月29日～１月３日を除く

※施設により搬入できる品目や日時が異なりますのでご注意ください。問い合わせは平日の8:30～17:15になります。気象警報発令時
　には、受け入れを一時中止する場合があります。

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パ
ック、衣類・布類、びん、ペットボトル、
小型電子機器(パソコンのモニターを
含む)、その他プラスチック、容器包装
プラスチック(汚れが取り切れないも
のは燃やせるごみへ)

西部クリーンセンター
(片田田中町1304)
　229-3258
(環境政策課)

毎週月～金曜日、日曜日
9：00～12：00、13：00～16：00　
祝・休日、12月31日～１月３日を除く 新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙

パック、衣類・布類、ペットボトル、小
型電子機器(パソコンのモニターを含
む)河芸エコ・ステーション

(河芸町久知野392)
　244-1706
(河芸総合支所地域振興課)

毎週火・木・土・日曜日、12月29日・30日
8：30～16：30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

香良洲エコ・ステーション
(香良洲町3958-9)
　292-4308
(香良洲総合支所地域振興課)　

毎週月・火・木～日曜日、12月29日・30日
7：30～12：00、13：30～16：45(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙
パック、衣類・布類、ペットボトル、小
型電子機器(パソコンのモニターを含
む)、金属

芸濃エコ・ステーション
(芸濃町北神山1450)
　266-2516
(芸濃総合支所地域振興課)

毎週水・日曜日、12月29日・30日
９:00～16:30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙
パック、衣類・布類、ペットボトル、小
型電子機器(パソコンのモニターを
含む)、金属(50cm角以内のもの)、
自転車、危険ごみ(スプレー缶、卓上
カセットボンベ、使い捨てライター、
蛍光管、乾電池、水銀式体温計)

一志とことめ
エコ・ステーション
(一志町田尻345-1)
　293-3008
(一志総合支所地域振興課)

毎週土・日曜日、12月29日・30日
９:00～16:30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く
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　自治会が管理するごみ一時集積所を新設、変更(移動・移設)、廃止する場合
は、事前に環境事業課または各総合支所地域振興課に相談の上、所定の届出書
を提出してください。届出書は、環境事業課、各総合支所地域振興課にありま
すのでお問い合わせください。

問い合わせ　環境事業課　　237-5311　　237-0079　各総合支所地域振興課

問い合わせ　環境政策課　　229-3258　　229-3354

問い合わせ　環境事業課　　237-5311　　237-0079　各総合支所地域振興課

ごみネットボックス　　　　　　鋼鉄製の集積庫

生ごみ処理機

ごみの減量化

堆肥

ごみ一時集積所の新設・変更・廃止ごみ一時集積所の新設・変更・廃止

　自治会が管理するごみ一時集積所の設置工事
などに対し補助金を交付します。
補助金額
設置工事…補助対象工事費の３分の１(工事費の
　額が１件当たり１万円以上のものに限る)
改修等工事…補助対象工事費の３分の１(工事費
　の額が１件当たり５万円以上のものに限る)
　※設置工事、改修等工事ともに補助額の上限
　　は15万円
　※改修等工事は、前回の補助対象工事から３
　　年以上経過していること

申し込み
　環境事業課または各総合支所地域振興課に事
前に相談の上、所定の申請書に記入し、必要な
書類を添えて提出してください。

ごみ一時集積所の補助金ごみ一時集積所の補助金

　日常生活で出る生ごみを堆肥化または減量化
するため、生ごみ処理機などの購入費の一部を
補助します。ただし、生ごみ処理機などの消耗
品(発酵剤など)は補助対象外です。
対　象
●市内に在住の人(セカンドハウスは除く)
●処理機などを利用して生ごみを堆肥化または 
　減量化できる人
●以前にこの補助制度を利用した場合、前回の
　補助金交付から６年以上経過している人
補助金額
生ごみ処理機…購入金額の２分の１(上限額2万
　5,000円)
コンポスト容器…購入金額の２分の１(上限額　
　3,000円）
※１世帯に１基を限度とします。
申し込み　環境政策課または各総合支所地域振
　興課にある申請用紙に必要事項を記入し、右
　記の全てを持参し提出　※申請用紙は津市ホ
　ームページからもダウンロードできます。

申し込みに必要なもの
●領収書(購入者氏名、購
　入年月日、購入金額、
　メーカー名、商品名、
　販売店名が記載されて
　いるもの。簡易なレシ
　ートは不可)
●印鑑(スタンプ印は不可）
●購入者名義の預金通帳
申込期限　購入日から60日以内または購入年度
　の３月31日のいずれか早い日まで　
※平成29年３月31日(金)までに購入したものは
　必ず平成29年３月31日までに申請を行ってく
　ださい。

家庭用生ごみ処理機などの購入費用を補助します家庭用生ごみ処理機などの購入費用を補助します



津市議会臨時会特集号

折り込み紙
広報津

※今臨時会では正副議長の改選はなく、現正副議長は２年目と
　なります。

　平成29年第１回津市議会臨時会が、２月８日・
９日に開催されました。
　今臨時会では、報告11件を含む議案14件が審議
され、全て可決されました。
　また、役員の選出が行われ、議会選出の監査委員
として、田中千福議員を選任することに同意すると
ともに、議会運営委員、常任委員などの選任が行わ
れました。
　今号では、今臨時会における役員改選により、新
しくなった津市議会の体制をご紹介します。

田中 勝博　議　　長

山﨑 正行　副 議 長

田中 千福　監査委員

田中勝博　議長 山﨑正行　副議長

田中千福　監査委員

議案番号 議　案　名

議案番号 議　案　名

可決・同意された議案

報　告

今臨時会で審議された議案等は次のとおりです。議決結果一覧表

 平成29年第１回津市議会臨時会

津市議会│

津市議会
臨時会特集号

議案第１号

議案第２号

議案第３号

津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び津市職員の育児休業等に関する条例の一部の改正について

平成28年度津市一般会計補正予算(第８号)

津市監査委員の選任につき同意を得るについて

報告第１号

報告第２号

報告第３号

報告第４号

報告第５号

報告第６号

報告第７号

報告第８号

報告第９号

報告第10号

報告第11号

専決処分の報告について(市営住宅に係る家賃支払い請求についての和解)

専決処分の報告について(市営住宅に係る家賃支払い請求についての和解)

専決処分の報告について(市営住宅に係る家賃支払い請求についての和解)

専決処分の報告について(市営住宅に係る家賃支払い請求についての和解)

専決処分の報告について(市営住宅に係る家賃支払い請求についての和解)

専決処分の報告について(道路管理の瑕疵による損害賠償の額の決定)

専決処分の報告について(道路管理の瑕疵による損害賠償の額の決定)

専決処分の報告について(水路敷除草作業に伴う事故による損害賠償の額の決定)

専決処分の報告について(市道除草作業に伴う事故による損害賠償の額の決定)

専決処分の報告について(市道除草作業に伴う事故による損害賠償の額の決定)

専決処分の報告について(小学校における事故による損害賠償の額の決定)

平成29年３月16日発行
議会事務局

　229－3222　　229－3337

か　し



津市議会臨時会特集号

折り込み紙
広報津

常任委員は次の皆さんです。（敬称略）

委員
　杉谷　育生

副委員長
　川口　　円

委員
　田矢　修介

常任委員会

委員長
　八太　正年

副委員長
　岩脇　圭一

委員
　長谷川　正

委員
　佐藤　有毅

委員
　中川　民英

委員
　青山　昇武

委員
　福田　慶一

委員
　加藤美江子

委員
　藤本　智子

委員
　大野　　寛

委員
　田中　千福

委員
　坂井田　茂

委員長
　小林　貴虎

委員
　辻　美津子

総務財政委員会

教育厚生委員会



津市議会臨時会特集号

折り込み紙
広報津

委員
　山﨑　正行

副委員長
　長谷川幸子

委員
　横山　敦子

委員
　岡　　幸男

委員
　倉田　寛次

委員
　村田　彰久

委員長
　渡辺　晃一

委員
　岡村　　武

委員長
　堀口　順也

委員
　田村　宗博

委員
　川崎　正次

委員
　中村　勝春

委員
　桂　　三発

委員
　岡本　知順

委員
　伊藤　康雄

委員
　川口　和雄

委員
　豊田　光治

副委員長
　西山　みえ

経済環境委員会

建設水道委員会



津市議会臨時会特集号

折り込み紙
広報津

会派の構成 会派の構成は次のとおりです。(敬称略)　◎会派代表者

各種委員等は次の皆さんです。(敬称略)　◎委員長　○副委員長

本会議や委員会は傍聴することができます。日程など詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。

各種委員会等

議会運営委員は次の皆さんです。(敬称略)議会運営委員会

◎山﨑　正行　○八太　正年　　中川　民英

　渡辺　晃一　　長谷川　正　　岡村　　武

　堀口　順也　　大野　　寛　　西山　みえ

　坂井田　茂　　小林　貴虎

議会だより編集委員会

田中　勝博　　山﨑　正行　　渡辺　晃一

長谷川　正　　岡村　　武　　伊藤　康雄

藤本　智子　　横山　敦子　　西山　みえ

佐藤　有毅　　八太　正年　　小林　貴虎

議長 副議長

会派代表者会議

県都クラブ

一　津　会

津　和　会

公明党議員団

津市民の会

◎西山　みえ　　川口　　円

　田中　千福　　川崎　正次

　田矢　修介　　岡　　幸男

　中村　勝春

◎伊藤　康雄　　川口　和雄

　大野　　寛　　杉谷　育生

　田村　宗博　

◎渡辺　晃一

市民の声を大切にする会

◎長谷川　正

至　誠　会

◎岡村　　武

自由民主党市議団

◎八太　正年

◎佐藤　有毅　　岩脇　圭一

　坂井田　茂　　桂　　三発

　岡本　知順　　田中　勝博

　堀口　順也　　青山　昇武

◎横山　敦子　　加藤美江子

市民クラブ 日本共産党津市議団

◎小林　貴虎　　福田　慶一

　辻　美津子　　倉田　寛次

　山﨑　正行　　村田　彰久　

　中川　民英　　長谷川幸子

◎藤本　智子　　豊田　光治

委員長

　八太　正年

委員

　伊藤　康雄

副委員長

　佐藤　有毅

委員

　藤本　智子

委員

　渡辺　晃一

委員

　横山　敦子

委員

　長谷川　正

委員

　西山　みえ

委員

　岡村　　武

委員

　小林　貴虎

し ん わ

し せ い

いっしん



健康づくりだより

健康づくりだより

折り込み紙
広報津

平成29年３月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3287

問い合わせ　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 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※の保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
　香良洲※
一　志
　白　山※
　美　杉※

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

赤ちゃんの離乳食教室
　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　先着各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　３月22日（水）から各保健センターへ

赤ちゃんの
離乳食教室
《スタート編》

芸　濃

一　志

ところ
（保健センター名）

とき
（４月） 対　象

妊婦、離乳食開始
前または開始した
ばかりの乳児を持
つ保護者

21日（金）
10 ： 00～
11 ： 30
25日（火）
10 ： 00～
11 ： 30

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

中　央

ところ
（保健センター名）

とき
（４月） 内容など

26日（水）
10：00～12：00

赤ちゃんと楽しむ絵本
（図書館職員）、赤ちゃ
んとの生活（保健師）

久　居

12日（水）
13：30～15：30

妊婦さんと赤ちゃんの
お口の健康
（歯科衛生士）

津市健康づくり推進懇話会の活動を紹介します
　津市健康づくり推進懇話会では、健康づくり
に関わる団体から推薦されている委員19人
が、健康づくりを推進し、平成29年４月から
の津市第３次健康づくり計画の策定に関わって
います。また市民の皆さんが、こころ豊かに楽
しく元気に暮らせることを目指して、さまざま
な活動を行っています。

　昨年10月９日に津リージョンプラザで開催し
た「健康まつり」では、市民の皆さんに体を動か
す楽しさを知ってもらうために、「体力測定ビ
フォーアフター」を実施しました。ストレッチを行
う前後での体の変化や運動の効果を体験するこ
とで、楽しく柔軟性を高め、日頃から積極的に体
を動かす必要性について啓発を行いました。

①足を交差させ、上体を前に倒す
　（後ろの足の膝は伸ばしておく）
②足を左右入れ替えて、繰り返し
　行う【20秒間×３回】

アキレス腱、ふくらはぎ、太ももの裏が
伸びていることを意識しましょう！

柔軟性を高める簡単ストレッチ

※体力に自信のない人は軽く壁に片手を
　ついて行うとよいでしょう



健康づくりだより

折り込み紙
広報津

中　央

久　居

河　芸

芸　濃

安　濃

香良洲

一　志

白　山

美　里

美　杉

交付場所
（保健センター名） 住　所

西丸之内23番１号（津リージョンプラザ内）

久居新町3006番地（ポルタひさい１階）

河芸町浜田774番地

芸濃町椋本6141番地１（芸濃保健福祉センター内）

安濃町東観音寺418番地（サンヒルズ安濃内）

香良洲町2167番地（サンデルタ香良洲内）

一志町井関1792番地（とことめの里一志内）

白山町川口892番地（白山保健福祉センター内）

美里町三郷44番地１

美杉町八知5580番地２（美杉総合文化センター内）

交付日時
（祝・休日、年末年始を除く）

月～金曜日９時～17時

月～金曜日９時～12時
※12時～17時を希望する場合は
　事前連絡が必要

月～金曜日９時～17時
※事前連絡が必要

アストプラザオフィス
（行政サービス窓口）

ポルタひさい
ふれあいセンター
（久居駅前出張所）

交付場所 住　所

羽所町700番地
（アスト津４階）

交付日時（年末年始を除く）

久居新町3006番地
（ポルタひさい１階）

月～金曜日17時～20時
土・日曜日、祝・休日８時30分～17時

月～金曜日17時～21時
土・日曜日、祝・休日８時30分～18時

　母子健康手帳は、子どもと保護者の健康管理や
成長を記録できる大切なものです。妊娠が分かっ
たら、速やかに交付を受けてください。母子健康
手帳交付時に14回分の妊婦一般健康診査受診票
を交付します。また、交付後は、急な事故や災害
など緊急時の対応のためにも、普段から母子健康

手帳を携帯してください。
　交付申請の際には、「個人番号カード」また
は「通知カードあるいは個人番号記載の住民票
＋運転免許証など(顔写真付き身分証明書１点ま
たは顔写真のない身分証明書２点)」を持参して
ください。

保健センター(保健師などが母子保健制度の説明・紹介を行います)

母子健康手帳の交付は各保健センターなどで

保健センター以外(保健師による母子保健制度の説明・紹介はありません)

妊婦一般健康診査
県外受診分の助成申請は
お済みですか？

期日までに申請が完了しない
場合、費用助成を受けられない
ことがあります。

　市では、妊婦一般健康診査「県外受診費の助
成」を実施しています。平成29年３月31日
(金)までに県外の医療機関などで受診した分
は、４月14日(金)までに各保健センターへ費用

助成の申請手続きを完了してください。
助成内容　妊婦一般健康診査にかかる一部費用
　※健診内容によって助成金額が変わります
助成回数　県内利用と合わせて14回



水道局だより

水道局だより
平成29年３月16日発行
平成29年　第１号

水道局
　237－5811　　237－1210

折り込み紙
広報津

申し込み
　取扱金融機関または郵
便局へ
手続きに必要なもの
●預金通帳
●印鑑(金融機関届出印)
●納入通知書やご使用水
　量のお知らせなど水栓
　番号が分かるもの

　水道局では経営の効率化を図るため、一部の窓口
業務を民間業者に委託した津市水道サービスセン
ターを開設しています。
　引っ越しなどで水道の使用
開始・中止が必要な場合は、電
話またはファクス、津市ホー
ムページからの電子申請で市
水道サービスセンターへ届け
出てください。

●水栓番号

●使用者氏名

●住所(水道の使用場所)

●料金の精算方法(中止のとき)

●転居先の住所(中止のとき)

月～金曜日

8：30～17：15
（土・日曜日、祝・休日を除く）

引っ越しの２～３日前までに届け出を！

水道の使用を開始するとき

水道の使用を中止するとき

　届け出が必要です。入居時に水道が使用で
きても、新しく使用する人を届け出てくださ
い。前の使用者に替わって引き続き水道を使
用する場合も届け出が必要です。

受
付
時
間

　使用開始と同様に届け出が必要です。届け
出がないと、引き続き水道料金が請求されま
す。口座振替を利用している人は、銀行等の
口座から自動的に引き落とされますのでご注
意ください。

みほん

水道の使用開始・中止の届け出は津市水道サービスセンターへ水道の使用開始・中止の届け出は津市水道サービスセンターへ

水道料金・下水道使用料の支払いには便利な口座振替を

納入通知書（赤枠が水栓番号の記載欄）

問い合わせ　津市水道サービスセンター（水道局庁舎１階）　　237－5821　　239－0512
　　　　　　業務運営会社　ヴェオリア・ジェネッツ株式会社三重営業所

手続きに必要なもの



水道局だより

折り込み紙
広報津

備えがあれば安心！

風呂の水も有効活用！
　各家庭で飲料水の備蓄をお願いします。

　風呂の残り湯を流してしまわずにためてお
くと、断水のときに洗い物や水洗トイレの流
し水として利用できます。

　水道メーターの検針が効率よくできるように、
ご協力をお願いします。
●水道メーターボックスの上やその付近に、物を
　置かない
●飼い犬は、水道メーターボックスから離れた場
　所につなぐ
●建物の増改築などで、水道メーターボックスが
　床下や屋内になる場合は、検針のしやすい場所
　へ移動する

スムーズな検針にご協力をスムーズな検針にご協力を

　東海地方では東海・東南海・南海地震などの
大規模な地震の発生が危惧されています。
　大地震が起きたときは、給水活動が一時的に
機能しないことが予測され、また、被害が広範
囲になることもあり、すぐには復旧できない可
能性もあります。
　これまでの地震災害状況からも、各地の水道
局からの応援による避難所などへの給水活動が
できるようになるまでは、地震発生から３日程
度かかるといわれています。

大丈夫ですか？あなたの家の地震対策大丈夫ですか？あなたの家の地震対策

東日本大震災の被災地で行った給水活動

　水道局職員や委託業者を装い、浄水器の購
入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えて
います。また、水道メーターの交換を装って
料金を請求するなど、より悪質なケースも発
生しています。トラブルに巻き込まれないよ
う十分注意し、不審な点があればお問い合わ
せください。
●皆さんからの依頼がない限り、突然訪問し
　て水質検査をすることはありません。
●浄水器の販売やあっせんは行っていません。
●水道管洗浄の委託はしていません。道路な

　どの漏水調査を委
　託する場合は、事
　前に該当地区の皆
　さんにお知らせし、
　料金を請求するこ
　とはありません。
●水道メーターの交換は無料です。水道メー
　ターは耐用年数に到達するまでに、水道局
　が委託した業者が地区ごとに交換します。
　対象者には、前もって検針時にお知らせし
　ます。

× ×

３日分家族の人数１人１日
３リットル

悪質な業者に注意してください！

問い合わせ

水質検査について
　浄水課水質管理担当　　　Ｔ237－5850

水道管の漏水調査などについて
　工務課調査・維持担当　　Ｔ237－5814

水道メーターの交換について
　営業課給水・計量担当　　Ｔ237－5807

商品の購入に関するトラブルについて
　津市消費生活センター　　Ｔ229－3313

備蓄の目安
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●４月２日(日)･･･アニメ｢楽しいムーミン一家、
　ムーミン谷の春｣(計25分)、｢おたまじゃくしの
　101ちゃん、にんじんばたけのパピプぺポ｣(計
　26分)
●４月16日(日)･･･アニメ｢はらぺこあおむし｣(33
　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)

　中学生以上の人を対象に、パスワードを登録
することで次のサービスが利用できます。
津市図書館ホームページサービス
●図書の予約
●貸出・予約状況の確認
●貸出期間の延長(ただし、予約の入っている資
　料や視聴覚資料、市外の図書館から借りてい
　る相互貸借資料は延長ができません。朝５時
　30分から翌日の深夜２時まで利用できます）
メール配信サービス
　メールアドレスを登録することで、次のサー
ビスをメールで受信できます。
図書館からのメールの種類
●予約通知(確保後７日を過ぎると予約は解除さ
　れます)
●新着情報
●図書館メールマガジン「そうだ、図書館へ行こう！」
※登録や利用について詳しくは津市図書館まで
　お問い合わせください。

WEBサービスのご案内

平成29年３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/

図書館たいむず図書館たいむず ４月
April

2017月刊

●みんなでさがそ！おはなしの｢？｣(無料)●みんなでさがそ！おはなしの｢？｣(無料)

　４月23日は子ども読書の日です。おはなしに出
てくるものを探したり、おはなしの間違いをあてっ
こしたり、みんなで絵本の世界を楽しもう♪
と　き　４月22日(土)10時30分～12時
ところ　津図書館２階視聴覚室
対　象　小学生以上(新１年生も含む)
定　員　先着20人
申し込み　３月22日(水)９時から直接窓口または
　電話で同図書館へ
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●返し忘れの本はありませんか●返し忘れの本はありませんか

　３月・４月は転居、転勤など引っ越しの季節です。
部屋の片付けの際は、返し忘れた図書館の本がない
か確認していただき、あれば返却してください。

●団体貸出をご利用ください●団体貸出をご利用ください

　津市図書館では、学校や事業所などの団体向けに
図書を貸し出していますのでご利用ください。
　なお、各図書館の規模により貸出冊数が異なりま
すので、申し込み方法など詳しくは各図書館へお問
い合わせください。

●おはなし会のご利用を●おはなし会のご利用を

　市内の各図書館では、｢おはなし会｣を開催してい
ます。赤ちゃんから大人の皆さんまで楽しめますの
で、ご利用ください。

●からだタペストリー(無料)●からだタペストリー(無料)

　子ども読書の日のイベントとして、大きな紙に人
型を描き、その中に自分の好きなものを描きます。
汚れてもよい服装で参加してください。
と　き　４月23日(日)13時30分～15時
ところ　白山総合文化センター多目的室
対　象　小学生以下と保護者
定　員　先着10組
持ち物　クレヨン
申し込み　３月25日(土)から直接窓口または電話 
　でうぐいす図書館へ
問い合わせ　同図書館(　262-5000）

●大人のための音読会(無料)●大人のための音読会(無料)

と　き　５月10日、６月14日、７月12日いずれ 
　も水曜日13時30分～15時30分(全３回)
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　発声練習、早口言葉、詩や名作の音読・群
　読など

講　師　鈴村実千代さん(わらべ朗読部会代表)
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着35人
申し込み　４月１日(土)から直接同文学館カウン
　ターへ
問い合わせ　同文学館(　254-0011）

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)



図書館たいむず

折り込み紙
広報津

４月のおはなし会など４月のおはなし会など

6日・20日いずれも(木)14時15分～

①1日②8日③15日④22日いずれも(土)15時～

1日(土)15時40分～

1日・15日いずれも(土)15時～

5日・19日いずれも(水)15時～

8日(土)15時～

10日(月)10時30分～

22日(土)15時～

26日(水)11時～

16日(日)11時～

8日・22日いずれも(土)11時～

22日(土)14時～

6日・20日いずれも(木)11時～

8日(土)11時～

22日(土)15時～

５日・12日・19日・26日いずれも(水)15時～

7日(金)11時～

1日(土)14時30分～

16日(日)11時～

16日(日)10時～

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)

図書館職員

マザーグース

かたつむり

わらべ

かたつむり

どんぐり

かたつむり

ラッコの会

こんぺいとう

なり☆プロ

やまびこ会

図書館職員とボランティア

図書館職員とボランティア

ひなたぼっこ

図書館職員とボランティア

図書館職員

図書館職員とボランティア

よみっこ

外国語指導助手

ひまわり

津図書館

河芸図書館

芸濃図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

美杉図書室

久居ふるさと
文学館

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）

おはなし会

（絵本、素語り、パネルシアターなど）

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）

楽しいおはなしの時間

（絵本、紙芝居など）

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)

ブックトーク　

（テーマに合わせた本の紹介)

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）

おはなし会

（絵本、紙芝居など）

おはなし会

（絵本、紙芝居など）

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０１２

（赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など）

えいごであそぼ！

（洋書絵本のおはなし会)

おはなし会

（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

ボランティアのおはなし会

（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

きてきて春のおはなし会

（絵本、紙芝居など）

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）

小学生春のおはなし会

（ストーリーテリング）

小さい子向きおはなし会

（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

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

13日(木)15時～　　　

※美里文化センター２階学習室で開催

13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

内容など と　き 語り手

6日(木)・13日(木)・20日(木)・29日(土･祝)

いずれも15時～

４月 図書館カレンダー４月 図書館カレンダー は、休館日

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

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

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)

日

2
9
16
23
30

水

5
12
19
26

木

6
13
20
27

金

7
14
21
28

土

1
8
15
22
29

月

3
10
17
24

火

4
11
18
25
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