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広報 つ！　平成29年４月１日号2

施 政 方 針 か ら

2017年は「自立の年」2017年は「自立の年」
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津市総合計画（計画期間：平成20～29年度） 

新市まちづくり計画　

津波避難ビル指定開始

中央学校給食センター

市一志庁舎

まん中老人福祉センター

地域インフラ維持・
補修事業創設

まん中こども館
ポルタひさいへの
久居庁舎移転

美杉総合文化センター・
市美杉庁舎

全小・中学校の耐震化完了

障がい者相談支援センター 中央公民館 新斎場「いつくしみの杜」
もり

2006（平成18年度）

小・中学校大規模改造・
増改築開始

合併時の計画を着実に実行
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合併による行政の効率化 合併による特例措置(財政的な制度上の支え)

合併特例事業債の活用
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問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330

2016（平成28年度） 2017（平成29年度）

2020(平成32年度)まで期間延長

次期津市総合計画・次期津市都市マスタープラン
(平成30年度～)

インターハイ
開催

（平成30年度）（平成31年度）（平成32年度）（平成33年度）

◇小・中学校の普通教室に

　エアコン設置

◇小・中学校の大規模改造

　(藤水小・南郊中・久居中・

　西が丘小)

◇認定こども園の整備

◇久居消防署南分署の整備

◇久居駅周辺地区の整備

　((仮称)久居ホール、駅西口・

　東口など)

◇大谷踏切の拡幅

◇津興橋の架け替え

◇国体会場の施設整備　など

2018 2019 2020 2021

H28H24 H28

「あなたは津市に愛着を感じ
ていますか？」に対し、「とても
愛着を感じている」「どちらか
というと愛着を感じている」と
答えた人の割合

子どもたちの明るい未来が展望

でき、市民の幸せな暮らしが

広がり、力強い地域経済が

市民の暮らしを支え

続けるまちづくりへ
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H24

73.6％

79.5％ 79.0％

73.6％

79.5％ 79.0％

87.0％

三重国体
開催

　家庭医療クリニック
　ビジネスサポートセンター
　義務教育学校みさとの丘
　学園
　伊勢湾海洋スポーツセン
　ター改修

自立

「あなたは今後も津市に住み
続けたいですか？」に対し、
「ずっと住み続けたい」「当面
は住み続けたい」と答えた人
の割合

2015（平成27年度）

一般廃棄物最終処分場
児童発達支援センター
「つぅぽっぽ」

JR名松線全線復旧

全天候型親子遊び空間
「げいのう　わんぱーく」

防災物流施設

リサイクルセンター

応急クリニック・教育委員会庁舎

産業・スポーツセンター

成熟した都市として独り立ち

津市総合計画策定のための市民意識調査結果

5.9ポイント
アップ

8.0ポイント
アップ
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施 政 方 針 か ら

成熟し、自立した都市として成熟し、自立した都市として

３つの気概を持ち

新たなまちづくりに取り組みます

３つの気概を持ち

新たなまちづくりに取り組みます

　２月27日、平成29年第１回津市議会定例会の開会に当たり、前葉泰幸市長が施政方針

を述べました。今号では、その主な内容を掲載します。なお、施政方針の全文は、津市

ホームページでご覧いただけます。 津市　施政方針

合併時に約束されていたことを形に

　津市の合併後、５年余が経過した時点で私は市

長に就任し、その後の市政の舵取りという重責を

担ってきました。合併時に10市町村が思い描い

ていたまちの姿を実現すべく、一つ一つの望みや

願いを着実に形にして市民の皆さまにお届けする

ことで、これまで全力を尽くしてきました。

　

・新斎場「いつくしみの杜」、新最終処分場・リ

　サイクルセンターが供用を開始し、ＪＲ名松線

　が全線復旧

・産業・スポーツセンターは今年10月にオープン

・雲出伊倉津町の防災物流施設が供用を開始

・応急クリニックが今年４月に稼働

・美杉総合文化センター、白山消防署一志分署な

　どの整備

・一志中学校校舎の大規模改造工事が今年３月に

　完了

・久居駅周辺地区のまちづくりの着実な取り組み

財政構造の転換期を迎えて

自立した都市として

　合併時に約束されていたことを形にすると同時

に、合併によるメリットを最大限に生かし、健全

な財政基盤を築くこともできました。

　しかし、合併から11年が経過し、財政的な制度

上の支えがなくなる時期が次第に近づいてきてお

り、津市は今、財政構造の転換期にあります。

　これからは、成熟した都市として自立してい

かなければなりません。

　平成29年度は、自立に向けた３つの気概を

持って、心新たに市政に臨みます。

自立に向けた３つの気概

１ 市民の皆さまの期待に応えると同時に将来へ

　の安心感をお届けすること

２ 懸案事項や新たな課題に果敢に挑戦すること

３ 身近な望みを丁寧にきめ細かくかなえていくこと

４大プロジェクトを中心とした着実な事業
の推進

各地域の最重要課題として引き継いだ20事
業の実現

健全な財政基盤

行政の効率化 合併による財政上の特例措置

財政構造の転換期

自立した都市へ

大きな構造改革によ

る一度きりの効果

将来のためにやらなければならないことを自らで決定

し、歩むべき道を明らかにして、ゆるぎない市政を展開

平成28年度から

段階的に縮減

活用できる期間は

残り４年間

合併特例事業債

の発行

組織や業務をスリ

ム化、効率化し、

職員数を２割削減

施政方針を述べる前葉泰幸市長施政方針を述べる前葉泰幸市長

国の普通交付税の

合併算定替えの

支援措置

もり

かじ
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市民の皆さまの期待に応えると同時に

将来への安心感をお届けすること

　市民の皆さまからは、教育や子育て支援への大

きな期待が寄せられています。その期待に応える

べく、これまでも子どもたちの快適な学習環境を

整えるため、小・中学校の校舎の大規模改造、増

改築やトイレの洋式化などを進め、もっと安心し

て子育てをしてほしいとの思いから、中学生の医

療費の無料化や子育て支援のための施設整備も

行ってきました。平成29年度は、小・中学校校

舎の大規模改造の工事を新たに２校、設計にも新

たに２校着手し、小・中学校の普通教室へのエア

コン設置は中学校に続き、小学校も取り掛かるこ

とにより学校の施設整備を加速させるとともに、

認定こども園の整備も進めます。

　こうした取り組みは大きな財政負担を伴うもの

です。過剰な投資は財政の健全性を損ね、次の時

代につけを残してしまいます。

　公共施設については、老朽化による改修や建て

替えのご要望をいただいていますが、将来的に現

在の全ての施設を維持していくことは困難な状況

です。このような中、今年１月に策定した津市公

共施設等総合管理計画は、20年後、30年後を見

通して公共施設の量的、質的な最適化を図るとと

もに、施設区分ごとの今後の方向性を明確に示

し、必要な施設の整備については進めていこうと

するものです。一身田公民館は、この計画に基づ

き、コンパクトな形で建て替えることにしました。

　市民に寄り添い、市民の立場に立った行政であ

るべきという考え方から、身近な地域の要望に速

やかに対応し、地域に頼られる存在となるよう、

これまでも地域インフラ維持・補修事業の創設、

総合支所長への権限、財源の付与などを行いまし

た。加えて、地域の課題を一元化するために地域

連携課も設置しました。また、獣害対策について

は、地域に寄り添ったきめ細かい対応ができるよ

う、農地を守るプロジェクトを始動しました。

　平成29年度も地域の課題や望みを直接お聞き

して、それを少しでも前に進めていくため、地域

懇談会を引き続き実施します。平成27年10月か

ら懇談会を始め、半年間で37の地域から1,039項

目のご要望などをいただき、平成28年度は、そ

のフォローアップを進めながら、１月末までに新

たに648項目のご要望などをいただいています。

　これまでも、長年の懸案事項や施策を進める中

で浮かび上がってきた課題については、ひるむこ

となく取り組んできました。例えば、第３セク

ターの経営課題には、逃げることなく真剣に向き

合い、株式会社津センターパレスの財務改善やポ

ルタひさいの再生を成し遂げました。

　地域の皆さまに望まれていた大谷踏切の拡幅や

旧明村役場庁舎の保存活用には着手し、道の駅津

　身近な課題に対しても、市民に寄り添い、課

題解決に向けて一歩でも前に進めていくこと

で、市民を裏切らない市政を続けていきます。

　未来に過剰な負担を負わせることなく、健全

な財政運営の下で行われているという安心感を

お届けしながら、市民の皆さまの期待にしっか

りと応えていきます。

　以上の３つの気概を持って市役所を挙げて取り組

み、私のまちづくりの原点である「風格ある県都・

津市」の実現のため、力を尽くしていきます。

　教育や子育て支援を施策の中心に据え、市民の

望みを着実に実現しながら、地域経済がしっかり

と暮らしを支え、市民が幸せに暮らしていけるま

ちづくりを力強く進めてまいります。

　これから先、社会経済情勢や市民生活を取り

巻く環境の変化により、津市はさまざまな課題

に直面するはずです。その課題を安易に先送り

することなく、チャレンジ精神を持って受け止

め、解決につなげます。

１

身近な望みを丁寧にきめ細かく

かなえていくこと
３

懸案事項や新たな課題に果敢に

挑戦すること
２

かわげは開駅することができました。また、地域

の皆さまの思いを受け止め、(仮称)香良洲高台防

災公園の整備を決定するとともに、防犯灯のLED

化への補助制度拡充・予算充実も図りました。

①企業誘致のさらなる推進と企業間のビジネス

マッチングや創業に関するサポート体制の整備、

②公民館・コミュニティ施設の老朽化対策、③高

齢者の外出支援、④災害情報戸別受信装置の配付

の４つの課題については、平成28年度、事業化

に向けた検討のための調査予算を計上し、１年間

という期限を設けた中で、それぞれ答えを出すこ

とができました。

小・中学校へのエアコン設置小・中学校へのエアコン設置

施政 方 針 から問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330
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施 政 方 針 から

・平成29年４月から新しい介護予防・日常生活

支援総合事業の開始

・高齢者の外出支援(平成29年9月から路線バス

等の運賃として利用できるポイントを付与した

ICカードの配付、コミュニティバスの無料化)

・応急クリニックの開設

・家庭医療クリニックの開設

・津みどりの森こども園・香良洲浜っ子幼児園・

白山こども園の開園準備

・小・中学校普通教室へのエアコン整備(中学校

への設置、小学校16校の設計)

・校舎の大規模改造(新町小学校工事、藤水小学

校・南郊中学校の工事開始、久居中学校・西が

丘小学校の設計)

・全ての小・中学校への統合型校務支援システム

の導入

・久居駅周辺地区の整備(市道新町野口線の道路改

良、駅前広場・東口駐車場・久居交流広場の整備)

・上浜元町線久居工区の整備完了

・津興橋架け替えのための用地取得

・中勢沿岸流域下水道志登茂川浄化センターの供

用開始に向けた下水道整備計画の見直し

・中勢グリーンパークの遊具整備

・大谷踏切拡幅に向けた鉄道事業者との協議

・インターハイ、国体・障害者スポーツ大会に向

けた施設の整備(産業・スポーツセンターの整

備、久居体育館・安濃中央総合公園内体育館・

一志体育館の改修)

・老朽化した公民館の整備に着手(一身田公民館

の解体・新築工事の設計)

・(仮称)久居ホールの整備に向けた駐車場用地の

取得

・ビジネスサポートセンターの開設

・獣害対策のさらなる推進

・JR名松線の利用促進

・避難行動要支援者等への戸別受信装置の貸与

・(仮称)香良洲高台防災公園の設計・一時避難場

所としての高台の機能確保

・久居消防署南分署の解体工事・新築設計

・本庁舎の長寿命化への取り組み

平成29年度に取り組む主な事業

未来の津市を担う子どもたちのための取り組み

健やかに暮らすための取り組み

安全で安心な暮らしを守るための取り組み

快適に暮らせる基盤を整備するための取り組み

心豊かに暮らせる環境を整備するための取り組み

地域経済の活力を創出するための取り組み

工事中の新町小学校工事中の新町小学校

工事中の新町小学校

応急クリニック応急クリニック

整備中の産業・スポーツセンター整備中の産業・スポーツセンター

JR名松線JR名松線

整備中の上浜元町線整備中の上浜元町線
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施政 方 針 から問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330

　津市の財政構造が転換期にある中、津市の将来

のためにやるべきことを自らで決定し、市民の暮

らしをより良くするための取り組みを着実に進め

ていくための「自立前進予算」としました。ここ

数年は４大プロジェクトをはじめとする大型事業

の進捗状況に応じ、予算額については、平成27

年度が最大規模となっていました。平成29年度

一般会計当初予算額は、４大プロジェクトが完了

することなどにより、過去３番目の規模を維持す

るものの、前年度比は２年連続の減となる1,129

億円としました。

▶編成のポイント

【歳出】普通建設事業費は、前年度比1.8％減の

167億4,000万円とし、産業・スポーツセンター

や認定こども園の施設整備、小・中学校校舎の大

規模改造などに係る経費を計上しました。

【歳入】市税は景気が穏やかな回復基調にあるこ

となどにより、前年度比2.3％増の399億円、地

方交付税は地方財政計画や市町村合併に伴う普通

交付税の算定替えの特例措置の段階的な縮減を踏

まえ、前年度比1.7％減の177億円、市債は認定

こども園整備事業などによる発行額の増により、

前年度比4.1％増の139億円を見込んでいます。

また、財政調整基金90億3,000万円を繰り入れ、

予算編成をしています。

▶次期津市総合計画・次期津市都市マスタープラン策定

　次期津市総合計画および次期津市都市マスタープ

ランでは、これからの10年、さらにその先の未来を

しっかり見据え、方向性を示さなければなりません。

　市民の幸せな暮らしを実現するために何をする

べきか、どの施策を優先し集中すべきか考え、決

・中勢バイパスの河芸町三行以北の整備促進と交

通渋滞対策の国への要望強化

・一級河川雲出川の河川改修事業のさらなる促

進、海岸堤防阿漕浦・御殿場工区は国体の競技

に支障が出ないよう整備促進を国へ要望

・国道368号下太郎生工区の改良工事、片田バイパ

スの片田久保町地内から片田井戸町地内の工事、

二本木御衣田線の工事、江戸橋・中川原橋の橋脚

工事、香良洲橋の解体工事、相川の市道相川橋か

ら黒木橋間の改修の早期完了を県へ要望

・一志美杉線・亀山安濃線(高野尾バイパス)の早

期整備、岩田川の早期改修を県へ要望

平成29年度予算

新たなまちづくりに向けて
愛着を感じ、これからも住み続けたいと

思えるような津市へ

国・県事業の促進 断し、実行していくことになります。まさに自立

した都市として、津市の真価がこれから試されま

す。機を捉え、果敢に挑戦し、高みを目指して自

ら変わっていくという志を持って、これまでの歩

みを止めることなく前進し続けます。しなやかで

メリハリのあるまちづくりに向けて、次に展開す

るまちづくりのビジョンを市民の皆さまとともに

描いてまいります。

▶健全な財政基盤の維持

　合併特例事業債については、平成27年度末時

点で借入総額が334億円になっており、今後も有

効に活用することから、増加する見込みです。有

利な財源とはいえ、これは借金です。その償還が

これから本格化すると、これまでのように単年度

予算の財源だけで償還することができなくなる時

期がやってきます。その償還のピークは合併特例

事業債の発行可能期間終了後からの数年間と想定

しています。

償還のピークへの備え

・財政調整基金の積み増し

　合併時104億円→200億円(平成26年度末)

・臨時財政対策債と合併特例事業債を除く市債

　残高の縮減

　合併時983億円→244億円(平成27年度末)

・平成27年度から減債基金の積立て再開

・平成28年度からモーターボート競走事業特別会

　計から一般会計への繰入れを12年ぶりに再開

　厳しい財政状況にあっても、先を見通した長期

的な視点で戦略を立て、常に新しい情報への意識

を研ぎ澄まして財源を確保し、健全財政を維持し

続ける質の高い財政運営を行っていきます。

　成熟し、自立した都市として、基礎自治体たる津

市の責務として、市民の皆さまが愛着を感じ、これ

からも住み続けたいと思えるようなまちづくりを進

め、「津市は言ったことは着実に実現してくれる」

「どんどん良いまちになっている」と思っていただ

けるよう、志高く市政を推進していきます。

次代に向けた経営指針

津市職員行動
規範

(平成26年度策定)

津市行政経営
計画

(平成27年度策定)

津市公共施設等
総合管理計画
(平成28年度策定)

次期津市総合計画 次期津市都市マスタープラン

これらを前提としてこれらを前提として

ちょく
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教 育 方 針 か ら

教育大綱の策定

　市長と教育委員会がそれぞれの権限を組み合わ

せ、一緒になって子どもたちの未来を考える「津

市総合教育会議」は、平成27年４月１日の第１

回の開催以来、さまざまな教育課題の協議を重

ね、平成29年１月６日に津市の教育大綱が策定

されました。この大綱の中では３つの着眼点が示

されています。

１ 教員が子どもたちと向き合う時間の確保

　教員が協力して策定した「津市版授業改善マ

ニュアル」や「津市版家庭学習マニュアル」を

活用して、積極的な授業改善と学習習慣づくり

に取り組み、授業力の向上を図ります。

　特別支援教育支援員９人の増員に加えて、幼稚

　園や学校が子どもたちへの理解や指導の方法に

ついて気軽に相談ができるよう教育相談員を２

人増員し、学校現場へ派遣するとともに、授業

中の児童生徒への支援の充実を図ります。

　「津市部活動指針」を策定し、中学校部活動の

休養日を設定するとともに、土曜日の教育活動

を各校の実情に応じて柔軟に実施できるよう見

直します。

　県内初の義務教育学校みさとの丘学園の運営を

着実に進めるとともに、全ての中学校区で推進

する小中一貫教育の進め方を工夫し、子どもた

ち一人一人が学びを実感できる授業づくりに

努めます。

　これからの小学校高学年における英語教育の教

科化に対応していくため、新たに創設する英語

教育推進指導員を学校現場に派遣するととも

に、小学校教員を対象にした研修体制の構築や

現行のＡＬＴの最大限の活用など、効果的な支

援に努めます。

　道徳の教科化に向けて、道徳の時間の充実や人

権教育と道徳教育の関連を踏まえた横断的なカ

リキュラムの構成を例示し、研修指導を進めます。

　これらの取り組みを進める教員の時間を創出す

るため、人的支援の充実とともに、全ての小中

学校に「統合型校務支援システム」を導入します。

教育大綱　３つの着眼点

１ 教員が子どもたちと向き合う時間の確保

２ 組織的・機動的な学校経営

３ まち全体で子どもたちを支援する教育環境の

　 整備

教育方針を述べる庄山昭子委員長教育方針を述べる庄山昭子委員長

　２月27日、平成29年第１回津市議会定例会の開会に当たり、庄山昭子教育委員会委員長

が教育方針を述べました。今号では、その主な内容を掲載します。なお、教育方針の全文

は、津市ホームページでご覧いただけます。 津市　教育方針

義務教育学校みさとの丘学園義務教育学校みさとの丘学園
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問い合わせ　教育総務課　　229-3292　　229-3332

２ 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して組織的・機動的

な学校経営を実践し、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づくりを進めます。

　統合型校務支援システムを導入し、効率的・効

果的な学校運営に向けて、校務分掌や事務的業

務の効率化を図ります。

　柔軟な予算執行や学校徴収金事務に係る負担軽

減の検討など、責任と権限のあり方も含む一体

的な学校事務の改善に努めます。

　学校が組織的・継続的に取り組む研究を支援する

「指導実践研究プロジェクト」や「学力向上プロ

ジェクト」の実施に加えて、指導主事の派遣など

により、各校の研究の取り組みを支援します。

　教育委員会庁舎の機能性を生かして、教育研究

支援課と学校サポートセンターを中心とした

チームによる支援、大学との連携や幼児教育の

推進など、教育研究機能を充実させます。

　いじめや不登校、特別支援教育、生徒指導など

に関する学校への支援や相談機能については、

教育研究支援課が中心となり、学校サポートセ

ンターや適応指導教室、人権教育課、こども支

援課等の関係する部門や機関との連携を強化す

るなど、その機能を充実させます。

　学校経営を応援するさまざまな地域活動につい

て、新たな体制である「地域学校協働本部」を活

用した津市版コミュニティ・スクールなどのあり方

を整理し、地域人材等との連携・協働による地域

の実情に応じた特色ある学校づくりを進めます。

３ まち全体で子どもたちを支援する教育環境の整備

　地域住民の避難施設や地域コミュニティの場、

また放課後児童クラブなどの受け入れを視野に

入れた学校施設の大規模改造工事を継続的に推

進します。新町小学校の第２期工事をはじめ、

藤水小学校・南郊中学校の第１期工事への着

手、立成小学校給食室の増築改修工事や全ての

小中学校普通教室へのエアコン整備、トイレの

洋式化等に取り組みます。

　放課後児童クラブの未設置校区解消に向けた取

り組みを進めるとともに、津みどりの森こども

園の整備に伴う神戸地区放課後児童クラブの神

戸小学校校舎への移転整備や観音寺地区放課後

児童クラブの施設

　の設計に着手する

　など、支援の充実

　に努めます。

　平成30年４月の幼

　保連携型認定こど

津市教育振興ビジョン

　教育大綱を具現化するため、「津市教育振興ビ

ジョン」を策定します。この中では、子どもたちの

総合的な学力の向上をめざし、教育に関わるさまざ

まな個別の計画を可能な範囲で一つの体系に集約

し、これまでの教育委員会の枠組みに縛られない横

断的な整理を行い、それらがめざす方向性を明らか

にします。

　変化が激しく、先が見通せない時代において、

津市の未来を担う子どもたちが、夢や希望を持ち

続けながら、自ら未来を切り拓く力を育むために

は、津市全体で子どもたちを支える取り組みが必

要です。教育大綱や教育方針は目的やゴールでは

なく、今後の教育に関わる方向性を示すものです。

引き続き、総合教育会議での議論を大切にしなが

ら、その時その時の教育課題を的確に把握し、本

市の教育政策という広がりの中で、その解決に向

けて、教育行政に取り組んでいきます。

総合教育会議を踏まえた教育行政の取り組み

　も園開園に向けて、幼児教育の推進体制を整備

するとともに、福祉部門と協働して幼稚園、保育

所、こども園に係る横断的な就学前教育カリ

キュラムを策定します。公立幼稚園について

は、その適正規模の確保を進めます。

　通学路の安全確保に関する取り組み方針である津

市通学路交通安全プログラムを着実に推進するた

め、建設部門や警察との連携体制を強化します。

　複雑で多様な子どもたちの心の内面の理解や不

登校への対応として、家庭における学習環境や

子どもたちへの支援など、公民館の家庭教育支

援機能を推進します。一身田公民館は、津市公

共施設等総合管理計画や公民館に係る整備指針

を踏まえ、これからの時代にふさわしい公民館

として施設整備に着手します。

　国の登録有形文化財旧明村役場庁舎の平成30

年度開館に向けて、歴史遺産の保存とともに、

地域のニーズに合わせた活用を図るため、整備

を進めます。

　図書館では、ボ

　ランティアグルー

　プによる絵本の

　読み聞かせをは

　じめ、「津市手

　づくり絵本コン

　クール」や子どもの読書の日の行事などを通し

本に触れ合う機会の提供に努めます。

手づくり絵本コンクール

放課後児童クラブ放課後児童クラブ

ひら
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11
水道事業の現状…水道事業は、市民の皆さんに安全な水を安価に供給するため、事業の一部民間委託や職

員数の削減(平成18年度末122人→平成27年度末99人)などにより、費用削減に努めています。これらの

経営努力の結果、津市の水道料金は平成20年度の料金改定以降、同じ料金設定
※１
を維持しており、三重

県下14市の中で４番目に安価
※２
となっています。しかし、人口減少や節水機器の普及、さらに大口利用

者の自己水源への切り替えなどにより、料金収入は減少の一途をたどっています。また、老朽化施設の

更新や、災害に強い施設にするため、耐震化などの取り組みをこれまで以上に進める必要があります。

下水道事業の現状…下水道事業には雨水処理と汚水処理があり、雨水処理ではポンプ場や排水路を整備して

浸水対策に取り組んでいます。雨水処理にかかる費用は一般会計からの負担金により賄われるのに対し、

汚水処理は下水道使用料で賄われることが原則ですが、津市の下水道使用料は下水道事業を実施する県下

12市の中で最も低い使用料
※２
となっており、合併以降一度も改定

※１
を行っていません。このため、不足す

る財源を一般会計からの繰入金で賄い、生活排水処理施設の整備などを進めています。今後、未整備区域

への投資や既存施設の維持管理費用が必要となる中、さらに経営が厳しくなることが見込まれます。

　水道事業と下水道事業は快適で安全な生活を持続する上で欠かせないライフラインです。災害に強い施

設を計画的に整備するとともに将来世代へ引き継ぎ、世代間の負担が公平となるよう、さらなる経営基盤

の強化を図っていきます。 ※１ 消費税および地方消費税の増税による改定を除く

※２ １カ月20㎥を使用した場合で比較 

水道局・
下水道局

編

▼ー西丸之内ポンプ場の完成

▼ー津市佐田浄化センターを廃止

▼・半田配水池の整備

▼ー合流式下水道緊急改善事業流入

　　渠築造工事に着工

▼・新潟県中越沖地震に伴う応援
　職員を派遣(新潟県柏崎市)

▼ー津市椋本浄化センターの完成

水
道
事
業

下
水
道
事
業 ▼流入渠築造工事▼流入渠築造工事 ▼災害用仮設便所（マンホールトイレ）▼掘割ポンプ場▼掘割ポンプ場 ▼津市椋本浄化センター▼津市椋本浄化センター

▼半田配水池▼半田配水池 ▼東日本大震災給水活動▼東日本大震災給水活動▼津市水道事業基本計画▼津市水道事業基本計画

▼日本水道協会中部
地方支部合同防災訓練

▼日本水道協会中部
地方支部合同防災訓練

▼・東日本大震災に伴う
　応援職員を派遣　　
　(宮城県松島町)

▼ー災害用仮設便所貯留管

　設置工事に着工

▼・津市水道事業基本
　計画を策定

▼ー掘割ポンプ場の完成

▶・水道料金を改定

▶　日本水道協会中部地方
　支部合同防災訓練

H18 H19 H20 H21 H22 H23

きょ



問い合わせ　上下水道事業管理室　　237－5801　　237－1210

11

11

22

33

人口減少などに伴う

料金等収入の減少

老朽施設の更新  　

人口減少などに伴う

料金等収入の減少

老朽施設の更新  　

耐震化の取り組み

更なる

費用削減と

収益の確保

災害に強い

施設の整備

計画的な

施設整備の

推進

54.714 54.672 

62.515 
61.756 61.503 

60.021 
58.805 58.755 

57.117 56.773 

29

30

50

60

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

水道料金と給水人口の推移

水道料金 給水人口 （万人）（億円）

13.899 

14.319 14.345 
14.565 

15.109 15.223 15.201 15.172 
14.962 

15.173 

10

11

12

13

14

14

15

16

1517

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

下水道使用料と下水道使用人口の推移

下水道使用料 下水道使用人口（億円） （万人）

00 0

40 9

0

28 13

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

広報津５月１日号では「消防本部編」をお届けします

▼・下之川簡易水道(美杉地域)の給水を開始

▼ー津市下水道総合地震対策計画を実施

▼・高茶屋浄水場耐震補強および改築の完了

▼ー津市営浄化槽事業を開始

▼ー下水道事業に地方公営企業法を適用

▼・お客さまサービスセンターを開設(民間委託)

▼ー前田川排水機場の完成(浸水対策)

H24 H25 H26 H27

▼・基幹管路更新事業を開始

▼　津市下水道長寿命化計画を実施

下水道局出前教室▼市営浄化槽設置工事▼市営浄化槽設置工事▼前田川排水機場▼前田川排水機場

▼お客さまサービス
センター窓口

▼お客さまサービス
センター窓口 ▼高茶屋浄水場 親子水道教室(片田浄水場)親子水道教室(片田浄水場)

下水道局出前教室

▼基幹管路更新工事▼基幹管路更新工事

▼総合地震対策等のための管更生工事
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津病後児保育室
「HUG」久居ふるさと

文学館

津市病児・病後児保育の利用案内
子育てを応援します！

問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

　病児・病後児保育とは、保護者が仕事や疾病、出産、冠婚葬祭、家族の介護などの事情によ

り、病気中(病児)や病気回復期(病後児)にある子どもの保育が家庭で困難な場合、看護師や保育

士などが専用施設で一時的に保育することです。

実施施設

津病児デイケアルーム「ひまわり」 津病後児保育室「ＨＵＧ」

▶病児・病後児保育
　病気中～病気回復期の児童の保育

▶病後児保育
　病気回復期の児童の保育

は  ぐ

久居寺町1260-１(どんど子保育園内)

Ｔ254-6080　　254-6090

大倉13-14(熱田小児科クリニック併設)

Ｔ229-8808　　223-1393

定　員　６人

登録料(初回のみ)　1,000円

利用料(食事、ミルク、おやつ代を含む)

　2,000円

　一人親世帯…1,000円

　生活保護世帯…無料

　※木曜日は半額

開設時間

　月～水・金曜日

　　　　　８時30分～17時45分

　木曜日　８時30分～12時(食事なし)　

　土曜日　８時30分～16時30分

休業日　日曜日、祝日、８月13日～15日、

　12月29日～１月４日

定　員　３人

登録料(初回のみ)　1,000円

利用料(食事、ミルク、おやつ代を含む)

　1,500円

　一人親世帯…750円

　生活保護世帯…無料

開設時間

　８時30分～17時30分

休業日　木・日曜

　日、祝日、８月

　13日～15日、

　12月29日～１

　月４日

Ｊ
Ｒ
紀
勢
本
線

776

657

23

橋南中

熱田小児科
クリニック阿漕駅

津病児デイケア
ルーム「ひまわり」

N
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利用までの流れ

利用できる子ども
対象児童

　次の全ての条件を満たす子ども

●津市内に居住する生後57日目から小学６年生

　までの子ども

●病気中(入院治療を要しない場合に限る)や病気

　回復期の子ども

●保護者の仕事の都合、傷病、事故、出産、冠婚

　葬祭など、やむを得ない理由で家庭での保育が

　困難な子ども

対象疾患

●感冒、感染性胃腸炎など、子どもが日常かかる

　病気

●麻疹、風疹、水痘、おたふくか

　ぜなどの感染症

●気管支ぜんそくなどの慢性疾患

●外傷、火傷などの外科的疾患

●その他、医師が利用可能と判断

　した病気

　施設に電話で空き状況を確認し、予約

してください。

　利用の決定に｢医師連絡票｣が必要な場

合があります。詳しくは、予約時にお尋

ねください。

 施設に電話で空き状況を確認し、予約してください。

　利用日の前日もしくは当日に、かかりつけ医師に

「医師連絡票」を記入してもらってください。かかり

つけ医師が｢病気の回復期である｣と判断した場合のみ

利用できます。

　熱田小児科クリニックの窓口へお越し

ください。担当医師が診察により利用の

決定をします。(２日目以降の利用につい

ても同様) 　ＨＵＧの窓口へお越しください。担当看護師が医師

連絡票と視診により利用を決定します。

津病児デイケアルーム｢ひまわり｣ 津病後児保育室｢ＨＵＧ｣

① 事前登録

② 利用予約 ② 利用予約

③ かかりつけ医師を受診

③ 利用日当日

④ 利用日当日

　事前に、利用施設で登録の手続きをしてく

ださい。

　原則、事前登録が必要ですが、利用申し込

みと同時に登録することもできます。

登録に必要なもの

　印鑑、健康保険証、福祉医療費受給資格証(持っ

ている人)、母子健康手帳、登録手数料1,000円

必要な書類は各実施施設、子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福

祉課)にある他、津市ホームページからもダウンロードできます。

●利用日当日、｢病児・病後児保育利用申請書｣に必要事項を記入・

　押印し、利用申し込みをしてください。

●子どものお迎えの際に、利用料などを施設に支払ってください。

●利用期間中に症状が変化し、診療を受けた場合は保険診療による

　実費となります。

●医師連絡票の記入には、費用が発生します。

子どもが発病！ 病気が回復してきたら

津市病児･病後児保育
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問い合わせ　環境保全課　　229－3282　　229－3354

犬の登録と狂犬病予防注射

生涯１回の登録と年１回の予防注射を

狂犬病の特効薬いまだ見つからず

海外から狂犬病が侵入する可能性も

　生後91日以上の犬を飼う場合、飼い主には、生

涯で１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射を行

う義務があります。４月11日(火)～23日(日)に市内

を巡回して狂犬病予防集合注射を行いますので、

登録済みの飼い主は市が送付する案内はがきを持

参し、予防注射を受けさせてください。会場では

犬の新規登録も受け付けます。登録がまだの場合

は、左の申込用紙を記入して持参してください。会

場にはたくさんの犬が集まるため、事故が起こら

ないよう犬を制御できる人が連れてきてください。

　また、予防注射は動物病院でも受けることがで

きます。集合注射に行けない場合は、案内はがき

を持参して、個別に注射を受けさせてください。

　犬が死亡したときや、飼い主の住所などに変更

があった場合は、環境保全課または各総合支所地

域振興課へ届け出てください。

費　用　犬の登録代3,000円(未登録の場合)、注

射代3,200円(狂犬病予防注射代2,650円、注射

済票550円)　※釣り銭のいらないようにお願

いします。

　人が発症すると必ず亡くなるといわれる狂犬病

は、いまだに特効薬が見つかっておらず、現代医

学をもってしても狂犬病の患者を助けることはで

きません。

　狂犬病予防法が制定される昭和25年以前、日本

国内では多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂犬病

に感染し死亡していました。このような状況の中、

狂犬病予防法が施行され、犬の登録や狂犬病予防注

射、野犬などの抑留が徹底されるようになり、わず

か７年という短期間で狂犬病を撲滅しました。この

ことから、犬の登録や予防注射が狂犬病予防にいか

に重要な役割を果たすかがわかります。

　万一狂犬病が国内で発生した場合には、発生の

拡大とまん延の防止を図ることが非

常に重要になります。そのために、

狂犬病についての正しい知識を持

ち、飼い犬の登録と年１回の予防注

射を必ず行いましょう。

　現在、日本を取り巻く近隣の国、例えば韓国、

中国、ロシア、フィリピンなどではいずれも狂犬

病が流行しています。昭和36年以降、人や動物

の狂犬病の発生報告が無かった台湾でも、平成

25年に狂犬病に感染・発症した飼い犬やイタチ

アナグマが確認されました。

犬鑑札

　国内では平成17年に犬などの輸入検疫制度を

大幅に強化して備えているものの、密輸や貨物コ

ンテナに動物が紛れて日本に運ばれてくる事例も

報告されています。このようなことからも、海外

から狂犬病が侵入する可能性は決してゼロではあ

りません。

※犬鑑札と狂犬病予防注射済票のデザインが変わりました。

以前の犬鑑札を持っている人はそのまま使用してください。

犬の登録と狂犬病予防注射申込用紙

犬の毛色　　　　　性別  雄・雌

※コピーしてご利用ください

平成　　年　　月　　日  犬の名

電
話
番
号

問診項目（愛犬について○をつけてください）

　現在、愛犬に体調の悪いところはありますか

　現在、何か治療を受けていますか  

　今までに狂犬病予防注射で体調が悪くなりましたか

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

登　録　番　号

所 有 者 の 住 所

所 有 者 の 氏 名

犬　の　種　類

犬 の 生 年 月 日

その他の犬の特徴

フ　リ　ガ　ナ

キ　　　リ　　　ト　　　リ

キ
　
　
　
リ
　
　
　
ト
　
　
　
リ

犬鑑札

平成29年度の

狂犬病予防注射済票
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一志地域　　 一志総合支所 Ｔ293－3008

白山地域　　 白山総合支所 Ｔ262－7032

美杉地域　　 美杉総合支所 Ｔ272－8085

９：00～９：15

９：30～９：45

10：10～10：20

10：35～10：50

11：05～11：20

11：35～11：50

９：00～９：15

９：30～９：45

10：05～10：25

10：40～10：55

11：10～11：25

11：40～11：55

９：10～９：30

９：45～10：05

10：25～10：50

11：05～11：25

９：10～９：25

９：45～10：10

10：30～10：45

11：05～11：20

11：35～11：45

栗真小川町集会所

白塚出張所

潮音寺駐車場

敬和公民館

阿漕塚記念館

橋南公民館

安東出張所

津西ハイタウン自治会集会所

一身田出張所

大里出張所

高野尾出張所

豊が丘会館

南が丘会館

藤水出張所

高茶屋市民センター

雲出出張所

櫛形出張所

片田出張所

神戸出張所

新町会館

市本庁舎北側

日 会　場 時　間

18日

㈫

19日

㈬

20日

㈭

21日

㈮

津地域　　　　 環境保全課 Ｔ229－3282

※栗真出張所、夢が丘自治会集会所は利用者が少な

　いため廃止します。

河芸地域　　 河芸総合支所 Ｔ244－1706

９：00～９：20

９：35～９：50

10：05～10：20

10：35～10：50

11：05～11：20

11：35～11：50

９：00～９：20

９：40～10：10

10：30～10：45

11：00～11：15

11：25～11：35

一色区住民センター

中別保公民館

東上野公民館

大蔵園公民館

東千里公民館

新上野公民館

上野公民館

千里ヶ丘出張所

三行公民館

北黒田公民館

南黒田公民館

日 会　場 時　間

11日

㈫

12日

㈬

９：00～９：10

９：20～９：30

９：40～９：50

10：10～10：50

11：05～11：30

９：00～９：05

９：20～９：35

９：50～10：05

10：20～10：35

10：50～11：05

11：20～11：30

９：00～９：30

９：40～10：00

10：15～10：35

10：55～11：15

室の口公民館

JA下の世古倉庫前

JA倉庫平岩集荷所

虹が丘団地集会所

JA郷土資料館

中井生集会所

石橋公会所

JA庄村倉庫

片野集会所

小山集会所

高野団地会館

波瀬出張所

大井公民館

川合文化会館駐車場

一志高岡公民館

日 会　場 時　間

11日

㈫

12日

㈬

13日

㈭

９：30～９：50

10：00～10：10

10：20～10：35

10：50～11：00

９：00～９：20

９：30～９：45

９：55～10：10

10：20～10：30

10：40～11：00

11：10～11：30

９：20～９：30

９：40～10：00

10：10～10：20

10：30～11：10

11：20～11：30

川口公民館

東町公民館

家城出張所

元取集会所

市白山庁舎

山田野集会所

八ッ山出張所

八対野１区公民館

上ノ村集会所

佐田集会所

茅刈公民館駐車場

イセゴム工業西区有地

（白山町二本木）

岡薬師寺下（白山町岡）

大三出張所

三ヶ野集会所

日 会　場 時　間

17日

㈪

18日

㈫

19日

㈬

美里地域　　 美里総合支所 Ｔ279－8119

※中野集会所、長谷山ハイツ第１集会所は利用者が

　少ないため廃止します。

９：30～９：40

９：50～10：05

10：15～10：30

10：40～11：00

11：15～11：35

９：30～９：55

10：10～10：20

10：30～10：40

10：55～11：20

平木多目的集会所

北長野休養施設

桂畑文化センター

南長野生活改善センター

JA美里支店　

旧JA辰水店

高座原公民館

旧穴倉営農組合倉庫

市美里庁舎駐車場

日 会　場 時　間

13日

㈭

14日

㈮

８：45～８：55

９：05～９：10

９：20～９：30

９：40～９：45

９：50～９：55

10：05～10：10

10：15～10：30

10：40～10：45

10：55～11：05

11：10～11：25

11：30～11：35

11：45～11：50

８：45～８：55

９：10～９：15

９：25～９：30

９：35～９：45

９：55～10：05

10：10～10：20

10：25～10：35

10：45～10：55

11：05～11：15

11：25～11：35

11：40～11：45

11：55～12：00

竹原多目的集会所

小原消防詰所

小西公民館

市美杉庁舎

老ヶ野第３公民館

逢坂公民館

伊勢地出張所

北山商店前

上太郎生分館

太郎生出張所

登公民館

飯垣内スクールバス車庫前

竹原コミュニティ防災センター

脇ヶ野公民館

下之川出張所

上村スクールバス車庫前

野登瀬バス停

やまなみ会館

多気出張所

中俣公民館

しゃくなげ会館

八幡出張所

上殿バス停

比津三叉路

日 会　場 時　間

20日

㈭

21日

㈮

平成29年度狂犬病予防集合注射日程(４月)
犬の登録と狂犬病予防注射はどの会場でも受けられます。(雨天実施)

日曜日も２カ所で開催

４月23日■９：30～11：30日

会　場　①三重県津庁舎(桜橋三丁目446-34)

　　　　②市白山庁舎

９：00～９：15

９：25～９：40

９：45～９：55

10：00～10：10

10：20～10：30

10：40～10：55

11：00～11：15

８：50～９：10

９：20～９：35

９：45～９：55

10：10～10：25

10：35～10：55

11：10～11：20

11：30～11：40

９：00～９：20

９：30～９：40

９：50～10：05

10：15～10：25

10：35～10：45

10：55～11：05

11：15～11：25

一色公会所

グリーンヒル久居集会所

下稲葉公会所

上稲葉ふれあい会館

美里ホームランド集会所

JA榊原支店

寺野垣内集会所

久居体育館

桜が丘団地集会所

小野辺野菜出荷場

木造区集会所

JA新家集荷場

旧JA久居支店（須ケ瀬）

埋蔵文化財センター久居分室

JA栗葉支店（七栗）

羽野地区集会所

戸木公民館

風早地区集会所

明神教育集会所

藤ヶ丘公園

久居北口市民館

日 会　場 時　間

11日

㈫

13日

㈭

14日

㈮

久居地域　　 久居総合支所 Ｔ255－8845

※下村教育集会所、中町第１公園、相川地区集会所

　は利用者が少ないため、久居公民館、旧久居庁舎

　南側は工事中のため廃止します。
芸濃地域　　 芸濃総合支所 Ｔ266－2516

日

９：00～９：15

９：30～９：40

10：10～10：20

10：45～11：00

11：15～11：45

旧JA安西支店

雲林院福祉会館

落合の郷

旧JA明支店

芸濃総合文化センター

会　場 時　間

18日

㈫

安濃地域　　 安濃総合支所 Ｔ268－5517

９：00～９：15

９：30～９：45

10：00～10：20

10：35～10：55

11：10～11：25

11：40～11：55

東観中学校体育館

今徳区公民館

草生公民館

旧JA明合支店

JA安濃中央支店安濃店

清水ヶ丘公民館

会　場 時　間

12日

㈬

日

香良洲地域 香良洲総合支所 Ｔ292－4308

９：30～10：30

10：45～11：45

防災ステーション

（香海中学校西）

市香良洲庁舎

会　場 時　間

14日

㈮

日
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南黒田
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問い合わせ　経営支援課　　236-3355　　236-3356

津市ビジネスサポートセンター

４月３日　オープン！

　津市では、市内の企業や創業を考えている皆さん、市内に立地を考えている企業に、ワンス

トップかつ継ぎ目のない支援を行うため、あのつ台四丁目にあるあのつピア内に「津市ビジネ

スサポートセンター」をオープンします。工業振興課・企業誘致室は、経営支援課・企業誘致

課に名称を変え、電話番号なども下記のとおり変更します。また、津市土地開発公社もあのつ

ピア内に移転します。

月

内　容　講演会、分科会(津市ビジネスサポートセンターコーディネーターの紹介)

講　師　奥田  務さん(Ｊ.フロント リテイリング株式会社 相談役)

定　員　抽選100人

申し込み　所定の申込用紙に必要事項を記入し、ファクスまたはＥメールで経営

支援課(Ｆ236-3356、Ｍ229-3360@city.tsu.lg.jp)へ　※申込用紙は津市ホー

ムページからダウンロードできます。

締め切り　４月10日(月)17時必着

住　所　あのつ台四丁目６-１ あのつピア１階

業務時間　月～金曜日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

問い合わせ　

　経営支援課　　236－3355　　236－3356

　企業誘致課　　236－3353　　236－3354

　津市土地開発公社　　236－3350　　236－3351

津市ビジネスサポートセンター開設記念セミナー

「経営改革を考える」

4 18
13:30~16:00
あのつピア２階 (あのつ台四丁目 )火

参加無料

奥田 務さん

津市ビジネスサポートセンター
(あのつピア１階)

経営支援課・企業誘致課

展示スペース

交流スペース

相談ルーム
(セミクローズド)

セミナールーム

相談ルーム(クローズド)

津市土地開発公社 あのつピア
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津市の高齢福祉サービス

　高齢者の皆さんが心身ともにいつまでも元気で、生きがいのある充実した暮らしを送れるよ

う、さまざまな取り組みを行っています。

問い合わせ　高齢福祉課　　229-3156　　229-3334　各総合支所市民福祉課(福祉課)

豊かに暮らす高齢社会に向けて

高齢福祉サービス

地域包括支援センターのご利用を
　高齢者が住み慣れた地域で安心

して生活が継続できるよう、総合

相談の拠点として地域包括支援セ

ンターを設置しています。保健師

や 社 会 福 祉 士 、 主 任 ケ ア マ ネ

ジャーなどの専門職による相談の

ほか、介護予防ケアプランの作成

や権利擁護、高齢者虐待防止など

の業務を行っています。 

▶緊急通報装置事業

　緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るため、緊

急通報装置を設置します。

対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、市民税

非課税世帯に属する人　

※近隣の人を中心に協力員が２人以上必要

▶老人日常生活用具給付等事業

　電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付し

ます。

対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、虚弱や

寝たきり、認知症などで日常生活に支障がある

人

費　用　所得税額に応じて、無料または一部負担

▶はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

　保険適用外のはり・きゅう・マッサージ施術

を、市が指定した市内の施術所で受ける人に助成

券を交付します。平成29年度の申請は４月３日

(月)から受け付けます。※申請時に健康保険証と

印鑑が必要

対　象　４月１日現在70歳以上(昭和22年４月２

日以前に生まれた人)

助成券　１枚1,000円分(年間６枚以内)

▶紙おむつ等給付事業

　紙おむつ等を常時使用しなければならない在宅

の高齢者に、紙おむつ等を支給します。

対　象　65歳以上の在宅で生活している、常時

紙おむつ等が必要な人

助成内容　月に１回紙おむつ等を現物給付

▶徘徊探索器貸与事業

　徘徊した場合に早期に発見し、その居場所を家

族に伝える徘徊探索器を貸与します。

対　象　認知症による徘徊が認められる高齢者など

費　用　月々の使用料などは自己負担

▶配食サービス事業

　調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取れ

た食事を手渡し、安否確認を行います。

対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、心身の

障がいなどのため調理が困難な人

助成内容　１日１食、週６食以内

費　用　１食当たり400円を自己負担

▶家族介護慰労金支給事業

　介護サービスを利用することなく自宅で高齢者の

介護を行った同居の家族に対して、介護慰労金(年

間10万円)を支給します。３カ月以上の入院があっ

たときや、介護保険料が未納の場合を除きます。

対　象　要介護認定で、要介護４または５となっ

た高齢者の介護を１年間継続し

て介護保険サービスを受けずに

在宅で介護した市民税非課税世

帯の同居の家族　※介護保険の

サービスのうち、１週間以内の

ショートステイを除く。

津中部中地域包括支援センター

津中部北地域包括支援センター

津中部東地域包括支援センター

津中部西地域包括支援センター

津中部南地域包括支援センター

津北部東地域包括支援センター

津北部西地域包括支援センター

津久居地域包括支援センター

津一志地域包括支援センター

津地域（養正・安東・櫛形・一身田）

津地域（北立誠・南立誠・敬和）

津地域（修成・育生・藤水・南が丘）

美里全域、津地域（神戸・片田・新町）

香良洲全域、津地域（高茶屋・雲出）

河芸全域、津地域（白塚・栗真）

芸濃全域、安濃全域、津地域（大里・高野尾・豊が丘）

久居全域

一志全域、白山全域、美杉全域

　271－6535

　213－3181

　213－8115

　237－2018

　238－6511

　245－6666

　267－1125

　254－4165

　262－7295

センター名 担当地域 問い合わせ
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津市勤労青少年講座│

勤労青少年講座生募集
問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

日　時 場　所

４月13日(木)

18時30分～21時

津リージョンプラザ２階

第１会議室

４月14日(金)

８時30分～20時

17日(月)以降は

８時30分～17時15分

津リージョンプラザ３階

商業振興労政課

※月～金曜日

(祝・休日を除く)

能「経政」

津市民薪能

街は劇場、通りはステージ

第51回 高虎楽座

3
TSU NEWS

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

4 22
10:00~16:00
フェニックス通り、津市まん中広場土
※荒天時は大門大通り商店街アーケード内 　当日の７時～18時までの間、

フェニックス通りの一部の区間

が車両通行禁止になります。

※荒天の場合は規制なし

交通規制にご協力を

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3544

4 29
17:30~
お城公園土・祝 ※雨天時は中央公民館ホール

　春の夜のひととき、幽玄の世界を楽しんでみませんか。

内　容　能「経政」、狂言「飛越」、仕舞など

演　者　長田驍さん・長田郷さん(喜多流)他

　勢州津高虎隊による上演や

太鼓演奏、子ども唐人などの

ステージパフォーマンス

　衣料品、雑貨、手作り品、

骨とう品などのお店が並ぶフ

リーマーケット。意外な掘り

出し物が見つかるかも♪

◆高虎座

◆にぎわい市

　仲間づくりや余暇の充実にご利用

ください。

開講期間　５月～来年２月末　※全

10回の講座は９月まで

対　象　市内に在住・在勤の39歳ま

での勤労者(学生を除く)

申し込み　４月13日(木)18時30分

から下記受付場所で配布する申込

書に必要事項を記入し、講座運営

費を添えて提出

受付日時・場所

講座名 曜日 時間
定　員
(先着)

回数 会　場
講　座
運営費

華道 月 18時～20時 25人 20 サン・ワーク津 2万2,000円

料理Ⅰ 月 18時30分～20時20分 24人 20 中央保健センター 1万4,000円

英会話 水 19時～20時30分 15人 20 サン・ワーク津 6,000円

手話 水 19時～20時45分 15人 25 サン・ワーク津 6,000円

着付け 水 19時～20時45分 15人 20 サン・ワーク津 4,000円

写真 水 19時～20時45分 15人 20 サン・ワーク津 5,000円

美文字（書道） 金 19時～20時45分 15人 20 サン・ワーク津 6,000円

抹茶 金 19時～20時45分 15人 20 サン・ワーク津 8,000円

煎茶 月 19時～20時45分 15人 10 サン・ワーク津 3,000円

アロマ＆ハーブ 月 19時～20時30分 15人 10 サン・ワーク津 5,000円

バレトン＆ヨガ 水 19時～20時30分 20人 10 アスト津 3,000円

ジェルネイル 木 19時～20時45分 10人 10 サン・ワーク津 6,000円

ストレッチ＆体幹トレーニング 金 19時～20時30分 20人 10 中央保健センター 1,000円

車両通行禁止区域

1
TSU NEWS

2
TSU NEWS

つね　まさ とび　こえ
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市営浄化槽事業と浄化槽設置補助制度のご案内
問い合わせ　下水道総務課　Ｔ239-1038　　239-1037

区　分 浄化槽の大きさ
限度額（下水道予定処
理区域外・区域内共通）

５人槽 33万2,000円

７人槽 41万4,000円

10人槽 54万8,000円

５人槽 ８万4,000円

７人槽 10万3,000円

10人槽 13万8,000円

単独処理浄化

槽やくみ取り

便槽からの転

換設置

上記を除く浄

化槽設置

※下水道予定処理区域以外の地域には、単独処理浄化槽の全部撤

　去の費用９万円までと、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から転

　換するときの配管費用６万円までを別途交付します。

※補助金交付申請は、必ず工事の着手前に行ってください。補助

　金等交付決定前に工事着手している場合は、補助の対象外にな

　ります。（単独処理浄化槽の撤去等も含む）

5
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グリーンフェスティバル2017
問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8846　　255－0960

4 22
15:00~21:00
緑の風公園 ( 近鉄久居駅東口 )緑の風公園 ( 近鉄久居駅東口 )土

　約4,000本のキャンドルを会場にともします

　アコースティック音楽などのライブコンサート

　久居地域を中心においしくて、楽しいお店が出店

駐車場　陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド　※なるべ

　く公共交通機関をご利用ください。

◆キャンドルナイト

◆ステージ

◆グリーンカフェ

市営浄化槽区域にお住まいの人へ

市営浄化槽事業

市営浄化槽区域外にお住まいの人へ

浄化槽設置補助制度

　市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとと

もに、川や海をきれいにするため、市では市営浄

化槽区域(下水道計画区域や農業集落排水処理施

設などの集合処理区域を除いた区域)で合併処理

浄化槽の設置と維持管理を行っています。

◆単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処

　理浄化槽に変更する場合

申し込み　市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記

入し、下水道総務課へ提出してください。受け付

け後、現地調査を行い、設置の可否を決定しま

す。なお、土地の形状や工事の方法などで、すぐ

に施工できない場合､または申し込みが多い場合

には、翌年度以降の設置になることがあります。

申込期間　４月３日(月)から随時受け付け　※平

成28年度に受け付け済みの人から順次手続き

開始

◆住宅の新築などを行う場合

申し込み　市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記

入し、下水道総務課へ提出してください。受け付

け後、現地調査を行い、設置の可否を決定します。

　　また、申請する人は申請前に打ち合わせが必

要です。

申込期間　随時受け付け

◆すでに合併処理浄化槽を設置している場合

　市営浄化槽区域内で、すでに合併処理浄化槽を

設置していて、一定の条件を満たす場合は、市に

帰属することができます。市に帰属後は市が合併

処理浄化槽の維持管理を行います。

　帰属の条件や申請方法など詳しくはお問い合わ

せください。

　住居専用住宅に浄化槽を設置する場合に補助金

を交付しています。

対象区域

●下水道計画区域内で下水道予定処理区域以外の

地域

●下水道予定処理区域になった日の翌日から７年

を経過しても下水道の供用が開始されないと見

込まれる地域

補助金限度額
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久居総合福祉会館 講座生募集

※申込者が少ない講座は開講しない場合があります。

問い合わせ　久居総合福祉会館　　256－7110　　256－7129

対　象　市内に住所のある人　※定員を超えた場

合、昨年度の同講座の受講者を除いて４月19

日(水)10時から当会館で公開抽選。結果は５月

１日(月)までに応募者全員に通知。

費　用　無料(講座によって教材費や保険料が必要)

申し込み　直接窓口または、はがき、ファクスで

希望講座名、郵便番号、住所、電話番号、氏名、年

齢(子どもと参加する講座は子どもの氏名と生

年月日も)を久居総合福祉会館(〒514-1136 久居

　東鷹跡町20-２)へ　※１人(１組)１講座に限る。

電話での申し込みは不可。

締め切り　４月14日(金)必着　※火曜日は休館

津市森林セラピー基地ウオークイベント平成29年度

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

※日程・コースは天候（台風など）の影響で変更になることがあります。

※詳しい内容や申し込み方法は、各イベント前に市ホームページなどでお知らせします。

大洞山石畳コース他２コース

5  21 9:30～

　森林セラピストの案内で、新緑の

爽やかな風とセラピーウオークを楽

しみませんか。

定　員　各コース10人

費　用　2,000円

申し込み　電話で美杉総合支所地域

　振興課へ

申込期間　４月17日(月)～５月12日

　(金)

森林セラピストにおまかせ！１
これからのウオークイベント

講座名 開催期間
対　象

(４月１日現在の年齢）
定　員
(抽選)

ヨーガ入門

５月10日～来年３月

毎週水曜日

10時～11時30分

15歳以上 20人

健康づくりのためのスポーツ入門

５月11日～来年３月

毎月第２・４木曜日

10時～12時

60歳以上 35人

ママとベビーの３B体操

５月12日～来年３月

毎月第２・４金曜日

９時～10時30分

４カ月～１歳未満児と保護者 20組

ママとあんよの３B体操

５月12日～来年３月

毎月第２・４金曜日

10時45分～12時15分

１歳児と保護者 20組

キッズとファミリーの元気いっぱい

５月20日～来年３月

毎月第３土曜日

９時～10時30分

３歳～５歳児と保護者 25組

と　き イベント名 コース 定 員 申込期間

６月４日(日)
９時～

新緑のセラピーウオークと
蔵王公園の青葉まつり

三多気蔵王 50人
５月１日(月)～
26日(金)

７月９日(日)
９時30分～

伊勢本街道峠越えウオー
ク

伊勢奥津駅～北
畠神社

50人
６月５日(月)～
30日(金)

８月６日(日)
10時～

第４回環境保全プロジェク
ト

塚原ヒストリー 50人
７月３日(月)～
28日(金)

８月19日(土)
16時～

第５回夕涼みウオーク 北畠歴史探索 50人
７月18日(火)～
８月10日(木)

９月17日(日)
９時30分～

森林セラピストにおまか
せ！２

北畠歴史探索 他 各10人
８月14日(月)～
９月８日(金)

10月15日(日)
10時～

アサギマダラとセラピーウ
オーク

美杉町太郎生地
内

50人
９月11日(月)～
10月６日(金)

10月22日(日)
９時～

歴史ウオーク（仮）
伊勢奥津駅～真
福院

50人
９月18日(月・祝)～
10月13日(金)

11月12日(日)
９時30分～

君ヶ野湖畔コースセラピー
ウオーク

君ヶ野ダム湖畔 50人
10月９日(月・祝)～
11月２日(木)

11月19日(日)
９時30分～

森林セラピストにおまか
せ！３

火の谷温泉 他 各10人
10月16日(月)～
11月10日(金)

２月11日(日)
10時～

アロマな一日 室内でアロ
マテラピー

市美杉庁舎 30人
１月９日(火)～
２月２日(金)

３月11日(日)
９時～

第６回ノルディックウオー
キングフェスティバル

君ヶ野ダム湖畔 100人
２月５日(月)～
３月２日(金)

３月23日(金)
10時30分～

淡墨桜と新緑ウオーク 美杉町竹原地内 50人
２月19日(月)～
３月16日(金)
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オタフクナンテン

8
TSU NEWS

9
TSU NEWS

問い合わせ　行政経営課　　229-3273　　229-3255

　地籍調査の一層の推進を図るため、用

地・地籍調査推進室を設置しました。

用地・地籍調査推進室

～地籍調査を着実に推進～
新設

　予防業務のさらなる強化や、増加する救

急業務への的確な対応などを図るため、消

防安全課、救急課などを予防課、消防救急

課などに変更しました。

消防本部予防課、消防救急課など

～予防業務などさらなる消防力の強化～
改編

　三重県農業共済組合の発足に伴い、農業

共済室を廃止しました。また、簡易水道事

業の水道事業への統合により、水道総務課

簡易水道担当を廃止しました。

簡素で効率的な推進体制の整備廃止

　モーターボート競走事業に公営企業会計を

導入し、競艇事業部をボートレース事業部(経

営管理課・事業推進課)に変更しました。

ボートレース事業部

～収益事業にふさわしい体制へ～
改編

　工業振興課、企業誘致室を経営支援課、企業

誘致課に変更し、新たに設置した津市ビジネスサ

ポートセンター(あのつピア内)に配置しました。

経営支援課、企業誘致課

～企業等への継ぎ目のない包括的な支援を実施～
改編

　地域における包括的な支援・サービス提

供体制の構築に向け、地域包括ケア推進室

を設置しました。

地域包括ケア推進室

～高齢者への包括的な支援・サービス体制の構築～
新設

　職員数2,500人体制の下、限られた経営資源を効果的に活用し、今、求められる施策を着実

に実施していくメリハリある行政運営を行うため、４月１日から組織の一部を変更しました。

４月１日から組織の一部を変更

いずれの申し込みも

　都市政策課または各総合支所地域振興課にある

申請書に必要事項を記入し提出　※申請書は津市

ホームページからもダウンロードできます。

◆記念樹用苗木

　市民の皆さんが愛着を持って育む樹木を増やし

潤いのある美しいまちをつくるため、記念樹を配

布します。

対　象　市内に在住で、平成28年４月１日以降、

　次のいずれかに当てはまる人

　婚姻届または出生届を提出した人

　市内で一戸建て住宅を建築または購入した人

　還暦を迎えた人

配布苗木　オタフクナンテン(常緑低木)、コデマ

　リ(落葉低木)、シマトネリコ

　(株立ち、常緑高木)、キンモ

　クセイ(常緑高木)、ジューン

　ベリー(落葉高木)、ハナミズ

　キ(落葉高木)の中から希望す

　る苗木１本

配布時期　10月ごろ

締め切り　７月31日(月)

◆生け垣緑化用苗木

　緑に囲まれた住みよい環境と良好な都市景観を

つくるため、生け垣を設置する人に苗木を配布し

ます。

対　象　市内の個人住宅の公道に直接面した敷地

に生け垣を新設または作り替える人　※延長が

３ｍ以上の生け垣に限る

配布苗木　ボックスウッド、サザンカ、プリペッ

ト、ヒイラギモクセイ、キンメツゲ、シラカ

シ、ベニカナメモチ、トキワマンサク(赤葉)の

中から希望する苗木

配布時期　植え付け適期に応じて

配布本数　生け垣の延長１ｍ当たり３本(最大60本)

記念樹用苗木＆生け垣緑化用苗木を配布
問い合わせ　都市政策課　　229-3290　　229-3336



○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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市民税課
　229－3130　　229－3331

事業所の皆さんへ
給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届出書の提出を

介護保険課
　229－3149　　229－3334

納入通知書（介護保険料
仮徴収額決定通知書）を送付

健康づくり課
　229－3310　　229－3287

Ｂ型肝炎予防接種費用助成

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

放課後児童クラブ

教委学校教育課
　229－3245　　229－3257

指定された小・中学校へ
就学を

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

農作業後の土の落下に
ご注意を

お知らせ

　給与支払報告書を提出した人

や、現在給与から市・県民税を特

別徴収している人が、４月１日

現在退職や転勤などにより給与の

支払いを受けなくなった場合は、

４月17日(月)までに「給与支払報

告・特別徴収に係る給与所得者異

動届出書」の提出が必要です。

　提出がないと、納入された金額

と市の台帳の金額とが一致しな

いだけでなく、従業員への納税通

知書が発行されなくなりますの

で、必ず期日までに提出してくだ

さい。届出書は津市ホームページ

からダウンロードできます。

　65歳以上の人(介護保険第１

号被保険者)のうち、平成29年

４月または６月に介護保険料の

徴収方法が普通徴収(納付書もし

くは口座振替による納付)から特

別徴収(年金からの天引き)に切

り替わる人には、４月３日(月)

に平成29年度納入通知書(介護

保険料仮徴収額決定通知書)を発

送します。

仮徴収とは

　市民税の課税状況や前年の合

計所得金額等に基づき介護保険

料の金額が決定するまでの間(８

月納期まで)に、暫定的な介護保

険料で徴収することをいいま

す。暫定的な介護保険料は、原

則、前年度中に適用された所得

段階別の保険料額を基準として

算出した額になります。ただ

し、仮徴収が発生するのは特別

徴収の人のみです。

　なお、平成29年度介護保険料

額(年額)については７月中旬に

別途通知します。

　教育委員会

では、登録さ

れている住所

によって、就

学すべき学校

を指定してい

ます。実際に住んでいない所へ

住所を登録し、その校区の学校

に子どもを通わせることはでき

ません。このような場合は、事

実を確認し、本来の指定校に通

学していただくことがあります。

　定期予防接種

の期間内(１歳に

達するまで)に接

種できなかった

場合、その回数

分を助成します。ただし、任意

接種です。該当する人は健康づ

くり課へご相談ください。

対　象　平成28年４月１日～９

月30日生まれの人

接種期間　４月１日(土)～９月

30日(土)

接種場所　予防接種協力医療機関

申し込み　直接窓口または電話

で健康づくり課へ

　放課後児童クラブは、保護者が

労働などにより昼間家庭にいな

い小学生を対象に、放課後に安全

で充実した生活を送ることがで

きるようお手伝いしています。

　現在、市内では保護者会や社

会福祉法人、NPOにより55ク

ラブ(公設民営45、民設民営10)

が運営されています。利用に当

たっては各クラブのルールに

従っていただく必要があり、中

でも保護者会などで運営する公

設民営のクラブでは、利用する

保護者の皆さんの運営への参

画・協力が欠かせません。

　開所時間や利用料などは各ク

ラブで異なりますので詳しくは

お問い合わせください。また、

各クラブの一覧は津市ホーム

ページをご覧ください。

４月に新設されたクラブ

　あゆみ野(一身田大古曽1453－3)

Ｔ232－6111

放課後児童支援員等(指導員)募集

　各クラブでは、児童を保育す

る指導員を募集しています。詳

しくは、津市ホームページをご

覧ください。

　トラクターな

どで農作業をし

た後、道路に出

るときは、道路

に土を落とさないように注意し

ましょう。車道や歩道に落ちた大

きな泥のかたまりは、景観を損ね

るだけでなく、通行の妨げにも

なり大変危険です。また、やむ

を得ず道路に土を落とした場合

は、速やかに清掃してください。

津市放課後児童クラブ│



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

※18時以降は照明料１人100円が別途必要

こども支援課
　229－3284　　229－3334

こども料理体験教室補助金

総務課
　229－3276　　229－3255

審議会などの傍聴

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市国際交流推進基金
補助事業

林業振興室
　262－7025　　264－1000

新築木造住宅などに補助
みえ森と緑の県民税市町交付金事業

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市体育館、津市民プール
の閉館

都市政策課
　229－3290　　229－3336

緑化・美化運動を行う団体へ
花苗などを支給

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

香良洲パターゴルフ場の
リニューアルオープンと
ナイター営業の開始

大人

小・中学生、

65歳以上

市内の人 市外の人

300円

100円

500円

300円
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　子どもの自立・

成長を促すこと

を目的とした料

理教室を開催す

る団体に補助金

を交付します。

対　象　次の全てを満たすもの

●市内に在住・在学の小学６年

生までの子どもが10人以上参

加する教室であること

●大人の見守りの下、子どもが

主体的に調理する教室である

こと

●市内で行う教室であること

●津市から他の補助金を受けて

いないこと

●団体として年間３回以上活動

していること

補助金額

　対象経費のうち上限２万円

申し込み

　教室開催日の20日前までにこ

ども支援課へ

※詳しくは津市ホームページを

ご覧いただくか、こども支援課

で配布する要項をご覧ください。

　市民の皆さんが主体の国際交

流活動を推進し、国際協力活動

に対する理解をより一層深める

ため、資金面で活動を支援して

います。

対　象　平成29年度中に津市民

を対象に広く行われる国際的

な交流活動、ボランティア活

動など。詳しくはお問い合わ

せください。

申込資格　市内で組織的・継続

的に国際交流活動を行ってい

る団体

申し込み　市民交流課にある申請

書に必要書類を添えて、直接窓

口へ　※申請書などは４月１

日(土)から津市ホームページ

でもダウンロードできます。

締め切り　４月20日(木)

　公園などの公共公益施設で緑

化活動を行う団体に、花苗など

を支給します。

対象になる団体　自治会、ボラ

ンティア団体など

対象になる場所　公園、道路な

ど、市民の誰もが利用できる

公共公益施設で、管理者の承

諾を受けている場所

支給内容　花苗、花木、種子など

支給時期　５月～７月(春期)

申し込み　都市政策課または各

総合支所地域振興課にある申

請書に必要事項を記入し提出

申込期間　４月３日(月)～21日

(金)　※申請は春期と秋期各１

回(秋期の申請は８月を予定)

　地域産木材(県内産を含む)を

一定量以上使用し、市内で個人

住宅または公共的施設を新築す

る人を対象に、建築費の一部を

補助します。４月17日(月)から

募集要項を配布

します。詳しく

は、林業振興室

までお問い合わ

せください。

　10月１日(日)のサオリーナ、三

重武道館のオープンに伴い、津

市体育館、津市民プールを閉館

します。９月30日(土)までの利

用に関しては通常どおり津市体

育館で受け付けますが、サオリー

ナ、三重武道館の利用に関しては

メッセウイング・みえ(Ｔ223－

4655)へお問い合わせください。

　人工芝の張り替えが完了し、

４月１日(土)からリニューアル

オープンします。また、下記のと

おりナイター営業を開始します。

と　き　４月16日(日)～10月31

日(火)９時～21時　※ナイ

ター期間以外は16時まで

料　金

　津市情報公開条例に基づき、

審議会などの会議を公開してい

ます。公開の対象になる会議

は、住民の皆さんや学識経験者

などを構成員として、法律や条

例などに基づき設置されている

審議会などです。

　会議の開催案内は、約１週間

前までに津市ホームページの

他、情報公開室(市本庁舎７階)

や各総合支所でお知らせしてい

ます。関心のある会議がありま

したら、ぜひ傍聴してください。

　なお、審議の内容に個人情報

などの不開示情報が含まれる場

合は非公開になることがありま

す。詳しくは津市ホームページ

をご覧ください。



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

総合型地域文化・スポーツクラブ

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

土木工事などを行う事業者の皆さんへ
埋蔵文化財の保護にご協力を

お知らせ

募　　集

環境政策課
　229－3212　　229－3354

普及しよう！ グリーンのカーテン

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

手話奉仕員養成講座

クラブ名

西橋内文化・スポー
ツクラブ

ひさい文化・スポー
ツクラブ

かわげスポーツク
ラブ

東古河町7－1（西橋内
中学校内、Ｔ・Ｆ246－
5524、毎週土曜日10
時～16時）

上弁財町津興2537－4
（橋南中学校内、Ｔ・
Ｆ227－5155、毎週土
曜日10時～12時）

一志町大仰217－1（大
井公民館内、Ｔ・Ｆ
293－6673）

白山町古市808（白山
体育館内、担当　090－
4232－7691）

一志町波瀬2232－2（波
瀬公民館内、Ｔ・Ｆ
294－7472）

河芸町浜田774（河芸
体育館内、Ｔ・Ｆ245－
3354、第２・４土曜
日９時～12時）

安濃町田端上野818
（安濃体育館内、Ｔ268
－0101、Ｆ268－3220）

久居中町29－2（Ｔ・Ｆ
255－2731）

久居相川町2071－1（鈴
木方Ｔ・Ｆ256－9312）

あのうスポーツク
ラブ

大井キッズクラブ

矢頭の子クラブ

白山総合型地域ス
ポーツ文化クラブ
（平成29年４月開設）

ひさい総合型地域
スポーツ・レクリ
エーションクラブ
FAN・fun

橋南スポーツクラブ

事務局

久居体育館
　255－6081　　255－2658

久居体育館
改修工事に伴う休館

文化振興課
　229－3250　　229－3544

文化振興課の執務場所
を移転

とき
（５月）

16日㈫

17日㈬

18日㈭

19日㈮

ところ

一志農村環境改善センター
２階大会議室

市芸濃庁舎２階
中会議室３・４

アスト津４階研修室Ａ

環境学習センター２階
大会議室

　市が支援する総合型地域文化・

スポーツクラブは、いろいろな

ことに興味・関心があり、さま

ざまな技術レベルを持つ人たち

が世代を超えて集まり、スポー

ツや文化活動を楽しむことがで

きる場です。開催内容は各事務

局へお問い合わせください。

　次の期間、改修工事のため休

館します。ご迷惑をお掛けしま

すが、ご理解とご協力をお願い

します。　※受け付け業務は行い

ます。

と　き　11月６月(月)～来年３

月31日(土)

　文化振興課(事業担当・文化

ホール施設担当)は、執務場所を

メッセウイング・みえ２階から

市本庁舎６階に移転しました。

ファクス番号も変更しましたの

でご注意ください。

　市内に約2,800カ所ある集落跡

や古墳などの遺跡(埋蔵文化財包

蔵地)は地域の歴史や成り立ちを

物語る市民共有の財産です。開

発事業を計画するときは、開発

予定地が遺跡の範囲に含まれて

いるかどうか、事前に窓口で確

認してください。遺跡の範囲内

で土木工事を行う場合、工事着

手60日前までに文化財保護法に

基づく届出書の提出が必要です。

届け出が必要な土木工事の例

●住宅や店舗、工場などの建築、

解体

●宅地造成、土砂採取

●農地の床下げ、天地返し、筆

合わせ

●駐車場造成、看板などの設置

●太陽光発電設備の設置

●樹木の抜根　など

　手続きについて詳しくは、津

市ホームページをご覧ください。

◆ゴーヤの種の配布

と　き　４月10日(月)９時～

ところ　環境政策課、各総合支

所地域振興課、各出張所

※１人につき１袋を配布、無く

なり次第終了

◆普及促進講座

とき・ところ　いずれも10時～

11時30分

内　容　家庭

でできる地

球温暖化防

止対策に関

する講話、

グリーンの

カーテンの

設置・育成

に関する講話と実演　※受講

者にはゴーヤの苗木を配布

対　象　市内に在住・在勤・在

学の人

定　員　各15人

持ち物　筆記用具

申し込み　電話で環境政策課へ

締め切り　４月28日(金)17時

と　き　５月17日～来年２月14

日の水・日曜日(全44回)

ところ　久居総合福祉会館

対　象　市内に在住・在勤・在

学で16歳以上の手話未経験者

定　員　抽選20人

費　用　3,240円(テキスト代)

申し込み　障がい福祉課または

各総合支所市民福祉課(福祉

課)にある申込書に必要事項を

記入し、直接窓口または郵

送、ファクスで障がい福祉課

(〒514-8611 住所不要)へ

締め切り　４月21日(金)消印有効

津市総合型地域文化・スポーツクラブ│



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

都市政策課
　229－3181　　229－3336

津市都市マスタープラン
ワークショップ

消防救急課
　254－1603　　254－1607

患者等搬送事業乗務員
基礎講習会

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画フォーラム実行委員
男女共同参画情報紙「つばさ」編集
スタッフ

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画審議会委員

　津市では、今後のまちづくり

の方針を示す都市マスタープラ

ンの見直しを行っています。昨

年度に引き続き、今年度は地域

のまちづくりについて話し合い

ます。津市の将来像を検討する

ワークショップに参加しません

か。

と　き　５月21日(日)、６月４

日(日)・25日(日)

ところ　市本庁舎

対　象　市内に在住・在勤・在学

の人または津市に関係する人

で全日程参加できる人

定　員　抽選30人

申し込み　都市政策課にある所

定の応募用紙に必要事項を記

入し、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　※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　４月３日(月)～28日

(金)必着

※謝礼、交通費の支給はありませ

ん。

　男女共同参

画社会の実現

に向けて、計

画の策定や施

策の推進に、

より多くの意

見を取り入れ

るため、公募委員を募集します。

対　象　市内に在住・在勤・在

学の20歳以上で、年数回程度

開催する会議に出席できる人

※本市の議員・常勤職員を除

く

任　期　委嘱した日から２年間

定　員　３人程度(書類審査など

の選考あり)

申し込み　男女共同参画室また

は各総合支所地域振興課(生活

課)にある所定の申込用紙に必

要事項を記入し、直接窓口ま

たは郵送、ファクス、Ｅメー

ルで男女共同参画室(〒514－

8611 住所不要、Ｍ229－3103

　@city.tsu.lg.jp)へ　※申込用

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　４月３日(月)～17日

(月)必着

　「男女が支えあい、いきいきと

暮らせるまち」を目指して、毎年

開 催 し て い る 男 女 共 同 参 画

フォーラムや、男女共同参画に関

する情報などを紹介する情報紙

「つばさ」の編集に、ボランティ

アとして参加してみませんか。

◆男女共同参画フォーラム実行

　委員

内　容　企画・運営

対　象　市本庁舎などで開催す

る会議に出席できる人

◆男女共同参画情報紙「つばさ」

　編集スタッフ

内　容　企画・取材・編集

対　象　平日昼間に市本庁舎な

どで開催する編集会議に参加

できる人

いずれも

申し込み　男女共同参画室にあ

る申込用紙に必要事項を記入

し、直接窓口または郵送、ファ

クス、Ｅメールで男女共同参

画室(〒514-8611 住所不要、

Ｍ229-3103@city.tsu.lg.jp)

へ　※申込用紙は、津市ホー

ムページからもダウンロード

できます。

締め切り　４月14日(金)必着

◆健康水泳春のコース

と　き　５月11日～６月29日の

毎週木曜日10時～11時30分

ところ　津市民プール

定　員　抽選50人(初めての人優先)

費　用　5,500円(傷害保険料を

含む)

◆水中ウォーキング

と　き　５月12日～６月30日の

毎週金曜日10時～11時

ところ　津市民プール

定　員　抽選30人(初めての人優先)

費　用　3,500円(傷害保険料を

含む)

いずれも

対　象　市内に在住・在勤・在

学の人

申し込み　スポーツ振興課また

は津市体育館、津市民プール、

各総合支所地域振興課、津市

スポーツ協会にある所定の用

紙に必要事項を記入し、直接

窓口またはファクスで提出

締め切り　４月14日(金)

と　き　５月27日(土)・28日(日)

８時～19時(全２回)

ところ　消防本部３階

内　容　患者等搬送事業に必要

な知識と技術の習得　※修了

者に乗務員適任証を交付

対　象　車椅子やストレッチャー

などを固定できる車両で、緊急

性の低い入退院や通院、転院、

社会福祉施設などへの搬送を

行っている事業者の乗務員

教　材　「患者等搬送乗務員基礎

講習テキスト2015年版ガイドライ

ン対応」(東京法令出版／4,858

円＋税)を各自用意して持参

申し込み　電話で消防救急課へ

申込期間　４月17日(月)～５月８

日(月)９時～17時

25広報 つ！　平成29年４月１日号



広報 つ！　平成29年４月１日号26

　「インターネットと人権」と「高齢者の人権」をテーマ

に市民人権講座が開催され、参加した皆さんは講演を通

して身近な人権について考えました。

　林野火災を想定して消火活動の訓練を行った津市

消防団一志方面団。115人の団員はポンプを使った

川からの送水訓練などに熱心に取り組みました。

　津市消防団香良洲方面団による恒例の餅つき大会が

行われ、参加した皆さんはつきたてのお餅や、豚汁の

振る舞いに舌鼓を打ちました。

いざという時に備えて
２月５日 　一志町井関

アツアツのつきたてだよ
２月５日 　市香良洲庁舎

鬼さんをやっつけろ！
２月３日 　普門寺

人権について考えよう
２月27日 　安濃中公民館

　「早生・中生・晩生」の印を付けた小竹筒で粥を炊き

込み、米のつまり具合で稲作の豊凶を予想するという

伝統の占い。今年は中生が豊作になると出ました。

市指定無形民俗文化財 世だめし粥占い
２月12日　北黒田公民館

わ　　せ なか　 て おく　 て

かゆ

　明幼稚園の園児たちが赤鬼めがけて「鬼

は～外！福は～内！」と、元気いっぱい豆

を投げた節分会。最後は、仲良しになった

鬼と記念写真を撮ったよ♪
龍王さくらちゃん



広報 つ！　平成29年４月１日号 27

　三重県庁から三重交通Ｇスポー

ツの杜伊勢までの10区間を走る「第

10回美し国三重市町対抗駅伝」。

津市チームは、沿

道から送られる声

援の中を駆け抜け、総合・市の部

第２位(２時間16

分37秒)の好成績

を収めました。

　人権学習や教養文化活動の発表が行われた

第11回白山市民会館人権フェスティバル。来場

者の皆さんで会場がいっぱいになったんだ！

　「こころとカラダに優しい歌薬」と題し、人権講

演会が開催されました。訪れた皆さんは、講師の優

しい歌声と語り掛けに聞き入っていました。

　地区学フェスティバルが開催され、長野教育集会所

地区学習会に参加している児童が、手作りの太鼓の演

奏や劇を発表し、老人会の皆さんと交流を深めました。

　榊原温泉郷温泉調査報告会が開催されました。参

加者は講師の話を通して、予防医学の効能が確認さ

れた榊原温泉のお湯の力に驚いていました。

響け！手作り太鼓の音
２月13日 　中野文化会館

榊原温泉っていい湯だな～♪
２月23日　津市センターパレスホール

タスキをつないで
２月19日　三重県庁～伊勢市内　

ドキドキの発表会
２月18日 　白山市民会館

こころを癒やす歌薬
２月18日 　美杉総合文化センター

シロモチくん

もり



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　市内に在住・在勤・在学の人

　津市スポーツ協会にある申込

用紙に必要事項を記入し、直接

窓口または郵送、ファクスで同

協会(〒514－0027 大門６－15、　

　273－5588)へ　※詳しくは、

同協会にお問い合わせいただく

か、同協会ホームページをご覧

ください。

　同協会(　273－5522)

広報 つ！　平成29年４月１日号28

前回の一身田寺内町の様子

前回のドッジボール大会の様子

イベント

募　　集

■ふれあいスポーツ教室

種　目 と　き ところ 対　象 定 員 申込期間 費　用

抽選
各20人

各5,000円
４月３日㈪～

14日㈮

キッズコンディショニ

ング

ジュニアコンディショ

ニング（前半）

ジュニアコンディショ

ニング（後半）

４歳～小学生未満

（初めての人優先）

小学１～３年生

（初めての人優先）

小学４～６年生

（初めての人優先）

５月11日～６月29日の毎週木曜日

15：30～16：30（全８回）

５月11日～６月29日の毎週木曜日

16：45～17：45（全８回）

５月11日～６月29日の毎週木曜日

18：00～19：00（全８回）

久居体育館

久居体育館

久居体育館

第６回津駅前ストリートまつり

　郷土芸能やよさこい、津ク

イーン発表会、キッズダンスな

ど、津駅前東口ロータリーのメ

インステージを中心にたくさん

のイベントを開催。津ぅキャラ

たちも登場し、イベントを盛り

上げます。

　４月９日(日)10時～17時　※雨

天決行　　津駅前東口ロータリー、

羽所町通り

　津駅前ストリート倶楽部事務

局(　273－5570)

ラ・フェスタ・プリマヴェラ2017 

　東海・近畿地方を巡るクラシッ

クスポーツカーの祭典。今年も

往年の名車たちが津のまちを駆

け抜けます。

　４月14日(金)①13時55分～②

14時55分～　　①一身田寺内町

②メッセウイング・みえ

　観光振興課(　229－3234)

ひぐらしハーモニカ教室

第19周年合同発表会

　４月22日(土)12時30分～(12

時開場)　　県文化会館小ホール

(県総合文化センター内)

　同教室代表(　223－2106)

ベビーちゃんのわくわくランド

　赤ちゃんと一緒に歌を歌った

り、体を動かしたりしませんか。

　５月～来年２月の毎月第３土曜

日11時～12時(９月は第２土曜

日)　　久居総合福祉会館２階教

養娯楽室　　３歳未満の子ども

と保護者　　　40組　　１回500

円(１回目の保険料を含む。２回

目以降任意で別途必要)

　４月10日(月)から所定の申込用

紙に必要事項を記入し、直接窓口

またはファクス、Ｅメールで津市ス

ポーツ・レクリエーション協会事務局

(スポーツ振興課内、　229－3247、

　sporec_tsu@yahoo.co.jp)へ

　同事務局(　229－3254)

キッズフェスティバル2017

　５月13日(土)８時30分～12時

　久居体育館　　ドッジボール

大会、ドッヂビー大会　　小学

生　　　16チーム(１チーム８

～15人)　※マグカップ、体育

館シューズ、靴袋を持参　　１

人200円

　４月17日(月)～５月１日(月)に、

チーム単位で所定の申込用紙に必

要事項を記入し、直接窓口または

郵送、ファクスで津市スポーツ・

レクリエーション協会事務局(ス

ポーツ振興課内、〒514-0056 北

河路町19-1 メッセウイング・み

え内、　229－3247)へ　※申込

用紙は電話またはファクスで同

事務局(　229－3254)へ請求

スポーツ安全保険

　活動中の事故による傷害や、第

三者に与えた損害を補償するス

ポーツ安全保険に加入しませんか。

　スポーツ・ボランティア・文

化活動などを行う４人以上のア

マチュアの団体やグループ

　①スポーツ振興課または各総

合支所地域振興課、津市体育

館、百五銀行各支店にある加入

依頼書に必要事項を記入し百五

銀行へ②「スポ安ねっと」のホー

ムページで会員登録後、名簿を作

成しコンビニまたはPay-easy

で保険料を支払い

　加入に関して…スポーツ安全協

会三重県支部(　059－372－8100)、

事故・保険内容に関して…東京海

上日動東海スポーツ安全保険

コーナー(　0120－789－057)



　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４月１日号 29

前回の飯ごう炊さんの様子

スポーツ指導者バンク

　スポーツ教室や同好会、企業、

学校などで能力を生かせるよう、

指導者バンクに登録しませんか。

　公認スポーツ指導者、それに準

ずる資格や能力を持っている人

　直接窓口または郵送、Ｅメール

で津市スポーツ協会(〒514－0027

大門6－15、　 mail.tsuspokyo@

gmail.com)へ　※詳しくは、同協

会ホームページをご覧ください。

　同協会(　273－5522)

初級語学講座(前期)受講生

　市内に在住の外国人を講師に

迎え語学講座を開講します。

　津リージョンプラザ第２会議

室ほか　　　各講座24人

　４月10日(月)～28日(金)に津

市国際交流協会津支部(市民交流

課内、　229－3146)へ

わんぱくディキャンプ

　５月13日(土)９時30分～15時

　津市青少年野外活動センター

(神戸)　　飯ごう炊さん、カレー

作り、マッチの使い方　　市内

に在住の小学１～３年生　　　

60人　　1,200円

　４月７日(金)８時30分～27日

(木)に直接窓口または電話で同

センター(　228－4025)へ

母子父子寡婦福祉会総会

　一人親家庭、寡婦家庭の人な

らどなたでも参加できます。

　４月16日(日)10時30分～　　

アスト津４階アストホール

　津市母子父子寡婦福祉会津支

部(　223－2085)へ　※月曜休館

※福祉サービスの情報交換や親

子行事を行う同会の会員募集も

行っています。

県営住宅４月定期募集

　４月４日(火)～30日(日)に三

重県各建設事務所または県営住

宅指定管理者にある申込用紙に

必要事項を記入し、郵送で各指

定管理者へ　※消印有効

※詳しくは各指定管理者へお問

い合わせいただくか、三重県

ホームページをご覧ください。

裁判所・検察庁・弁護士会

共同見学会

　５月９日(火)13時30分～16時

30分(13時15分までに集合)　　

津地方検察庁(中央) 　　裁判員

裁判法廷と検察庁の取調室など

の見学、裁判官・検察官・弁護

士などによる刑事手続に関する

説明　　　30人

　４月６日(木)～26日(水)に津

地方検察庁検察広報官(　228－

4165)へ　※平日９時～17時

税務職員(大学卒業程度)

国税専門官採用試験

　第１次試験６月11日(日)　　

昭和62年４月２日～平成８年４

月１日生まれの者、平成８年４

月２日以降生まれの者で大学を

卒業した者と平成30年３月まで

に卒業する見込みの者など　　

※インターネット申込期間３月

31日(金)～４月12日(水)、詳し

くは国税庁ホームページをご覧

ください。

　名古屋国税局(　052－951－3511)

第７期ふれあいカレッジ

　生涯学習を楽しく学び、新し

い仲間との絆と交流を深めます。

　５月～10月の火曜日９時30分～

16時(全16回32講座)　　県総合

文化センター(一身田上津部田)ほ

か　　身体が動けば心も動く、い

つまでも若さと健康を！、グレイト

エイジを楽しむために、生活を支

える介護、感動の世界遺産の旅、

食と健康～楽しい料理実習～、美

杉森林セラピー散策と北畠氏の

歴史、斎宮の杜散策と斎王の歴

史、高齢者の交通安全体験学習、

仲間づくりとグループ活動など　

　市内に在住のおおむね55～75

歳の人　　　45人　　5,000円

(全学習費用)

　４月20日(木)までに、所定の

申込用紙に必要事項を記入し、

郵送またはファクスでみえ長寿

津連絡会(〒514－2222 豊が丘

一丁目46－11、　202－5155)へ

　同会(　202－5155)

ひきこもり(ニート)のみなさん 

将来の道は必ず開けます

　学校や職場に行けない、なじ

めないと悩んでいる人に将来の

進路や学習方法、人間関係など

についてアドバイス。意見交流

も行います。

　４月８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　

　４月６日(木)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)

もり
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広報 つ！　平成29年４月１日号30

募　　集 健　　康 無料相談

とき（毎月） 内　容

面談・電話相談
（予約優先）

第１～４火曜日
13時～18時

※祝・休日、年末年始を除く

第３火曜日
10時～12時

親子記者事業参加者

　長崎で原爆の被害や平和の大切

さを学び、新聞を作ってみませんか。

　８月８日(火)～11日(金・祝)　

　長崎市　　小学４～６年生と

保護者　　　18組

　５月８日(月)までにＥメールで

日本非核宣言自治体協議会事務局

(　info@nucfreejapan.com)へ

※メール送信できない場合のみ郵送可

　同事務局(長崎市役所平和推進

課内、　095－844－9923)　※詳

しくは同事務局ホームページを

ご覧ください。

速海ちひろ×森本英希

若葉のコンサート 2017

　５月６日(土)18時～(17時30

分開場)　　県立美術館(大谷町)

　グランドハープ弾き語り第一人

者の速海ちひろ(ハープ・ソプラ

ノ)と森本英希(フルート・リコー

ダー)による熊本支援コンサート

　250人　　前売り2,500円、当

日3,000円　※前売りで定員に達

した場合、当日販売は行いません。

　県立美術館、県立文化会館へ

※その他の取り扱い場所につい

てはお問い合わせください。

　速海ちひろコンサート実行委

員会事務局(　075－204－3001)

ウミガメの環境学習会

　４月16日(日)14時～16時　　県

総合博物館MieMu３階レクチャー

ルーム(一身田上津部田)　　若林

郁夫さん(志摩半島野生動物研究

会代表)による伊勢湾に来るウミ

ガメの生態や課題についての講演

　ウミガメネットワーク担当(　

090－5600－0221)へ　※当日参

加も可

家族介護教室

アロマで心身リフレッシュ

　４月18日(火)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　　

市内に在住の65歳以上　　　

20人

　４月４日(火)から津市社会福

祉協議会津支部(　213－7111)へ

転倒予防教室

　４月27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

「のばそう！健康寿命」　　市内

に在住の65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

　４月13日(木)14時～15時　　

久居公民館　　豊田浩司さん(一

志眼科院長)による講演「緑内障」

　久居一志地区医師会(　255－3155)

歯のこと何でも電話相談

受付電話　225-1071、225-8747

　入れ歯、インプラント、小児

歯科、歯周病など歯に関する悩

みに歯科医師が応えます。

　４月16日(日)10時～15時

　三重県保険医協会(　225－1071)

セラピューティック・ケアミニ講座

　英国赤十字社発祥の、手のぬ

くもりだけで行えるケアです。

　４月23日(日)10時30分～12時

30分(10時から受け付け)　　ア

スト津５階研修室Ｃ　　　15人

　1,000円　※バスタオルまたは

クッション、筆記用具を持参

　４月７日(金)～21日(金)にファ

クスで住所、氏名、電話番号を

日本セラピューティック・ケア

協会三重担当(　227－3569)へ

　同担当(　227－3569)

弁護士による法律相談(面談)

　４月24日、５月22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１人30分以内)

　４月19日(水)８時30分から男

女共同参画室(　229－3103)へ

カウンセラーによる相談(面談・電

話相談)　専用電話　229－3120

　夫婦・親子の関係、生き方の

問題など

　上記以外の時間は男女共同参

画室(　229－3103)

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水曜日17

時～20時(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

　中部国際空港(セントレア)へ

は、津なぎさまちから高速船を

利用すると45分で行くことがで

きます。ぜひ早くて便利な高速

船をご利用ください。

中部国際空港へは

高速船で！！

セントレアまで45分！



広報 つ！　平成29年４月１日号 31

出張・万協フィギュア博物館　　　　　　　
　　　　　　　　　　　ＩＮボートレース津
昔懐かしいレトロフィギュアなどの展示

当日のボートレース津の出走前舟券1,000円以上を提示で、
マスターズチャンピオンオリジナルＴシャツ（６色）が当たる
ガラポン抽選会に参加できます。

津市モーターボート競走場

9:15~17:00ごろ
(４月11日のみ8:40~)

２階展示スペース

4 11   ~　火 16

マスターズチャンピオン
　　　　　　オリジナルＴシャツ抽選会

11:10ごろ~
先着200人

13:10ごろ~
先着100人

２階展示スペース前

ＯＢスター選手６人による
エキシビションレースを開催

エキシビションレース

15:30ごろ~

ボートレース津名誉執行
委員長が来場！
演歌界最高峰の歌声を
お楽しみください。

鳥羽一郎歌謡ショー

※当日のメンバーは
　B2takes！公式ツイッター
　などでご確認ください

B2takes！ミニライブ

８人の個性豊かなイケメンからなる関東No.1メンズアイドル！

ツッキードーム
(12:00開場)

①12:10ごろ~

②13:10ごろ~

ツッキードーム(11:30開場)

出走前舟券100円分を提示で、井村屋の肉まんを各回先着250人に！
300円分提示で、津ぎょうざ小学校の津ぎょうざを各回先着150人に！
500円分提示で、高虎ドッグのドッグサンドを先着100人に！

出走前舟券で肉まん・津ぎょうざ・
ドッグサンドをプレゼント！

肉まん①11:00~②13:00~

津ぎょうざ①12:00~②14:00~

ドッグサンド①12:30~

２階展示スペース前

※入場料100円(20歳未満は無料)

(４月11日は８時40分開門、４月12日～16日は９時15分開門)

火

火

金

①13:40ごろ~

②14:15ごろ~

問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944
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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

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

　10月１日のオープンまであと半年となったサオ

リーナ。既にインターハイや国体・全国障害者ス

ポーツ大会をはじめ全国規模の大会の開催が数多

く予定されています。地元のスポーツ振興への期

待が高まるなか、新・津市誕生最後のビッグプロ

ジェクト、産業・スポーツセンター整備事業は総

仕上げの時を迎えようとしています。

　一方、津市の将来を見据えた新たな取り組みと

して公約に掲げた「もっとできること」も着実に

形となって稼働を始めています。

　昨年度は、中学生までの医療費無料化を実現

し、育休退園の廃止に踏み切りました。市内37の

全ての地区において半年に１度ずつ開催する地域

懇談会の開催は108回を数えます。獣害対策も小

規模農地を新たに補助対象に加えるなど強化しま

した。

　今年度は、４月から「津市ビジネスサポートセ

ンター」が津市の産業振興のために動き始めま

す。夏の本格的な暑さが到来するまでに中学校教

室にエアコンを設置します。公民館の老朽化対策

については、まず、一身田公民館の建て替えから

着手します。新設する３つのこども園は来春の開

園予定です。

　仕組みづくりが難しく検討に時間を要した懸案

にも、今年度中に何とか道筋をつけることができ

そうです。防災無線が聞こえにくいことへの対策

として、自動でスイッチが入る緊急告知ラジオを

避難行動要支援者に配付します。高齢者の外出支

援のため、今秋を目途に、バス運賃として使える

ポイントを付けたＩＣカードを交付し、同時に高

齢者のコミュニティバス運賃を無料化します。

　こうした施策は、合併による行財政の効率化に

より生まれた財源と地方債を活用することで実現

できます。特に、小中学校の大規模改造や消防署

の建て替え、久居駅周辺整備などといった投資的

な事業には、あと４年の間、合併特例事業債を財

源とすることが可能なため、期限いっぱいまで活

用を続けます。この地方債は元利償還金の７割が

地方交付税で津市に戻ってくる、いわゆる「有利

な借金」です。一般廃棄物最終処分場や中央学校

給食センターの建設などにも充て、平成27年度末

までの累計は334億円にのぼります。

　とはいえ、どれほど有利な条件であっても地方

債が借金であることに変わりはありません。欲を

出し、適正限度を超えて起債を続けると、後年は

間違いなく償還が大変になってきます。そのた

め、津市は、こうした新しい借り入れをする一方

で合併前の借金を983億円から244億円に739億

円減らしてきました。返済にあたって、国から支

援のない過去の借金を国による補てんがある新し

い借金に置き換えることにより、資金を調達する

余地を作り出してきたのです。

　だからと言って安心は禁物です。合併に伴う財

政上の優遇措置がなくなった途端、津市は完全に

自立した自治体として自力で時代のすう勢に向き

合わなければなりません。後年まで返済に耐える

持続可能な財務体質であるためには、今から細心

の注意を払い、ありとあらゆる手段を尽くして歳

入と歳出をバランスよくコントロールしていくこと

が必要です。やりくり上手と評される都市となる

よう、今後も質の高い財政運営を続けてまいります。

津市の未来のために「もっとできること」

上手なやりくりで可能にします

　大規模災害時における小型無人機による

　情報収集に関する協定調印式…２月15日

　県内自治体初となる災害時応援協定

を三重県ドローン協会と締結。災害時、

小型無人機「ドローン」を活用した情報

収集を行い、迅速な災害対策を図ります。

　次期津市総合計画策定に向けたオープン

　ディスカッション(中央公民館)…２月19日

　総合計画は、津市の将来像を示す最

上位の計画です。平成29年度の策定

に向け、市民の皆様とともにまちづく

りのグランドデザインを描きます。

　GⅠ第62回東海地区選手権競走優勝者

　表彰式(ボートレース津)…2月23日

　４年ぶりに津市開催となる東海地区

選手権で、今回も三重支部の井口佳典

選手が優勝。１万５千人にご来場いた

だき、約33億円を売り上げました。



市税納期限一覧表

折り込み紙
広報津

平成29年４月１日発行

収税課

　229－3135 　229－3331

平成29年度

市税納期限一覧表

固定資産税

都市計画税

全　期 第１期

５月１日■
納期限

44月

軽自動車税

全　期

５月31日■
納期限

５５月

市　民　税

県　民　税

全　期 第１期

６月30日■
納期限

６６月

固定資産税

都市計画税

第２期

７月31日■
納期限

７７月

市　民　税

県　民　税

第２期

８月31日■
納期限

8月 ９月

市　民　税

県　民　税

第３期

10月31日■　
納期限

10月 11月

固定資産税

都市計画税

第３期

12月25日■
納期限

1212月

市　民　税

県　民　税

第４期

１月31日■
納期限

１月

固定資産税

都市計画税

第４期

２月28日■
納期限

２２月 ３月

　まちづくりの中

にあなたの税が生

かされています。

　市税の納付に便

利な口座振替制度

をご利用ください。

　納期限までに忘

れずに納めましょ

う。

　給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が

土・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日になります)

月 月

月

水 金

木

水 水

火



市税納期限一覧表

折り込み紙
広報津

　税金は納期限内に忘れずに納付しましょう。

●納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手

　数料80円を合わせて納付することになります。

●市の「納税催告センター」から電話で納税催

　告の連絡を受ける場合があります。

●延滞金が加算される場合があります。

●財産の差押えなどの滞納処分がされることに

　なります。

問い合わせ　収税課　　229-3135・3136　　229-3331

市税の納付には

便利で確実な口座振替を

市税の納付場所

納税は忘れずお早めに

　最近、税務職員を装い、現金自動預払機

(ATM)などを操作させ、振り込みを行わせる振

り込め詐欺の被害が発生しています。

　市では、納税のために金融機関の口座を指定

して振り込みを求めたり、還付金受け取りのた

めに現金自動預払機の操作を求めたりすること

はありませんので、ご注意ください。

振り込め詐欺に注意！

市税の納税通知書を送付

　通知書が届いたら、内容を確認してください。

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

市民税・県民税(普通徴収)

取扱金融機関

　市税の納付は、口座から自動的に納付できる

口座振替をご利用ください。納期ごとに納める

手間も省け、うっかり納め忘れることもありま

せん。手続きは、納期月の前月末までに、取扱金

融機関で行ってください。４月中に手続きを行う

と固定資産税・都市計画税は第２期、軽自動車税

は全期、市民税・県民税(普通徴収)は第１期から

の口座振替となります。

対象税目　固定資産税・都市計画税、軽自動車税、

　市民税・県民税(普通徴収)

●振替を希望する口座の預貯金通帳

●通帳に使用している届出印

●口座振替を希望する市税の納税通知書　

※口座振替依頼書については、市内の取扱金融機関

　に備え付けてあります。市外で手続きをする人は

　郵送しますので、収税課までご連絡ください。

　市税は次の場所で納付できます。

●市内に本・支店がある金融機関

●市本庁舎、各総合支所・出張所

●三重県、愛知県、岐阜県、静岡県内のゆうちょ

　銀行・郵便局(催告書などを除く)

●コンビニエンスストア

※次のような納付書は、コンビニエンスストアでは利 

　用できません。

　●納期限が過ぎたもの

　●納付書１枚当たりの金額が30万円を超えている

　　もの

　●破損・汚損などによりバーコードが読み取れない

　　もの

　●バーコードが印刷されていないもの(催告書など)

　●金額を訂正したり、金額を書き加えたりしたもの

●期別振替

　各納期限ごとに期別税額を引き落とし

●全期前納振替

　第１期の納期限に年税額を引き落とし

※再振替は行っていませんので、残高不足には

　ご注意ください。口座振替ができなかった場

　合は納付書が送付されますので、早急に納付

　してください。

　百五銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、

りそな銀行、三重銀行、第三銀行、中京銀行、三

重信用金庫、津信用金庫、商工組合中央金庫、東

海労働金庫、津安芸農業協同組合、三重中央農業

協同組合、一志東部農業協同組合、三重県信用農

業協同組合連合会、三重県信用漁業協同組合連合

会、以上の本店、各支店および各出張所、ゆう

ちょ銀行

４月初旬

５月初旬

６月初旬

納税通知書 送付時期

手続きに必要なもの

振替方法

納期限内に納付がない場合



市の応急診療所

折り込み紙
広報津

津市応急
クリニック

津市こども応急クリニック・
休日デンタルクリニック
大里窪田町327-1 三重病院敷地内
　236-5501

夜間 毎日 19：30～23：00

昼間
日曜日、祝・休日、
12月31日～１月3日

10：00～12：00

10：00～12：00
13：00～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00

小児科

祝・休日(１月１日、日曜日と重なる日を
除く）、１月２日、５月３日・４日・５日

歯科

12月31日

※小児科はおおむね16歳未満の人が対象

※デンタルクリニックとは、「歯科診療所」

　のこと

津市応急クリニック
  西丸之内37-8(お城西公園西隣）
　229-3303

津市久居休日応急診療所
  久居本町1400-2 久居一志地区医師会館内
　256-6207

休日や夜間に急病になったとき休日や夜間に急病になったとき

市の応急診療所のご案内市の応急診療所のご案内
平成29年４月１日発行

地域医療推進室

　229-3372　　229-3018

市内３カ所にある津市の応急診療所市内３カ所にある津市の応急診療所

　休日や夜間に急な発熱、腹痛、下痢などの症状

で困ったときのために、津地区医師会・久居一志

地区医師会・津歯科医師会・津薬剤師会などの協

力の下、市内３カ所で応急診療所を開設していま

す。

　４月１日から、「津市夜間成人応急診療所」は

「津市応急クリニック」に、「津市休日応急・夜

間こども応急クリニック」は「津市こども応急ク

リニック・休日デンタルクリニック」に名称を改

めて、下表のとおり診療を行います。

●健康保険証(75歳以上の人は後期高齢者医療 

　被保険者証)

※保険証がないと診療代金は全額自己負担とな

　ります。

●健康保険高齢受給者証(70～74歳の人のみ)

●子ども医療費などの福祉医療費受給資格証(該

　当する人のみ)

●診療代金　

※休日・夜間のため割増加算がされます。

●使用中の薬があれば、「お薬手帳」などの薬

　の内容が分かるもの

応急診療所
診療
科目

診療時間

19：30～23：00夜間 毎日

昼間
日曜日、祝・休日、
12月31日～１月３日

10：00～12：00
13：00～16：00

10：00～12：00
13：00～16：00

内科

内科

診療日

日曜日、祝・休日、
12月30日～１月３日

受診時の持ち物

三重病院三重病院

J
R
一
身
田
駅

J
R
一
身
田
駅

伊
勢
自
動
車
道

伊
勢
自
動
車
道

伊
勢
自
動
車
道

伊
勢
自
動
車
道

大里小大里小

豊里中豊里中

410

10

650

津市こども応急クリニック・
休日デンタルクリニック

近
鉄
久
居
駅

近
鉄
久
居
駅

成美小成美小

誠之小誠之小久居中久居中

久居IC久居IC

久居農林高校久居農林高校

118

津市久居休日
応急診療所

165

大沢池大沢池



市の応急診療所

折り込み紙
広報津

※通話料無料
※ファクスでも送信可

応急診療所を利用する際の注意事項応急診療所を利用する際の注意事項

●応急診療所は、比較的軽症な患者の応急的な治

　療、処置を行うところです。専門的な治療や経

　過観察が必要な検査などは行っていません。気

　になる症状があるときは、昼間の診療時間内に

　かかりつけの医師を受診し、休日や夜間の対処

　方法などについて相談しましょう。

●薬は原則、かかりつけの医師にかかるまでの１

　日分のみの処方です。休み明けには必ずかかり

　つけの医師の診察を受けましょう。

●「平日は仕事があるから」、「明日の診察でも

　いいくらいの状態だけれども、夜でもやってい

　るから」、「待ち時間が短そうだから」などの

　理由で、安易に休日や夜間に受診することはや

　めましょう。

「かかりつけ医」を持ちましょう「かかりつけ医」を持ちましょう

覚えておくと便利な電話案内覚えておくと便利な電話案内

　「かかりつけ医」とは、病気になったときに、

気軽に相談ができる身近な医師のことです。いつ

も同じ医師が診察するので、信頼関係が深まり、

また、あなたの体質や病歴を把握しているので、

精密検査や高度な治療が必要な場合は、専門病院

を紹介してくれるなど、適切な処置を受けること

ができます。特に小さい子どもやお年寄りのいる

家庭では、「かかりつけ医」を決め、急に具合が

悪くなったときに備えて、日頃から相談できるよ

うにしておくことが大切です。体の不調を感じた

ときは、早めに「かかりつけ医」に相談し、適切

なアドバイスを受けましょう。

0120-840-299
®

応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、

健康に関する相談をしたいときは…

応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、

健康に関する相談をしたいときは…

津市救急・健康相談ダイヤル24 

フリーダイヤル

医師や看護師など専門スタッフが相談にお答えします。

256-1199

診療時間外に受診できる医療機関を知りたいときは…診療時間外に受診できる医療機関を知りたいときは…

三重県救急医療情報センター 

コールセンター

0800-100-1199音声案内サービス

救急医療情報ネットＰＣ版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/

　　　　　　　携帯電話版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

#8000　　 232-9955子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…

みえ子ども医療ダイヤル

電話番号 または

※通話料無料
※携帯電話・PHSからも可

24時間年中無休

24時間年中無休

利用時間　毎日19:30～翌朝８:00

対象　18才未満の子どもとその家族　

医療関係の専門相談員が相談にお答えします。



津市の障がい福祉

折り込み紙
広報津

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに､市が行っている障がい福祉

サービスや自立支援医療についてお知らせします。これらを利用するには、あらかじめ申請が必要です。

津市の障がい福祉津市の障がい福祉
平成29年４月１日発行

障がい福祉課

　229-3157　　229-3334

市が実施している障がい福祉サービス市が実施している障がい福祉サービス

交通サービス交通サービス

その他のサービスその他のサービス

津市視覚障害者タクシー料金助成事業

対　象　市内に住所がある20歳以上の在宅の人で、

　身体障害者手帳の等級が視覚障がい１級の所得

　税非課税の人

助成額　１カ月につき700円の乗車券４枚を申請

　月から助成

※毎年申請する必要があります。津市障害者等交

　通サービス支援事業と同時に利用することはで

　きません。

津市障害者等交通サービス支援事業

対　象　市内に住所があり、通院・通学のためにタ

　クシーや自家用車、公共交通機関を月１回以上利

　用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課

　税の人　※障がい児は保護者が所得税非課税の人

●身体障害者手帳１級または２級

●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)

●精神障害者保健福祉手帳１級または２級

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当しなくなったとき

●所得税が課税されたとき 

●精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたとき

●入院または施設に入所したとき

助成額　通院･通学１回につき1,000円(１カ月４

　回まで)

※津市視覚障害者タクシー料金助成事業と同時に

　利用することはできません。

視覚に障がいのある人のためのサービス

声の広報　18歳以上で、身体障害者手帳の障がい

　の程度が視覚障がい１級～４級の人を対象に、

　「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮 

　らしの情報」を、ＣＤに収録して郵送します。

自立歩行生活訓練事業　重度の視覚障がいがある

　人の自立生活に向けた、白杖歩行や点字などの

　訓練を行います。

津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業 

対　象　医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が

　必要と認められる、市内に住所のある３歳以上

　65歳未満の重度障がいのある在宅の人で、次の

　いずれかに該当する人

●身体障害者手帳の肢体不自由の障がい程度が１

　級または２級

●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)

●精神障害者保健福祉手帳１級

対象にならない場合

●入院・入所している人 

●市民税の所得割が46万円以上の世帯

●生活保護を受けている人

●日常生活用具給付事業で、すでにストーマ用具､

　紙おむつの給付を受けている人

助成額　市民税非課税世帯は１カ月5,000円まで、

　市民税課税世帯は１カ月4,500円まで

障がい児等生活支援ファイル「はっぴぃのーと」

　障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがあ

る子どもの成長の記録ができる冊子です。無料で配布

していますので、詳しくはお問い合わせください。

対　象　市内に在住・在学で18歳以下の障がいが

　ある子どもや発育・発達に心配なことがある子

　どもの保護者で、利用を希望する人

津市障がい者相談支援センター(津センターパレス３階)

　障がい福祉に関する各種制度やサービスの利用

をお手伝いします。障がい者手帳のない人も利用

できますので、お気軽にご相談ください。詳しく

は津市障がい者相談支援センター(　272-4554)

へお問い合わせください。

相談時間　月～金曜日９時～17時(祝・休日、年

　末年始を除く)

津市障がい者虐待防止センター(津センターパレス３階)

　家庭や職場、施設などで障がいのある人への虐待

行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクス

で津市障がい者虐待防止センター(　264-7002、　

229-1382、津市障がい者相談支援センター内)へ通

報してください。通報者の秘密は守ります。

はくじょう



津市の障がい福祉

折り込み紙
広報津

障がい福祉に係る手当・年金障がい福祉に係る手当・年金

自立支援医療自立支援医療

　平成29年度から手当額(月額)を変更します。

特別児童扶養手当

対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

　る身体または精神に中度以上の障がいがある20

　歳未満の児童を家庭で養育している人

●身体障害者手帳１級～３級および４級の一部、

　もしくは療育手帳Ａ・Ｂ

●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当する児童が施設に入所し

　ているとき、または障がいを理由とする公的年

　金を受給しているとき

●本人･配偶者･扶養義務者の所得が限度額を超え

　ているとき

●診断書により認定基準に該当しないとき

障害児福祉手当

対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

　る身体または精神に重度の障がいがあるため、

　日常生活において常時介護を必要とする20歳未

　満の人

●身体障害者手帳１級および２級の一部

●療育手帳Ａ１(最重度)

●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当する人が施設に入所して

　いるとき、または障がいを理由とする公的年金

　を受給しているとき

●本人･配偶者･扶養義務者の所得が限度額を超え

　ているとき

●診断書により認定基準に該当しないとき

特別障害者手当

対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

　る身体または精神に著しく重度の障がいがある

　ため、日常生活において常時特別の介護を必要

　とする程度の状態にある20歳以上の人

●身体障害者手帳１級～２級程度の障がいの重複

●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当する人が施設に入所して

　いるとき、または病院・診療所に継続して３カ

　月以上入院しているとき、または一定以上の所

　得があるとき

●診断書により認定基準に該当しないとき

津市心身障害児童福祉年金

対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

　る３歳以上20歳未満の重度障がい児を在宅で養

　育している人

●身体障害者手帳１級～３級

●療育手帳Ａ１(最重度)・Ａ２(重度)・Ｂ１(中度)

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当する人が障害児福祉手当

　を受給しているとき、または施設に入所してい

　るとき

支給額　障がい児１人につき月額7,000円

津市重度心身障害者等介護手当

対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

　る20歳以上の重度の障がい者などと同一の生活

　を営み、常時介護を行う人

●身体障害者手帳の障がい名が上肢・下肢・体幹 

　機能障がい、または視覚障がい１級

●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)

●精神障害者保健福祉手帳１級

●介護保険の要介護状態区分が要介護４または５

対象にならない場合

●上記のいずれかに該当する人が特別障害者手当

　または経過的福祉手当を受給しているとき、ま

　たは施設に入所しているとき 

●介護者が上記のいずれかの障がいを有したとき 

●所得税課税世帯

支給額　障がい者など１人につき月額3,000円

　自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通

院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が

設けられています。

育成医療・更生医療

対　象　身体障がい者などがその障がいを除去・

　軽減する手術等の治療により、日常生活能力や

　社会生活能力などの回復を図り、その効果が確

　実に期待できる人

精神通院医療

対　象　精神障がい治療のた

　め、医療機関で外来治療を 

　受けている人

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

経過的福祉手当

１級

２級

手当の種別 平成28年度 平成29年度

5万1,500円

3万4,300円

1万4,600円

2万6,830円

1万4,600円

5万1,450円

3万4,270円

1万4,580円

2万6,810円

1万4,580円
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