
272

4/16
市財政収入の一部に寄与することを目的とし、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。
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平成29年（2017年）

たくさんの人でにぎわったＪＲ名松線全線復旧一周年記念イベント。伊勢奥津駅前で名松線をお見送り（３月26日）表紙

沿線にも魅力がいっぱい！
観光情報と運行ダイヤをチェック
沿線にも魅力がいっぱい！

観光情報と運行ダイヤをチェック
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名松線に乗ってゴールデンウイークの美杉へＧＯ！
伊勢奥津駅発 無料臨時バスを運行
名松線に乗ってゴールデンウイークの美杉へＧＯ！
伊勢奥津駅発 無料臨時バスを運行

自立前進予算
～自らの確かな足どりで未来に向けて発展～
自立前進予算
～自らの確かな足どりで未来に向けて発展～
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1億9,500万円2億9,400万円4億8,900万円
▲3.4%▲5億9,600万円175億8,200万円

▲249億6,600万円 ▲9.4%2,414億7,500万円 2,664億4,100万円

290億3,600万円 皆増
4億8,300万円

290億3,600万円
3億2,300万円 1億6,000万円 49.5%

66.3%
169億8,600万円

合　計

増減率増減額平成28年度平成29年度会計名

皆減▲521億2,700万円521億2700万円
▲0.6%▲7億 700万円1,135億9,600万円1,128億8,900万円一般会計

特別
会計

モーターボート競走事業

596億5,000万円 301億6,700万円 294億8,300万円 97.7%

5億5,200万円 100万円 0.2%

2,200万円
126億3,400万円 119億4,400万円 6億9,000万円 5.8%

2,400万円 ▲200万円 ▲4.4%

5,300万円 ▲600万円 ▲10.8%
100万円 100万円 ▲10.3%

689億3,600万円 1,226億7,800万円 ▲537億4,200万円 ▲43.8%

61億4,400万円 60億　600万円 1億3,800万円 2.3%

土地区画整理事業

市営浄化槽事業
後期高齢者医療事業
介護保険事業
国民健康保険事業 330億3,900万円 337億1,000万円 ▲6億7,100万円 ▲2.0%

270億1,800万円 6億4,300万円 2.4%276億6,100万円

6億6,400万円 ▲1億8,600万円 ▲28.1%

12億6,300万円 ▲12億6,300万円 皆減

企業
会計

椋本財産区
小　計

水道事業（支出）
工業用水道事業（支出）
下水道事業（支出）
駐車場事業（支出）

小　計

農業共済事業（支出）
モーターボート競走事業（支出）

共同汚水処理施設事業 4,700万円 4,700万円 皆増
4億7,800万円

農業集落排水事業
簡易水道事業

住宅新築資金等貸付事業 4,700万円
9億6,600万円 12億8,400万円 ▲3億1,800万円 ▲24.8%
5億5,300万円
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その他合併特例事業債臨時財政対策債

平成25年度
決算

平成26年度
決算

平成27年度
決算

平成28年度
決算見込

平成29年度
決算見込

問い合わせ　財政課　　229－3124　　229－3388

自立前進予算～自らの確かな足どりで未来に向けて発展～

1,128億8,868万円平成29年度当初予算
一般会計予算

人件費、公債費、市債残高の状況

　平成29年度は、産業・スポーツセンターが10
月にオープンし、４大プロジェクトが総仕上げの
時を迎え、合併時に10市町村が思い描いていた
まちづくりの大きな節目となります。また、合併
後11年が経過し、普通交付税の合併特例措置が
段階的に縮減されるなど、財政構造の転換期でも
あります。これからは、今まで築き上げてきた健
全な財政基盤を礎に、合併特例事業債の残りの発
行期間を見据え有効に活用しながら、津市の将来
のためにやるべきことを自ら決定し、市民の暮ら
しをより良くする取り組みを着実に進めます。
　平成29年度の当初予算は、小学校の普通教室
のエアコン設置や認定こども園の整備、高齢者の

外出支援、津市ビジネスサポートセンターの開設
など、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、力強い経済が市民の暮
らしを支え続けるまちづくりを目指すための予算
を編成しました。
　一般会計予算は、前年度と比べて0.6％減の
1,128億8,900万円となり、特別会計などを含め
た総額は、前年度と比べて9.4％減の2,414億
7,500万円となりました。

※文中や図表中の金額表記は100万円未満を四捨
　五入などしています。また、▲はマイナスを表
　しています。

　人件費は、前年度比1.1％減の200億2,500万円、公債費
は、前年度比2.7％増の98億8,800万円を見込んでいます。
　市債(臨時財政対策債を除く)の発行は、４億4,800万円の
増となり、平成29年度末市債借入残高の見込み(臨時財政対
策債を除く)は577億6,600万円と昨年度末残高見込み(539億
6,000万円)と比べ38億600万円の増となりました。

会計別予算額

　臨時財政対策債とは、地方の財源不足を補てんするために、
本来、国から地方交付税として交付されるべき額の一部を振り
替えて発行する特別な地方債のことです。各地方公共団体が借
り入れ、後年度の償還金は全額地方交付税に算入されます。

※平成29年度から、モーターボート競走事業特別会計は企業会計へ移行し、共同汚水処理施設事業特別会計を設置し、簡易水道事業特別
　会計を水道事業会計へ統合しています。
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平成29年度当初予算の主要事業
▶▶主な新規事業

▶▶主な拡充・継続事業

津市の認定こども園の整備
●津みどりの森こども園…神戸幼稚園増築・改修等
　工事など
●香良洲浜っ子幼児園…空調設備改修工事　
●白山こども園…園庭遊具などの再配置による整備
●(仮称)一志こども園… 増改築実施設計

７億3,020万円

高齢者の外出支援
（総務省・津市・三重交通株式会社が連携）
●65歳以上の人に三重交通株式会社の「エミカ」を
　活用したオリジナルICカード「シルバーエミカ」
　に乗車ポイントを付与して無償交付、同時にコミュ
　ニティバス運賃無料化

7,123万円

久居駅周辺地区都市再生整備事業

●(仮称)久居ホール整備事業(用地購入費など)
●久居交流広場整備事業(広場整備工事、防災備蓄倉
　庫設置工事)
●市道新町野口線道路改良事業・避難路整備事業
●久居駅東西口整備事業(広場整備工事、駐車場整備
　工事など)
●久居体育館ユニバーサルデザイン化事業(施設改修工事)

11億4,600万円

産業・スポーツセンター事業
●平成29年10月オープン

 60億5,652万円

応急クリニック運営事業 
●お城西公園西隣に平成29年４月１日 オープン

  4,888万円

2,036万円
戸別受信装置(緊急告知ラジオ)の導入

●避難行動要支援者と避難支援等関係者で防災行政
　無線の放送が聞こえにくく、補完システムが利用
　できない人に緊急告知ラジオを貸与

 735万円空家等対策関係事業 
●空き家情報バンクのエリア拡大とホームページの
　刷新、空き家リノベーション支援事業の補助対象
　エリアを市内全域に拡大

  8,373万円
津市ビジネスサポートセンターの開設

●企業誘致の強化および市内企業などへのさらなる
　経営基盤の強化や、ビジネス展開の拡大などに対
　しての積極的な支援

小・中学校へ統合型校務支援システムの導入

●教員の校務の適正化と効率化を図り、子どもと向
　き合う時間を確保

 1,343万円

  1,945万円一身田公民館の整備
●老朽化した公民館を建て替え、出張所や地域活動
　の拠点機能を備えた複合施設に整備(解体・新築実
　施設計)

 3,005万円消防団員用新活動服の購入 
●活動服を新たにし、消防団活動の安全性、機能性、
　快適性を向上

特産松阪牛の生産支援
●兵庫県産素牛導入の支援および松阪肉牛共進会本選
　出品に係る費用を助成

 168万円

津市体育館・津市民プール跡地の整備
●津市体育館跡地整備に伴う解体実施設計、津市民
　プール跡地整備に伴う解体実施設計・用地購入費など

 2,542万円

  9,049万円久居消防署南分署の整備
●消防の活動拠点としての機能確保(解体工事、新築
　実施設計など)

3,362万円放課後児童クラブの整備 
●神戸みどりっ子…移転改築工事
●観音寺どんぐり会…新築実施設計

学校施設等修繕事業の増額

●要望が多い小・中学校、幼稚園施設の維持修繕料の
　増額

平成28年度 1億7,339万円→平成29年度 1億8,916万円

2,110万円
小学校の普通教室へ エアコン設置 

●小学校の普通教室へのエアコンを３カ年計画で設
　置(実施設計)

1,039万円既存文化ホールの整備 
●津リージョンプラザ…改修基本調査
●白山総合文化センター…改修実施設計

地籍調査事業
●沿岸部での地籍調査の推進

 7,760万円
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歳入
1,128億8,900万円

自主財源
48.3％
545億5,000万円

市税
35.3％
399億400万円

繰入金 8.4％
94億3,500万円

その他 4.6％
52億1,100万円

地方交付税
15.7％
177億円

国県支出金
18.2％
205億5,600万円

市債
12.3％
139億300万円

地方消費税交付金
3.7％
41億6,000万円

地方譲与税 0.8％
8億9,400万円

その他
1.0％
11億2,600万円

依存財源
51.7％
583億3,900万円

一般会計  歳入

　個人・法人市民税は、景気の緩やかな回復基調
などにより、固定資産税・都市計画税は、既存
家屋の評価額が据え置かれるものの新築家屋に
係る税額が加算されることなどから、市税全体
では前年度比2.3％増の399億400万円を見込ん
でいます。

市税

地方交付税（普通交付税＋特別交付税）

国県支出金

市債
　普通債は、産業・スポーツセンター整備事業、(仮
称)久居ホール整備事業、認定こども園整備事業、
道路新設改良事業、消防防災施設整備事業、小・中
学校施設の大規模改造や維持補修事業などに合併
特例事業債を活用するほか、旧美杉庁舎等跡地整
備事業や各種ソフト事業に過疎対策事業債を活用
するなど、全体で97億300万円を見込んでいます。
　また、実質的な地方交付税である臨時財政対策
債は、普通交付税の交付見込みを踏まえ、42億円を
見込んでいます。
　なお、平成29年度末の市債借入残高は、前年度比
4.5%増の1,101億4,900万円を見込んでいます。

歳入の状況

　都市計画税は、道路や公園の整備などの都市
計画事業や、土地区画整理事業に使う目的税で
す。また、これらの事業を行うために過去に発
行した市債の償還金にも使われます。本年度は
下表のように、それぞれの事業に都市計画税を
均等に配分して事業を行っていきます。

　入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理
施設、消防施設やその他の消防活動に必要な施
設の整備や、観光施設の整備な
どを含めた観光の振興に使う目
的税で、本年度は下表のように
配分して事業を行っていきます。

▲4億1,700万円

歳入（科目） 予算額 前年度比増減額
自
主
財
源

市税 399億　400万円 8億8,900万円

繰入金 94億3,500万円 ▲9億3,400万円

その他 52億1,100万円 ▲2億4,500万円

小　計 545億5,000万円 ▲2億9,000万円

合　計 1,128億8,900万円 ▲7億　700万円

依
存
財
源

国県支出金 205億5,600万円 ▲10億1,800万円

地方交付税 177億円 ▲3億円

市債 139億　300万円 5億4,800万円

地方消費税交付金 41億6,000万円 2億3,300万円

地方譲与税 8億9,400万円 4,100万円

その他 11億2,600万円 ▲7,900万円

小　計 583億3,900万円

399億　400万円合　計

その他

たばこ税

固定資産税

法人市民税

個人市民税 154億7,400万円

32億6,900万円

164億9,400万円

16億8,000万円

29億8,700万円

市税の内訳

合　計 21億7,100万円53億　300万円

40.9%
2億1,500万円 8,800万円

19億5,400万円47億7,200万円

公園事業(公園整備)

事業名

市債の償還（上記事
業などを行うために
過去に発行した市債
償還金）

都市計画税
(予算額)
Ｂ

Ｂ/Ａ

2,200万円5,400万円

2億6,200万円 1億　700万円

都市計画税対象事業費
(一般財源)

Ａ

土地区画整理事業

下水道事業

観光振興事業 5,400万円 2,700万円 49.7%

合　計 7,200万円 4,500万円

事業名
入湯税対象事業費
(一般財源)

Ａ

入湯税
(予算額)
Ｂ

Ｂ/Ａ

消防施設等整備事業 1,500万円 1,500万円 100.0%

観光施設整備事業 300万円 300万円 100.0%

目的税の使いみち

　国県支出金は、臨時福祉給付金などの減によ
り、前年度比4.7％減の205億5,600万円を見込ん
でいます。

　平成29年度地方財政対策において、地方交付
税総額が前年度比2.2％減と見込まれることや市
町村合併に伴う普通交付税の算定の特例(合併算
定替え)期間が平成27年度で終了し、平成28年度
から段階的に縮減されていることなどから、前年
度比1.7％減の177億円を見込んでいます。
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歳出
1,128億8,900万円

義務的経費
47.1％
531億8,100万円

その他の経費
38.1％
429億6,700万円

人件費
17.7％
200億2,500万円

扶助費
20.6％
232億6,800万円

公債費
8.8％
98億8,800万円

物件費
17.0％
192億3,200万円

繰出金 15.4％
173億1,800万円

補助費等 4.2％
47億6,400万円

その他 0.6％
6億3,400万円

維持補修費 0.9％
10億1,900万円

普通建設事業費（単独）
12.0％
135億9,000万円

普通建設事
業費（補助）
2.8％
31億5,100万円 投資的経費

14.8％
167億4,100万円

一般会計  歳出
義務的経費(人件費)

義務的経費（扶助費・公債費）

投資的経費

　人件費は、平成28年度給与改定により給料な
どが増額となっていますが、退職と新規採用の
予定者数の差や他会計との人員調整により、職
員数が前年度に対し11人減の2,306人になった
ことなどから、前年度比1.1％減の200億2,500
万円を見込んでいます。

　扶助費は、障害者総合支援法に係る各種給付
費、子ども医療費などの増額により、前年度比
2.3％増の232億6,800万円、公債費は、前年度
比2.7％増の98億8,800万円を見込んでいます。

　普通建設事業費の補助事業分は、(仮称)久居
ホールの整備を核とする久居駅周辺地区都市再
生整備事業をはじめ、(仮称)香良洲高台防災公園
などの公園整備事業、小・中学校施設の大規模
改造事業、旧明村役場庁舎整備事業などの事業
費として、31億5,100万円を見込んでいます。
　また、単独事業分は、産業・スポーツセン
ター整備事業が最終年度を迎えるほか、国体に
向けての運動施設整備や道路整備などの事業費
をはじめ、認定こども園整備事業、小・中学校
施設の維持補修などの事業費として135億9,000
万円を見込んでいますが、普通建設事業費全体
では、前年度比1.8％減の167億4,100万円と
なっています。

性質別歳出の状況

目的別歳出の状況

単独

補助

合　計

単独

補助

災害復旧

事業費

普通建設

事業費

維持補修費

補助費等

繰出金

物件費

その他

小　計 429億6,700万円 ▲9億2,900万円

▲3,600万円

167億4,100万円 ▲3億4,100万円

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

173億1,800万円

47億6,400万円

8億8,800万円

▲4,900万円

1億7,200万円

▲13億5,400万円

1,300万円

6億3,400万円 2億8,900万円

歳出（性質） 予算額

小　計

10億1,900万円

1,128億8,900万円

2億5,900万円

小　計 531億8,100万円 5億6,300万円

31億5,100万円 ▲11億9,300万円

前年度比増減額
人件費 200億2,500万円 ▲2億1,400万円

扶助費 232億6,800万円 5億1,800万円

公債費 98億8,800万円

▲7億　700万円

135億9,000万円

192億3,200万円

合　計 1,128億8,900万円 ▲7億　700万円

諸支出金 2,200万円 ▲5,500万円

予備費 1億円 0円

災害復旧費 ▲3,600万円

公債費 98億8,800万円 2億5,900万円

消防費 39億2,400万円 ▲6,800万円

教育費 105億9,300万円 1億8,500万円

商工費 11億7,700万円 ▲6,000万円

土木費 150億8,500万円 ▲1億1,200万円

労働費 5,900万円 0円

農林水産業費 25億4,600万円 ▲1億8,000万円

民生費 396億3,900万円 7,800万円

衛生費 101億9,700万円 ▲1億4,100万円

前年度比増減額
1,200万円6億5,800万円議会費

総務費 190億　100万円 ▲5億8,900万円

歳出（科目） 予算額

10月にオープンの産業・スポーツセンター

(仮称)久居ホール イメージ図
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青山高原風力発電施設

市内の一般家庭約12万4,000世帯
分の年間消費電力量の
全てを再生可能エネルギーで
賄える計算になります。

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

0 2,100
1,5009,300

平成18年度末

約12,900世帯分

約59,400世帯分

約126,270世帯分

平成27年度末 平成28年度末

（世帯数）

4,800

49,800

52,900

23,300

270

37,200

17,400

問い合わせ　環境政策課　　229－3212　　229－3354

市内全世帯の家庭用年間消費電力を
再生可能エネルギーで賄える都市になりました

現在稼働中の発電施設

津市内の再生可能エネルギー発電で
賄える世帯数

種別

風力

太陽光

小水力

バイオ
マス

発電施設 世帯数換算 発電出力

新青山高原風力発電施設

51MWメガソーラー発電施設
(白山町三ヶ野地内)

青山高原風力発電施設

その他太陽光発電設備(個人住宅含む)

廃棄物焼却発電施設(西部クリーンセンター)

※平成29年２月稼働

中勢用水小水力発電施設(安濃ダム)
※平成28年４月稼働

※平成28年５月稼働

木質バイオマス発電施設
(雲出鋼管町地内) ※平成28年７月稼働

約5,900世帯分
約２万3,300世帯分 ６万3,000kW

23万8,500kW

338kW

２万1,990kW

約５万2,900世帯分

約４万9,800世帯分

約270世帯分

約1万7,400世帯分

約1万1,300世帯分

約4万1,600世帯分

約270世帯分

約4万5,000世帯分

約4,800世帯分

約12万6,270世帯分に！

※世帯数換算は「(一財)省エネルギーセンター」出典による一般家庭電力消費量4,734kWh/年を使用(一部報道発表数値を除く)

　津市は「津市バイオマス産業都市構想」に掲げるプロジェクトの一
つである木質バイオマス発電施設のほか、再生可能エネルギーを利用
した発電施設が新たに稼働したことにより、平成28年度末には市内全
世帯約12万4,000世帯分の家庭用年間消費電力を再生可能エネルギー
で賄えるようになりました。
　今後も豊富な地域資源や特性を生かした再生可能エネルギーの創出
を図り、さらなる普及に取り組むことで「環境への負荷の少ない社会
の形成」を目指します。

市内の再生可能エネルギー普及の推移(世帯数換算)

風力発電
太陽光発電
小水力発電
バイオマス発電

新 津市誕生後
約10倍増加！
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第九回関西府県連合共進会全景図

N
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津偕楽公園
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名
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屋
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Ｊ
Ｒ
紀
勢
本
線

10

とも

　今月から伊勢市を会場にお伊勢さん菓子博
2017が開催されます。菓子の博覧会の歴史は明
治44(1911)年に当時の東京府で開催された第１
回帝国菓子飴大品評会にさかのぼります。明治
時代は殖産興業政策に力が入れられ、各地で博
覧会や共進会が開かれました。博覧会は、文明
開化を求める人々に新しい知識を与え、新しい
産業・文化の集大成としてその実態を見せる唯
一の催しでした。
　津では明治６(1873)年に専修寺を会場に一身
田博覧会が、明治11(1878)年に津公園(津偕楽公
園)で三重県内物産博覧会が開催されています。
そして、とりわけ規模の大きかった博覧会が、
明治40(1907)年の４月から５月にかけて、津偕
楽公園から津駅付近一帯を主会場とした「第九
回関西府県連合共進会」でした。
　この博覧会は関西の府県をはじめ、東は静岡
県から西は山口県までの２府20県が参加する大
規模なものでした。会場の広さは約15万㎡に及
び、各府県の農工特産品を陳列する本館や参考
館、各種発明製作品や機械を展示する特許品陳
列館、美術品・水産品陳列館などの建物が建ち
並びました。

　夜には、7,000個以上の電飾(イルミネーショ
ン)がともって、建物が浮かび上がるように見
え、不夜城のようだと評判になったそうです。
２カ月間の会期中、約78万人もの人出でにぎわ
い、１日の入場者が当時の津市の人口約３万
8,000人を上回ることもあったといいます。博
覧会は今も昔も人々の心を引きつけてやまない
イベントと言えるでしょう。
　このように、かつて大規模な博覧会会場に利
用された歴史のある津偕楽公園は、昭和38年に
市指定の史跡名勝になりました。四季折々の花
木と風趣に富んだ園庭は、その名のとおり「人々
が偕に楽しむ場」として親しまれ、今も市民の
憩いの場となっています。

津偕楽公園と博覧会

共進会参考館(絵はがき)
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新緑のセラピーウオークと蔵王公園の青葉まつり
津市森林セラピー基地ウオークイベント

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

　力強く生い茂る緑が輝く季節、森林セラピーコースを歩いて自然の
パワーでリフレッシュしませんか。趣きある真福院や蔵王公園で開催
される青葉まつりにも立ち寄ります。
定　員　50人
費　用　1,500円(昼食、保険代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
申込期間　５月１日(月)～26日(金)

6 4 9:20~（9:00から受け付け）
三多気蔵王コース（三多気駐車場集合）

1
TSU NEWS

2
TSU NEWS

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272-8082　　272-1119
伊勢奥津駅発 無料臨時バスを運行

多気方面行
9:10 11:10 11:15 11:40 13:10 13:15 14:50

道の駅美杉

伊勢奥津駅発

9:25 11:25 11:30 11:55 13:25 13:30 15:05

北畠神社着 9:30 11:30 11:35 12:00 13:30 13:35 15:10

名松線⇔無料臨時バス　乗り継ぎ表

着

伊勢奥津駅行
北畠神社発 10:55 12:00 12:30 12:40 14:10 14:30 14:45 16:40

道の駅美杉 11:00 12:05 12:35 12:45 14:15 14:35 14:50 16:45

伊勢奥津駅着 11:15 12:20 12:50 13:00 14:30 14:50 15:05 17:00

名松線

無料臨時
バス

無料臨時バス

名松線

伊勢奥津駅
11：02着

八幡出張所前
11：12発

川上
11：23着

川上
14：44発

八幡出張所前
14：55着

【川上ルート】アマゴと川遊びを満喫！

名松線   ⇔  コミュニティバス　で行くモデルコース(土・日・祝日ダイヤ)

伊勢奥津駅
15：08発

伊勢竹原駅
10：34着

伊勢竹原駅前
10：48発

丹生俣
11：37着

丹生俣
14：37発

伊勢竹原駅前
15：26着

【丹生俣ルート】WOOD JOBロケ地巡り
伊勢竹原駅
15：35発

伊勢奥津駅行
松阪駅発 7:32 9:38 11:33 13:09

一志駅発 7:51 9:56 11:51 13:27

関ノ宮駅発 8:06 10:11 12:06 13:42

伊勢奥津駅着 8:59 11:02 12:57 14:33

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

松阪駅行
伊勢奥津駅発 11:30 13:06 15:08 17:15

関ノ宮駅着 12:20 13:56 15:58 18:05

一志駅着 12:35 14:11 16:13 18:20

松阪駅着 12:54 14:30 16:34 18:41

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

北畠神社発 10:00 11:40 12:05 14:00 15:20 15:50

道の駅美杉着 10:05 11:45 12:10 14:05 15:25 15:55

道の駅美杉発 10:15 11:50 12:20 14:15 15:35 16:05

北畠神社着 10:20 11:55 12:25 14:20 15:40 16:10

北畠神社⇔道の駅美杉はループバスも運行！

JR名松線と無料臨時バスで、
美杉地域を満喫
　ゴールデンウイークの間、伊勢奥津
駅発の無料臨時バスを運行します。名
松線に乗って、新緑の美杉に遊びにき
ませんか。

コミュニティバスも
ご活用ください
料　金　距離に応じて200～700円(小
　学生は半額、乳幼児は無料)
主な乗継駅　伊勢奥津駅、伊勢竹原駅

名松線に乗ってゴールデンウイークの美杉へGO！

アマゴつかみ 北畠氏館跡庭園
全12コース！

津市森林セラピー®

レンタサイクルで
名所めぐり

道の駅美杉でも無料でレンタルできるよ♪

5 3  7水・祝 ～
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津市　認知症支援│

3
TSU NEWS

問い合わせ　地域連携課　　229－3110　　229－3366
市民活動を応援します！

市民活動団体設立等支援交付金
対　象　市内に活動の拠点を置く次の団体
①本年度内にNPO法人の設立登記が完了する予
　定の市民活動団体
②２人以上の構成員で市民活動団体を設立しよう
　とする、または、２人以上の構成員で設立後１
　年を経過していない市民活動団体
対象経費
①NPO法人の設立認証申請に要する経費
②公益的な活動を行う市民活動団体の設立に要す
　る経費、または、設立後１年を経過していない
　市民活動団体の運営に要する経費。原則として
　飲食費、人件費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高10万円)

市民活動推進交付金
対　象　構成員が２人以上で、市内で自主的な活
　動をしている自治会や市民活動団体(これまで
　に５回以上市民活動推進交付金を交付された団
　体を除く)
対象経費　応募団体が主体的に取り組む公益的な
　活動(個人活動を除く)に要する経費。原則とし
　て飲食費、人件費、活動組織の運営管理に関す
　る経費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高20万円)

いずれも
応募方法　地域連携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、直接窓口    
　または郵送、ファクス、Ｅメールで地域連携課
　(〒514-8611 住所不要、　229-3110@city.tsu.
　lg.jp)へ　※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。
締め切り　５月26日(金)必着
選考方法　６月18日(日)９時から開催する公開審
　査会「市民セレクション」で、プレゼンテーショ
　ンを行い決定

地域でがんばる皆さんへ

　昨年度の事業
実施団体による
報告会を開催し
ます。応募の参
考に、ぜひお越
しください。
と　き　５月21日(日)９時～
ところ　津リージョンプラザ２階健康教室

　地域の課題解決や地域振興などの公益的な活動に取り組んでいる団体や、これから
取り組もうとしている団体を対象に、平成29年度の活動経費の一部を支援します。
国や他の地方公共団体から財政的な支援を受けている団体は、対象になりません。

事業報告会を開催

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく暮らすための「地域包括ケアシ
ステム」の構築をはじめ、介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の
実施や地域包括支援センターの運営などを担当する「地域包括ケア推進室」を４
月１日から市本庁舎１階高齢福祉課内に設置しました。
高齢者やその家族の安心した暮らしを支援するために、
次の業務に取り組んでいきます。

「地域包括ケア推進室」を設置
豊かに暮らす高齢社会の実現に向けて

問い合わせ　地域包括ケア推進室　　229－3294　　229-3334

ふれあいいきいきサロン
（新しい総合事業）

認知症の人やその家族を支援する
「認知症支援ガイドブック」

◆在宅医療・介護連携に関すること
◆生活支援コーディネーターの活動に関すること
◆認知症の施策に関すること
◆地域ケア会議に関すること　など

4
TSU NEWS
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津市民文化祭 参加者・作品募集5
TSU NEWS

部　門

書道・
工芸美術

５月24日㈬～
28日㈰

６月14日㈬～
18日㈰

６月21日㈬～
25日㈰

６月28日㈬～
７月２日㈰

５月９日㈫
17時

５月30日㈫
17時

６月６日㈫
17時

６月13日㈫
17時

５月23日㈫
15時～17時

６月13日㈫
13時30分～
14時

６月20日㈫
14時30分～
17時

６月27日㈫
15時～17時

５月28日㈰
16時～17時

６月18日㈰
16時～17時

６月25日㈰
16時～17時

７月２日㈰
16時～17時

日本画

洋　画

写　真

開催期間 締め切り
（必着）

作品搬入
時間

作品搬出
時間

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

　文芸部門
いずれも

ところ　橋北公民館研修室Ａ(アスト津４階)▲

短歌大会
と　き　６月10日(土)13時～16時30分
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　５月17日(水)までに、はがきに未発表
　作品１首と住所、氏名、電話番号を明記し、奥田
　榮子さん(〒514-0033 丸之内13-5)へ　※必着▲

俳句大会
と　き　６月11日(日)13時～16時
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　当日13時までに、未発表の当季雑詠
　３句を会場で投句▲

連句大会
　座談会と連句の実作会です。
と　き　６月18日(日)10時～16時
費　用　500円(当日徴収)

　美術部門
いずれも

開催時間　９時30分～16時30分(最終日は16時
　まで、入場は終了時刻の30分前まで)
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報センター
　(展示室)・ギャラリー
申し込み　津リージョンプラザ１階総合管理事務
　室へ

　市民参加によって開催される津市民文化祭の文芸部門の参加者と美術部門の作品を
募集します。応募方法など、詳しくは津リージョンプラザ、文化振興課、各総合支所
地域振興課、各公民館にある応募要項をご覧ください。

太陽光発電設備などの設置に対する補助金6
TSU NEWS

個人住宅
太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計 金額（１件当たり）

太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計

金額（１件当たり）
共同住宅・事業所 自治会集会所

５kW以上10kW未満 10万円

３kW未満
３kW以上６kW未満
６kW以上10kW未満

３万円
６万円
10万円

21万円
42万円
70万円

自治会集会所、共同住宅、事業所

　地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が
少ない新エネルギーの利用を促進するため補助金
を交付しています。

対象設備　太陽光発電システム、小型風力発電シ
　ステム
対象者　市内で、個人住宅や共同住宅、事業所、
　自治会集会所に対象設備を設置する人
対象にならない場合
●補助金の申し込み前に、対象設備の設置工事に
　着手したとき、または対象設備が設置された新
　築住宅を購入し引き渡しを受けたとき
●対象設備の施工または販売を行う事業者が、販
　売促進のみを目的として設置するとき
●すでに今年度内にこの補助金の交付を受けてい
　るとき
●事業が年度内に完了しないとき

補助金額
▼太陽光発電システム

▼小型風力発電システム
　１件当たり６万円
申し込み　環境政策課または
　各総合支所地域振興課へ　
　※詳しくは、津市ホームペー
　ジをご覧ください。

問い合わせ　環境政策課　　229－3212　　229－3354
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郷土芸能ふれあいフェスティバル7
TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3544

5 14 9:30~15:00
美里文化センター日

　美里地域
　美里龍神太鼓、コーラスてらやま、輪踊り友の会、珠美会、さつ
　き会、かんこ踊り(DVD上映)
　津市郷土芸能
　榊原湯の瀬太鼓、白塚獅子舞保存会、津音頭保存会、津しゃご馬
　保存会、津商工会議所青年部 元気玉太鼓、津青年会議所 高虎太
　鼓、津・高虎太鼓、津・高虎太鼓 華乃津会、津民芸保存会、美
　杉連山のろし太鼓保存会、分部町唐人踊り保存会　※五十音順

◆郷土芸能などの披露

◆美里みそを使用した豚汁の振る舞い
◆市内各地域の物産販売
◆先着500人に粗品プレゼント！

　市内各地域に伝わる郷土芸能や地域物産などの食文化を通じて、
市民の皆さんが集い、ふれあい、交流を深める郷土芸能ふれあい
フェスティバル。見どころ満載のイベントにぜひお越しください。

総合文化誌「津市民文化」第11号を販売8
TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3544

　特集「地名」「つながり合うグループ」をはじ
め、市内の風景写真、津市で活動する皆さんへの
取材記事、市民の皆さんから寄せられたエッセ
イ・短編小説、短歌、俳句、川柳、詩、連句など
を掲載しています。
販売価格　１冊500円
販売開始日　５月31日(水)
販売場所　文化振興課(市本庁舎６階)、教委生涯
学習課(市教育委員会庁舎２階)、各総合支所地域
振興課、津リージョンプラザ管理事務室、アス

トプラザオフィス、芸
濃総合文化センター、
サンヒルズ安濃、白山
総合文化センター
次の書店でも販売　青山
書店(羽所町)、三和書
店(一身田町)、金青堂
書店(久居本町)、別所
書店(修成店、津駅店、
イオン津店)

生活困窮者の相談窓口へ早めに相談を9
TSU NEWS

問い合わせ　援護課　　229－3151　　229－2550

　仕事や生活にお困りの人は、一人で悩まず、まずご
相談ください。一人一人の状況に応じて、一緒に解決
に向けて取り組んでいきます。相談は無料で、秘密・個
人情報は厳守します。

こんな悩みや困りごとを抱えていませんか

●仕事がなかなか見つからない
●仕事を辞めて家賃が支払えない
●借金が多く生活が苦しい
●どこに相談すればよいか分からない相談窓口　援護課(丸之内27-10)



○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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収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付
お知らせ

募　　集

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

元気アップ教室

河芸総合支所地域振興課
　244－1706　　244－1714

河芸レクリエーション農園

こども支援課
　229－3155　　229－3334

一人親家庭と生活困窮世帯への
学習支援事業

援護課
　229－3151　　229－2550

津市元気アップ教室│

　第１期の納期限は５月１日
(月)です。忘れずに最寄りの金
融機関または郵便局、コンビニ
から納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、第２期
から口座振替になります。

　元気に年齢が重ねられるよう
介護予防に取り組みませんか。
と　き　来年３月まで月１回程度
ところ　保健センター、市民セン
ターなど

内　容　自宅でできる運動、お
口の体操、栄養や認知症など
の介護予防の学習

対　象　65歳以上

※詳しくはお問い合わせください。

　子どもへの学習支援を無償で
行います。
支援内容　教室(週１回２時間)
または自宅派遣(週１回１時間
30分)での学習指導　※教室
は、近鉄津駅・津新町駅・久
居駅周辺
対　象　児童扶養手当受給世帯
または一人親家庭等医療費助
成対象の小学４年生～中学３
年生、生活保護受給世帯また
は就学援助費支給対象世帯の
中学生
定　員　一人親家庭10人程度、
生活困窮世帯30人程度
申し込み　一人親家庭…こども
支援課にある申込書に必要事
項を記入し、直接窓口または郵
送でこども支援課(〒514-8611

　住所不要)へ 生活困窮世帯…
援護課にある申込書に必要事
項を記入し、直接窓口または
郵送で援護課(〒514-0033 丸
之内27-10)へ　※申込書は津
市ホームページからもダウン
ロードできます。
締め切り　５月８日(月)

　収穫の喜びを味わいませんか。
利用期間　来年３月31日(土)ま
で(以後も継続更新可能)
募集区画　抽選１区画
場　所　河芸町久知野1150-1
面　積　51㎡
費　用　年額3,060円
申し込み　河芸総合支所地域振
興課にある申込書に必要事項
を記入し、直接窓口または郵
送で河芸総合支所地域振興課
(〒510-0392 住所不要)へ　
※申込書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17日(月)～26日(水)

「地区社会福祉協議会」と「民生委員・児童委員」の活動

vol.1
福祉政策課　　229-3283　 　229-3334

　少子化や核家族化によって地域のつながりが
希薄化している中、高齢者や障がいのある人、子
育てや介護をしている人などが、周囲に相談でき
ず孤立してしまうケースが増えています。誰もが
安心して暮らせる地域づくりのために活動をし
ている「地区社会福祉協議会」と、地域の身近な
相談相手として活動している「民生委員・児童委
員」の活動を知ってもらうため、今号から毎月16
日号でそれぞれの活動について紹介します。
　今号は「地区社会福祉協議会」と「民生委員・児童
委員」がどのような活動を行っているかの紹介です。
地区社会福祉協議会
　地域の任意団体で、地域住民一人一人が地域
福祉活動に参加し、地域内の触れ合いと支え合

いを育んでいく地域住民組織です。
　現在、43の地区社会福祉協議会が設置され
ています。
●住民の福祉活動への理解や参加を促進するた
　めの活動
●地域の実態や福祉ニーズの把握と解決を図る
　ための活動
●住民相互の支え合いを高めるための活動
民生委員・児童委員
　厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域
で、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要
な援助を行い、社会福祉の増進に努めています。
　現在、21の地区民生委員児童委員協議会が
あり、約600人の皆さんが活動しています。
●地域住民からの相談への対応
●高齢者世帯などの訪問、見守り
●子どもたちの安全を守るため
　の活動



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

5月の開催日程5月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所
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障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

要約筆記体験教室

津市体育館
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（６・７月分）

　難聴・中途失聴者に文字で通
訳する要約筆記を体験しません
か。難聴者のコミュニケーショ
ンについての講義もあります。
と　き　①６月３日(土)13時～16
時30分②６月４日(日)13時～
16時30分　※２回とも同内容
ところ　①南が丘会館研修室
　②市河芸庁舎防災研修室

対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上
定　員　抽選各15人
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　①②ともに５月22日
(月)必着

　津球場公園内野球場と北部運
動広場の６・７月分のナイター
使用の申し込みを受け付けます。
申し込み　直接津市
体育館窓口へ
申込期間　４月20日
(木)～30日(日)８
時30分～21時30分

5月 31302928272625242322212019181716151413121110987654321
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金木水火月

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

■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。

5月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

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

11日㈭、17日㈬、22日㈪、30日㈫
９日㈫、15日㈪、25日㈭
９日㈫、15日㈪、25日㈭
11日㈭、17日㈬、19日㈮、22日㈪、24日㈬、29日㈪、30日㈫
19日㈮、24日㈬、29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）

２日㈫、９日㈫、16日㈫、23日㈫、30日㈫

９日㈫
19日㈮

３日（水・祝）、10日㈬、17日㈬、24日㈬、31日㈬

１日㈪

13日㈯、21日㈰、27日㈯

８日㈪
22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。

GⅢ
戸田♡

SGボートレース
オールスター（福岡）

芦屋

スポーツニッポンパール賞競走 平和島 江戸川 常滑鳴門三国平和島♡

GⅢ大村♡ GⅢ鳴門♡ GⅢ戸田♡ 江戸川 三国 常滑 尼崎GⅠ宮島周年

浜名湖 常滑 びわこ 常滑 浜名湖

大村

桐生 住之江 下関 若松 下関 若松 住之江

蒲郡 丸亀 桐生 丸亀 GⅢ桐生 下関

下関 丸亀 若松 桐生 GⅢ蒲郡Ｍ 住之江 蒲郡 丸亀

徳山 唐津 芦屋 徳山 芦屋 唐津 徳山

GⅢ大村♡ GⅢ鳴門♡ GⅡ秩父宮妃記念杯（びわこ）

GⅡ秩父宮妃記念杯（びわこ） SGボートレースオールスター（福岡） 浜名湖

常滑 尼崎

スポーツニッポンパール賞競走 日刊スポーツちどり杯争奪戦

日刊スポーツちどり杯争奪戦

GⅢ三交マキシーカップ

GⅢ三交マキシーカップ



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

３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・・・・・・・・・・・・・

15件（27件）
7件（11件）

1,237件（2,599件）
757件（1,552件）

2人（2人）
109人（198人）

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

124,043世帯
（前月比25世帯増）

281,458人
（前月比130人減）

136,577人
144,881人

市民の動き
２月分

（平成29年累計）

悲しい数字
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イベントの様子

イベント 募　　集

コース と　き

平日昼
全６回

５月16日～６月20日の毎週
火曜日10時～15時　※昼１
時間の休憩あり

平日夜
全11回

５月16日～６月20日の毎週
火・金曜日18時30分～20時
30分

SEA LINK in 津なぎさまち
　５月７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、フリーマーケット、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)

久居文化協会山野草展
　新緑の季節を彩る山野草が多
数展示されます。
　５月６日(土)・７日(日)９時
～17時　※７日は15時まで　　
久居公民館　　盆栽・山野草展
示、苗木などの販売
　同協会盆栽部代表(　255－7106)

盆栽友人趣味の会
第42回展示・即売会
　５月３日(水・祝)13時～５日
(金・祝)15時　※昼夜連続で開催
　津観音寺境内(大門)
　同担当(　090－2184－2350)

第７回いい人見つけて結婚しよう
　５月５日(金･祝)12時30分～
16時(受け付けは11時30分から)
　県生涯学習センター４階大研
修室(県総合文化センター内)　
　20～40歳代の男女　　150人
　1,000円　※申し込み不要
　津シルバークラブ(　293－1169)

子ども会洋上教室
　８月18日(金)
～24日(木)　※
６泊７日　　北
海道内　　市内
に在学の小学５・６年生　　　
200人　　６万2,000円(税込)
　６月30日(金)17時までに津市
子ども会のホームページから申
し込み、または津市子ども会連合
会事務局、各教育事務所にある所
定の申込書に必要事項を記入し、
直接窓口または郵送で津市子ど
も会育成者連合会事務局(津市青
少年センター内、〒514－0027 大
門7－15 津センターパレス２階)へ
　同事務局(　225－7172)

わんぱくデイキャンプ
　５月27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24日(月)８時30分～５月
14日(日)に直接窓口または電話
で同センター(　228－4025)へ

星と語ろう
　５月27日(土)19時45分～21
時30分　　津市青少年野外活動
センター(神戸)　　木星・春の星
座の観察(悪天候の場合は天文工
作)　　市内に在住の小学生と保
護者　　　15組　　１組600円
(３人まで、１人増えるごとに300
円追加)
　４月26日(水)８時30分～５月
16日(火)に直接窓口または電話
で同センター(　228－4025)へ
※窓口優先

10月開催の津まつり
安濃津よさこい参加チーム
　５月22日(月)までに安濃津よさ
こい実行委員会(　226－8888)へ

ＪＩＣＡボランティア
　開発途上国で現地の人々と同
じ生活をしながら共に働き、国づ
くりに貢献するボランティアを５
月10日(水)まで募集しています。
▶体験談＆説明会(予約不要)
　４月22日(土)10時30分～12
時30分　　アスト津３階イベン
ト情報コーナー　※詳しくはお
問い合わせください。
　青年海外協力協会中部支部(　
052－459－7229)

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン教室(Word)

　ワードの基礎、日商PC(文書作
成)検定受験(任意)、履歴書の書き
方、模擬面接　　県内に在住の一
人親家庭の親またはその子ども
(独身の30歳まで)　※託児要相談
　　各10人
　４月24日(月)～５月10日(水)に
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メールで三重県母子・父子福祉セ
ンター(〒514-0003 桜橋二丁目
131 県社会福祉会館４階、　228－
6301、　boshikafu@za.ztv.ne.jp)
へ　※申込用紙は同センターの
ホームページからダウンロードす
るか、電話で同センター(　228－
6298)へ請求してください。

津なぎさまち│

安濃津よさこい│
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とき（５月） ところ

18日㈭
10時～15時

久居総合福祉会館南館３階
レクリエーションホール

19日㈮
９時～12時

市河芸庁舎１階
相談室１

10日㈬
９時30分～
11時30分

市美里庁舎２階
会議室４

11日㈭
13時30分～
15時30分

市白山庁舎２階
住民活動室

15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

９日㈫
９時～12時

アスト津４階
会議室３

無料相談

とき（５月） ところ
１日㈪
９時30分～
11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

18日㈭
13時～16時（受け
付けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

津市民スポーツ教室
ラグビーフットボール
　５月21日(日)10時～
12時　　海浜公園内陸
上競技場　　市内に在
住・在学の４歳～中学生　　50人
　当日会場で申し込み
　津市スポーツ協会(　273－5522)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　５月17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)

環境基礎講座
　環境問題をさまざまな視点か
ら考え、環境を幅広く学習します。
　５月27日(土)、６月10日(土)・
18日(日)、７月１日(土)・９日(日)・
16日(日)13時45分～16時30分
(全６回)　　サン・ワーク津研修
室　　18歳以上　　　50人
　５月９日(火)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで郵便番
号、住所、氏名、年齢、電話番
号を三重県環境学習情報セン
ター(〒512-1211 四日市市桜町
3684－11、　059－329－2909、
　info@eco-mie.com)へ
　同センター(　059－329－2000)

子ども料理体験教室
　子どもたちが自分の五感を使
いながら、旬のよもぎと手作り
みそを使って調理し、達成感と
生活の知恵を育みます。
　５月７日(日)10時～13時　　橋
南市民センター調理室　　高虎汁
(オリジナルの豚汁)、なべ餅、五
平餅　※講師は食育サポーター
　市内に在住の小学生(保護者見
学可)　　　16人　　1,000円
　４月22日(土)～５月３日(水・
祝)にすきっこクラブ代表(　090－
1411－5368)へ

小型ヨット体験試乗会
　５月～10月の毎月第１土曜日９
時～12時(８月を除く)　　津ヨット
ハーバー(津興)　　誰でも簡単に乗
れる小型ヨットの体験試乗会　　
　各６人　　１回500円(保険料)
　前日までに津ヨットハーバー
(　226－0525) へ
　セーラビリティ津事務局(　
256－4727)

四季の彩り祭り「七夕☆星祭り」
参加団体
　７月１日(土)10時～15時30分
　久居総合福祉会館南館３階レ
クリエーションホール　　邦楽、ダ
ンス、ショーなどのステージ発表
　４月17日(月)～28日(金)に電
話で四季の彩り祭り実行委員会
事務局(　255－3180)に応募用
紙を請求し、郵送で提出

平和のための合唱団
　８月６日(日)に津リージョンプ
ラザで開催される「平和のための
音楽会」で、一緒に歌いませんか。
　練習日は４月～７月の第１・３
土曜日19時～21時　　西部市民
センター　　1,000円(楽譜代別)
　同合唱団担当(　227－0340)

若葉手話サークル会員
　５月12日(金)から毎週金曜日
19時～20時30分　　津市ふれ
あい会館　
　５月の活動日に直接会場へ
　若葉手話サークル代表(　090－
4199-6164)

春の町民囲碁まつり
　５月14日(日)10時～(受け付
けは９時30分から)　　一身田
公民館　　棋力別のリーグ戦　
　　24人　　1,500円(昼食代、
賞品代を含む)
　４月24日(月)～30日(日)に同
公民館囲碁サークル木曜会担当
(　232－2372)へ

認知症予防教室
　５月12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　　ヨガ
で認知症予防と手描きカレン
ダー作り　　市内に在住の65歳
以上　　　30人
　４月28日(金)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

５月の行政相談
　国や市などの行政に関する意
見等を、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

竹尾 英之さん 竹尾茶業
た け 　 お 　  ひ で 　 ゆ き

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　

茶
業
を
継
ぐ
事
を
た
め
ら
っ
て
い
た

今
は
父
の
背
中
を
追
い
掛
け
て
い
る

たけ　お　 ちゃ　ぎょう

　芸濃地域に広がる木々に囲まれた茶畑ー堆肥とぼかし肥料を使い、害虫駆除には“天敵昆虫”の力を借り
て栽培するお茶は、フランスをはじめ海外からの発注も絶えない信頼の有機栽培。「幼いとき、農家を継ぐことに
抵抗があった。スーツを着る仕事を夢見て、大学は県外へ。でも離れてみると、安全・安心にこだわって黙 と々お
茶を作る父の姿が格好良く見えた」と話すのは、竹尾茶業４代目・英之さん。“自然のままの味を消費者に届けた
い”という父親の思いを引き継ぎ、就農して17年。昨年、新しい経営理念で日本の地域農業をリードする青年農
業者に贈られる第75回中日農業賞を受賞した。「今のぼくがあるのは、父の背中を追い掛けてきたから。農業は
命を生み出す、受け継ぐ価値がある仕事だと思う。これからも、誰もが安心して飲めるお茶を世界中に届けたい」。
はにかんだ笑顔と青い作業服が、新緑の茶畑に輝いた。

津ぶっこ生産者を追いかける
～Vol.13 茶（最終回）～

こ  の    ま  ちこ  の    ま  ちこ  の    ま  ち



催し物のご案内

折り込み紙
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花まつり稚児行列

第62回チャリティ民踊・舞踊まつり

第25回むつごろう会 歌と踊りの集い

唄と踊りの発表会

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

3

4

7

13

14

21

24

28

水

木

日

土

日

日

水

日

9:20

13:00

10:30

14:00

9:20

13:00

11:00

9:20

17:00

15:30

15:00

16:30

17:00

15:30

15:50

16:30

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

無  料

無  料

無  料

2,000円

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３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４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３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４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

200円
（資料代）

月

2017

５

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

アムール
　259-0577(鈴木)
花まつり稚児行列委員会　　227-
3034(青木)　　090-1989-0448(田中)

津音頭保存会
　237-1935(鳥山)

三重県日韓親善協会
　224-8765

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

市文化振興課
　229-3250

津市人権・同和教育研究協議会
事務局　　265-5547

津リージョンプラザ
　229-3300

津カラオケ愛好会
　237-0884(東尾)

　090-8159-3340(本堂)

三重県金融広報委員会
　246-9002(丸山)
三重歴史研究会
　227-7712(椋本)

三重県国際戦略課
　224-2844(青木)

ギター倶楽部みえ
　090-8739-0936(原)

平成29年度消費者月間記念講演会

三重歴史研究会 記念歴史講演会

みえ国際ウィーク2017

第20回三重県ギターフェスティバル2017

20

21

27

28

土

日

土

日

無　料

無　料

無　料

13:00

15:00

14:30

13:00

15:30

16:30

16:00

16:30

ピアノ発表会28 日 無　料 080-5100-0306(西木)14:00 17:00

■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

さつき歌謡祭21 日 無　料 245-4889(上田)9:00 17:00

■芸濃総合文化センター　市民ホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

郷土芸能ふれあいフェスティバル

津市人権・同和教育研究協議会
第12回総会記念講演会

14

20

日

土

無　料

無　料

9:30

13:20

15:00

14:50

■美里文化センター　文化ホール
入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

津市民文化祭 舞台芸術部門
「謡と舞の会」13 土 無　料12:30 16:00

■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

入場料など日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

アムール17周年記念ほのぼのカラオケ
コンサート　(ゲスト 川井聖子)

津市民文化祭 舞台芸術部門
「邦楽と舞踊の会」
津市民文化祭 舞台芸術部門
「民踊新舞踊の会」

金慶珠さん講演会
〜これからの日本と韓国〜
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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 入場料など 問い合わせ ところ

と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

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)・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  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

敬和公民館書道講座
　224-3670(稲垣）

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

津リージョンプラザ
　229-3300

■アストプラザ

300円
（呈茶券）

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229-3300

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の練
習成果を発表します。
■謡と舞の会
と　き　５月13日(土)12時30分～(12時開場)
ところ　サンヒルズ安濃ハーモニーホール
入場料　無料
■邦楽と舞踊の会
と　き　５月21日(日)13時～(12時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　無料

■諸流いけばな展
　各流派による生け花の展示です。
と　き　５月13日(土)・14日(日)９時30分～16
　時30分　※14日は16時まで

ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セン
　ター(展示室)・ギャラリー
入場料　無料

　お昼のひとときに、ミニコンサートを開催しま
す。気軽に立ち寄って、合唱・一絃琴演奏をお楽
しみください。
と　き　５月10日(水)・11日(木)12時15分～45
　分
ところ　津リージョンプラザ
　１階出会いの広場
内　容　
　10 日　合唱団 燦燦会
　11 日　一絃琴演奏正壽会
入場料　無料

◆舞台芸術部門◆◆舞台芸術部門◆

◆生活文化部門◆◆生活文化部門◆

◆出会いの広場ミニコンサート◆◆出会いの広場ミニコンサート◆

津市民文化祭

第14回敬和書道展

津市民文化祭 生活文化部門
「諸流いけばな展」

津市民文化祭 美術部門
「書道展・工芸美術展」

津市民文化祭 生活文化部門          
「茶の湯大会」

無料

無料

無料

無料

２日(火)～５日(金・祝)
9:30～16:30
(２日は12:00から、
５日は16:00まで）

13日(土)・14日(日)
9:30～16:30
(14日は16:00まで）
24日(水)～28日(日)
9:30～16:30　
(28日は16:00まで）
27日(土)・28日(日)
9:30～15:30

ギャラリー  
佳旺会
　245-4545(中村)

第14回 佳旺会日本画展
25日(木)～28日(日)
9:30～17:00

昨年のミニコンサート

■サンデルタ香良洲　多目的ホール

　256-6477(西村)
　090-5614-1486(西村)

津南地区交通安全協会
　256-2010

しらさぎフェスタ実行委員会(市白山
総合支所地域振興課内)　　262-7011

　090-2779-4480(落合)

　226-5660(内藤)

第10回大衆音楽祭

全国剣詩舞コンクール三重県大会

7

14

21

日

日

日

無　料

無　料

無　料

9:30

10:00

9:00

17:00

16:00

17:00

津南地区交通安全大会27 土 無　料13:00 15:00

■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

第９回しらさぎフェスタ7 日 無　料10:00 16:00

■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

入場料日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

第12回サンデルタ歌と踊りの集い
(ゲスト歌手 中西りえ)
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平成29年４月16日発行
平成29年　第１号

防災室
　229－3104　　223－6247

津市防災だより

　平成29年３月に津市避難所運営マニュアルを改
訂し、「津市避難所運営マニュアル策定の手引き」
として新たに作成しました。主な改訂内容は、外国
人避難者への多言語対応や、障がい者に配慮する

ため、避難所では全ての周知事項を表記するよう
努めるなどの内容を追加しています。また「津市避
難所運営マニュアル策定の手引き」を簡潔に記した
概要版も作成しましたのでご活用ください。

　平成28年台風第10号による水害では、死者・行方
不明者27人が出るなど、東北・北海道の各地で甚大
な被害が発生しました。とりわけ、岩手県岩泉町で
は、グループホームが被災し、入所者９人全員が亡
くなりました。高齢者の被災が相次いだことから、

国は、高齢者等が避難を開始する段階を明確にする
ため、「避難準備情報」を「避難準備・高齢者等避難
開始」に名称変更しました。また、「避難指示」は、
「避難指示(緊急)」と表示し、防災行政無線などの
アナウンス時には「緊急に」という言葉が入ります。

避難勧告や避難指示(緊急)を発令す
ることが予想される場合

●いつでも避難できるよう準備しま
　しょう。身の危険を感じる人は、
　避難を開始しましょう。
●避難に時間を要する人(高齢者、
　障がいのある人、乳幼児など)は
　避難を開始しましょう。

　自治会が所有する消火栓ボックスの維持管理については、自治会や自
主防災会の年間事業計画に点検を盛り込むなど、有事のときに誰もが安
全に使用できるよう適正に管理することが必要です。なお、維持管理の
費用は、津市地域防災力強化推進補助金を活用することができます。
　また最近、消火栓ボックス内の管鎗(消防ホースの先につける金属性
の噴射用の筒)の盗難被害が、全国的に発生しています。ボックス内を
定期的に点検するなど、盗難被害防止を心掛けてください。

津市避難所運営マニュアルを改訂

避難情報が新たな名称に変わりました

消火栓ボックスの適切な管理を

かん　そう

避難指示

避難勧告

避難指示(緊急)

避難勧告

避難準備情報 避難準備・高齢者等避難開始
これまでの名称 これからの名称

避難準備・
高齢者等避難開始

災害による被害が予想され、人的被
害が発生する可能性が高まった場合

●避難場所へ避難しましょう。
●地下空間にいる人は、速やかに安
　全な場所に避難しましょう。

避難勧告

災害が発生するなど状況がさらに悪化し、
人的被害の危険性が非常に高まった場合

●まだ避難していない場合は、直ち
　に避難しましょう。
●外出することでかえって命に危険
　が及ぶような状況では、自宅内の
　より安全な場所に避難しましょう。

避難指示
（緊急）

消火栓ボックス内
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　美杉町丹生俣地区は、面積のほとんどが森林で、
65歳以上の高齢化率が60％を超える過疎地域のた
め、土砂災害発生時には孤立する恐れがあります。
　平成26年度には三重県により、丹生俣地区の大
半が土砂災害警戒区域に指定され、これまで災害
時に活用していた地区内唯一の指定避難所である
丹生俣多目的集会所が、土砂災害警戒区域に含ま
れました。このため、避難勧告等発令時に指定避難

所として丹生俣多目的集会所を活用できなくなり、
代替施設として中俣集会所、天理教國司分教会を
新たに丹生俣地区の土砂災害避難施設として活用
することになりました。このような状況の中、丹生
俣地区では、「被災ゼロ事前の準備が身を守る」と
いうスローガンを掲げ、土砂災害による被災ゼロを
目指して避難する際の基本的な考え方、４段階の避
難先、避難時のルールを次のようにしました。

　香良洲地区は、雲出川と雲出古川、
伊勢湾に囲まれた三角州で大半が海抜
２m未満の平坦地であることから、南海トラフを震源
とする巨大地震の発生に伴う津波が伊勢湾岸に襲来す
れば、甚大な被害が出ることが予想され、地域住民は
身の危険を感じております。
　地区防災計画については、平成26年度に内閣府が募
集したモデル地区に応募したことがきっかけで作成す
ることになりました。地区内の９防災会の役員をはじ
め、学校関係者や消防団に携わる有識者等が、自主防
災組織などの現状と課題を洗い出し、その解決策につ
いて議論を重ねて作成し、平成27年３月、第３回世界
防災会議の地区防災計画モデル地区フォーラムで取り
組み事例を発表しました。
　計画作成後の活動は、取り組み方針に従い、平成27
年度に自治会と自主防災組織との兼職を解消し、事業の

継続性を担保するため、任期５年の理事職を設ける組織
の見直しを図るとともに、より参加しやすい環境を地区
住民に提供できるよう、地区全体で１回開催していた防
災講演会を各区(９区)それぞれで開催することで、防災
学習機会の拡充を図りました。さらに、香良洲地区で唯
一の中学校である香海中学校の全生徒に地区防災訓練へ
の参加を求め、次世代の防災意識の高揚に取り組んでい
ます。平成28年度は、防災意識の向上と今後の事業推
進の資料とするため、防災に係る住民アンケートを実施
するとともに、健康ウオークのコースに津波避難ビルの
立ち寄りを組み込むなど、防災施設を体験していただく
企画も実施しました。今後は、市において整備が行われ
ている(仮称)香良洲高台防災公園への避難の在り方や避
難行動要支援者のより具体的な対応も含め、避難のルー
ル作りが必要と考えています。
　地区防災計画に完成はありません。絶えず見直し、
充実を図り、地区住民の協力を得ながら、香良洲地区
の防災・減災に努めていきます。

　土砂災害警戒区域にかから
ない場所へ危機意識を持っ
て、あらかじめ決めた避難先
に早めの避難を心掛けるとと
もに、お年寄りや体の不自由
な人などを地域で助け合い、
それぞれができるベストを尽
くし、速やかに避難する。

香良洲地区防災計画(津波)について

美杉町丹生俣地区防災計画(土砂災害避難計画)について

避難する際の基本的な考え方

　避難する際には、避難先を隣近所などに連絡すること
や複数人で避難すること、要支援者に対しあらかじめ複
数の支援者で対応するよう周知する。訓練は、今後も継
続的に実施し、丹生俣地区防災計画を検証しながら、防
災活動を進めていく。

避難時のルール

４段階の避難先

に ゅ う の ま た

台風接近前の避難
親類や友人宅へ

福祉施設の活用も検討

台風接近直前の避難
市の指定避難所へ

丹生俣多目的集会所も中継所として活用

避難勧告等発令時
中俣集会所や天理教國司分教会へ

八手俣川増水時
浸水の恐れのない

より高い所にある空き家へ

※避難勧告発令時は使用できません

津市自主防災協議会香良洲支部
会長　横井　勝己
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国保だより

平成29年４月16日発行
平成29年　第２号
保険医療助成課

　229-3160　　229-5001
国保だより国保だより

　国民健康保険(以下「国保」という)は、職場
の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健
康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢
者医療制度に加入している人、生活保護を受けて
いる人を除いた全ての人が加入します。

平成29年度の国民健康保険料
　平成29年度国民健康保険料の納入通知書は７月に発送します。詳しく
は、広報津６月16日号折り込み「国保だより」と津市ホームページでお
知らせします。

　医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下
「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じ
た負担割合を支払うだけで、次のような医療を受
けることができます。　
●診察、治療、薬や注射などの処置
●入院、看護(入院時の食事代は別途)
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)
自己負担割合

出産育児一時金

医療機関にかかるとき医療機関にかかるとき

　保険適用される診察・治療などの療養の給付、
入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、
次のような給付が受けられます。国民健康保険料
を滞納している場合は、給付を制限されることが
あります。詳しくは保険医療助成課までお問い合
わせください。

国保で受けられる給付国保で受けられる給付

　被保険者が出産したときに42万円(産科医療補
償制度に加入していない医療機関などで分娩した
場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円)
を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死
産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原
則として国保から医療機関に直接支払うため、個
人負担は不足差額分となります。個人負担額が42
万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保か
ら被保険者に差額分を支給します。

療養費
　次のような場合は、費用の全額を自己負担した
後に申請すれば、審査決定された金額から一部負
担金を除いた額を支給します。
●旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保
　険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外で
　の診療の場合は海外療養費として申請)
●医師が治療上必要と認めたときの、コルセット
　などの補装具代
●医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅ
　う・あんま・マッサージの施術代
●柔道整復師の施術代

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に
５万円を支給します。

特定疾病療養受療証の交付
　先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必
要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に
起因するＨＩＶ感染症など、厚生労働大臣が指定
する特定疾病の人は､｢特定疾病療養受療証｣を提
示すれば、自己負担額が１カ月１万円(人工透析を
要する69歳までの上位所得者は２万円)までにな
ります。特定疾病療養受療
証の交付を受けるには、
申請が必要です。

※１ 誕生日が昭和19年４月１日以前の人で、現役並み所得者
　　 に含まれない人は特例措置により１割
※２ 毎年８月１日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合
       が記載されます。　
※３ ４月１日が誕生日の場合は、その前日の３月31日まで

２割

２割

３割３割

70歳～74歳 就学時～69歳 就学前まで
(就学前とは、６歳に達する日以後最初の３月31日　※3)

※1

※2

(一般)

またはまたは

(現役並み所得者)

ぶん べん
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※基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

　医療費が高額になったときは、自己負担限度額
(毎年８月１日診療分から切り替え)を超えた分を
支給します。該当する世帯には、診療月の２カ月
後以降に申請書を送付します。
自己負担額の計算方法
●月ごと(１日から末日まで)に計算します。
●２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に
　計算し、２万1,000円以上になった医療機関分
　のみを合算します。
●同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来
　と入院も別計算です。
●入院時の食事代や保険がきかない医療行為にか
　かる費用、差額ベッド料などは除きます。

69歳までの人の自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(国保＋介護保険)(年額)

70～74歳の人の自己負担限度額(月額) 

現
行・・・・・・・・・・・・・・・・・▼
H
29
年
8
月
〜
H
30
年
7
月

H
29
年
10
月
〜

H
30
年
3
月

現
行・・・・・・・▼

高額療養費

　世帯の１年間(８月１日～翌年７月31日)の医療保
険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護
保険の利用者負担額(高額介護<予防>サービス費の
支給分は控除)の合計額が、下記の自己負担額を超
える分を支給します。平成27年８月～平成28年７
月に該当する世帯には、申請の案内を送付します。

高額介護合算療養費

　65歳以上の人が療養病床に入院するときに食費
と居住費の一部を自己負担しますが、居住費の自
己負担額は、平成29年10月と平成30年４月の２
回に分けて段階的に変更となります。

入院時生活療養費の居住費の変更について　70歳以上の人の高額療養費の自己負担額は、平
成29年８月と平成30年８月の２回に分けて段階
的に変更となります。

医療費が高額になるとき
　医療機関で「限度額適用認定証」または「限度
額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、
自己負担限度額までの支払いになります。事前に
保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証また
は限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きを
してください。ただし、保険料を滞納していると
交付できない場合があります。

所得区分 所得要件適用
区分

所得区分 外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

自己負担限度額

自己負担限度額

３回目まで　       ４回目以降 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得者

一　般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

14万100円

９万3,000円

４万4,400円

４万4,400円

２万4,600円

4万4,400円

1万2,000円

8,000円

　　　　　　

３回目まで

４回目以降
4万4,400円
2万4,600円
1万5,000円

基準総所得金額
901万円超

25万2,600円+(総医
療費-84万2,000円)
×１％
16万7,400円+(総医
療費-55万8,000円)
×１％
８万100円+(総医療
費-26万7,000円)×
１％

基準総所得金額
210万円以下 ５万7,600円

３万5,400円住民税非課税

基準総所得金額
600万円超901
万円以下
基準総所得金額
210万円超600
万円以下

所得区分 所得区分自己負担
限度額

自己負担
限度額所得要件

70～74歳
適用
区分

69歳まで

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得者

現役並み
所得者

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

67万円

56万円

31万円
19万円

基準総所得金額
901万円超

基準総所得金額
210万円以下

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円住民税非課税

基準総所得金額
600万円超901万円以下

基準総所得金額
210万円超600万円以下

現役並み所得者
(自己負担割合が
３割の人)

8万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％
　　　　 4万4,400円

所得区分 外来
(個人単位)

外来＋入院
(世帯単位)

自己負担限度額

一　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

5万7,600円

1万4,000円

8,000円

　　　　　　

３回目まで

４回目以降

5万7,600円

4万4,400円

2万4,600円
1万5,000円

１日あたり320円

１日あたり0円

１日あたり0円

現役並み所得者
(自己負担割合が
３割の人)

医療区分Ⅰ(Ⅱ Ⅲ以外の人) 

医療区分Ⅱ Ⅲ(入院医療の必要性の高い人)

 　　難病患者

8万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％
　　　　 4万4,400円

(年間上限額
14万4,000円)

区　分 居住費

１日あたり370円

１日あたり200円

１日あたり0円

医療区分Ⅰ(Ⅱ Ⅲ以外の人) 

医療区分Ⅱ Ⅲ(入院医療の必要性の高い人)

 　　難病患者

区　分 居住費

※70～74歳の人は全ての医療機関にかかった金額を合算します。
※下表の４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が
　４回以上になったときを表します。

※平成30年８月からの高額療養費と高額介護
　合算療養費、平成30年４月からの居住費の
　自己負担額の詳細は、改めてお知らせします。

３回目まで

４回目以降



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４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

※香良洲・白山・美杉保健センターは、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

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（５月） 内容など

31日㈬
10：00～11：45

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

10日㈬
13：30～15：15

元気に妊娠・出産・育児の
できる身体をつくろう
（助産師）

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　河芸保健センター25人、久居保健セン
　ター35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　４月24日(月)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》 河　芸

久　居
幼児食へつなごう！
離乳食教室

《ステップアップ編》

ところ
（保健センター名）

とき
（５月） 対　象

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
離乳食に不安が
ある、生後10カ月
ごろからの乳幼
児を持つ保護者

10日㈬
13 ： 30～
15 ： 00

26日㈮
13 ： 30～
15 ： 00

精神科医師によるこころの健康相談
　不安、眠れない、閉じこもりなどこころの問題
で悩んでいる人、またはその家族に精神科医師が
相談に応じます。
と　き　５月18日(木)14時～15時30分
ところ　中央保健センター
定　員　先着４人
申し込み　４月24日(月)から同保健センターへ

幼児健康診査のご案内

平成29年度 食生活改善推進員養成講座

　津市では、幼児期の発達の節目である１歳６
カ月児と３歳児に対して、健康診査(集団健診)を
行っています。この健康診査は母子保健法で定め
られた健診で、発育・発達を確認する機会になる
ため、全ての子どもの受診を推奨しています。対
象者には健診の約１カ月前に案内を通知します。

１歳６カ月児
健康診査
３歳児
健康診査

１歳６～
７カ月児
３歳５～
６カ月児

対　象 と　き ところ
いずれも
木曜日
13：00～14：30
受け付け

中央保健センター
（安濃保健センター
の場合あり）または
久居保健センター

※通知された日の都合が悪い場合、日程を変更できますのでご連
　絡ください。
※転入などで通知が届いていない場合は、最寄りの保健センター
　にお問い合わせください。

　食生活改善推進員(愛称：ヘルスメイト)になって、
自分自身や家族、地域の健康について一緒に考えて
みませんか？ヘルスメイトは、食生活を通じて健康
づくりに関するボランティア活動を行っています。栄
養や調理の基礎知識、年代別の食育など食生活を
中心に幅広く健康づくりについて学ぶとともに、調
理実習などを通じて活動するために必要な知識・技
術を楽しく学ぶ講座です。男性も受講できます。
と　き　７月５日・19日、８月２日・23日、９月６日・
20日いずれも水曜日９時30分～15時30分(全６回)

　※１回目と６回目は９時30分～12時30分
ところ　中央保健センター
対　象　原則として全６回の受講が可能で、受
講後に食生活改善推進協議会に入会できる人

定　員　先着30人
受講費　3,800円(テキスト代・実習材料代など)
申し込み　４月24日(月)～５月23日(火)に直接
窓口または電話で中央保健センターへ

※一志保健センターでも、10月から開催予定です。
　詳しくは広報津７月16日号でお知らせします。

受講生募集!
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予防接種を計画的に受けましょう 平成29年度定期予防接種対象年齢

ジフテリア（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・
破傷風（Ｔ）・ポリオ（IPV）
【DPT－IPV、DPT、IPV】

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

小児肺炎球菌

Ｂ型肝炎

結核（ＢＣＧ）

ジフテリア・破傷風
【ＤＴ】第２期

麻しん・風しん混合【ＭＲ】

水痘

平成19年４月２日生～

平成19年４月２日～
平成21年10月１日生

20　

歳

19　

歳

18　

歳

17　

歳

16　

歳

15　

歳

14　

歳

13　

歳

12　

歳

11　

歳

10　

歳

９　

歳

８　

歳

７　

歳

６　

歳

５　

歳

４　

歳

３　

歳

２　

歳

１　

歳

９
カ
月

７
カ
月

６
カ
月

３
カ
月

２
カ
月

１期

１期

２期

日本脳炎

２～60カ月未満２～60カ月未満

２～60カ月未満２～60カ月未満

２カ月～１歳未満２カ月～１歳未満

１歳未満１歳未満

生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。
27～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

27日以上の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種（１回）を受けます。
27日以上の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種（１回）を受けます。

27日以上の間隔を空けて２回接種した後、１回目接種から139日以上の間隔を空けて３回目を接種します。27日以上の間隔を空けて２回接種した後、１回目接種から139日以上の間隔を空けて３回目を接種します。

３～90カ月未満３～90カ月未満 20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

予防接種の種類

定期予防接種対象年齢

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種
１～２歳未満１～２歳未満

６～90カ月未満６～90カ月未満

〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６～90カ月に至る
　　　　　 までの間または９歳以上13才未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６～90カ月に至る
　　　　　 までの間または９歳以上13才未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成23年４月２日～平成24年４月１日生平成23年４月２日～平成24年４月１日生

１回接種１回接種
１～３歳未満１～３歳未満

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。
生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。

１回接種（幼稚園などの年長児）１回接種（幼稚園などの年長児）

６～28日の間隔を空けて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。
６～28日の間隔を空けて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

●ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）予防ワクチンは、平成25年に厚生労働省から通知があり、現在接種を積極的にはお勧めしていません。ワク
　チンの副反応については調査中です。ただし、希望者は引き続き接種することができますので、医師にご相談ください。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令が定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けることができなかったと認められる
　人は、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象になりました。ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌は６歳に
　達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は15歳に達するまでを年齢上限とします。
●スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

ヒトパピローマウイルス
（子宮頸がん）

けい

２期
９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

平成13年４月２日～平成18年４月１日生まれの
女子（小学６年生～高校１年生相当）

　下表の■および■は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考慮
して定められた期間(標準的な接種期間)である■の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

定期接種の期間にご注意ください

90カ月～９歳未満は対象外となります。

　母子保健推進員は、子育て中の人の身近な相談
役として、安心して子育てができるように見守る
ヘルスボランティアです。母子保健推進員として
活動してみませんか。
対象(下記の全てを満たす人)
●おおむね65歳までの女性
●母子保健に対して熱意があり、個人情報に配慮
　の上、責任を持ってボランティア活動できる人
●養成研修会(教室などの見学を含め５回程度)に
　出席できる人
活動内容
●希望する妊婦への家庭訪問
●乳幼児のいる家庭への訪問
●マタニティー倶楽部、のびのび身体計測、赤ちゃ

　んの離乳食教室などへの協力
●子育てひろばの開催
●研修会(年３回程度)への参加　など
養成研修会
と　き　５月23日(火)・30日(火)、６月20日(火)、
　７月12日(水)いずれも10時～12時
※上記日程のほか、６月～７月に子育てひろば、
　赤ちゃんの離乳食教室などの見学があります。
ところ　久居保健センター
申し込み　５月15日（月）までに直接窓口または
　電話で久居保健センター（　255-8864）へ

津市母子保健推進員
（愛称：つぼみん）を募集します

母子保健推進員は、「津市の母子
をみんなで支えよう」という願い
をこめて、愛称“つぼみん”として
活動しています。

つぼみん

〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。
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こどもと本の心地よい居場所①(学校図書館編)
　元高校図書館司書から見た学校図
書館の役割や、そこから見える子
どもと本について語ります。
と　き　６月４日(日)13時30分
　～15時
ところ　津図書館２階研究会議室
講　師　西岡博子さん(皇學館大学講師)
定　員　先着30人
申し込み　５月１日(月)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)

　文化活動の発表の場として、個人またはサークル
などで、ぜひご利用ください。
利用期間　７月12日(水)～来年３月　※休館日を
　除く
※原則として、水曜日から翌週の月曜日(準備、片
　付けの日数を含めて６日間)までを１回とし、最
　長２回まで利用できます。
※営業目的や入場料などを徴収する催しには使用できません。
申し込み　５月１日(月)から直接同文学館窓口へ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

　津図書館とうぐいす図書館では、蔵書点検などの
ため下記の期間休館します。休館中の本の返却は、
図書館の返却ポストをご利用ください。ＣＤやビデ
オなどの視聴覚資料は、破損の恐れがありますので、
開館後、直接カウンターへ返却してください。
■津図書館
と　き　５月８日(月)～18日(木)
※毎月最終木曜日は館内整理のため休館していま
　すが、５月25日(木)は臨時開館します。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)
■うぐいす図書館　
と　き　５月23日(火)～６月２日(金)
問い合わせ　同図書館(　262-5000)

●５月７日(日)･･･アニメ｢赤ずきんちゃん、長ぐ 
　つをはいた猫｣(計24分)・アニメ｢白鳥の王子、
　たから島｣(計24分)
●５月21日(日)･･･ドキュメンタリー｢動物の赤ち
　ゃんドキドキ編｣(58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)

平成29年４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 ５月
May

2017月刊

●ストーリーテリング講習会(無料)●ストーリーテリング講習会(無料)

　絵本も紙芝居も使わずに、昔話などを素語りする
ストーリーテリング。お話を語る楽しさを知り、地
域の子どもたちに、お話を語ってみませんか。初め
ての人も大歓迎です。
と　き　５月22日・29日、６月５日・12日いず
　れも月曜日10時～12時(全４回)
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　津おはなしグループ マザーグース会員
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着20人
申し込み　４月22日(土)９時から直接窓口または
　電話で同図書館へ
託　児　１歳から就学前までの子どもの託児を行い
　ます(子ども１人につき１回300円)。希望する人
　は５月18日(木)までに申し込んでください。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●特別整理期間(休館)のお知らせ●特別整理期間(休館)のお知らせ

●心を豊かにする一冊を　こどもの読書週間●心を豊かにする一冊を　こどもの読書週間

　４月23日(世界本の日・子ども読書の日)～５月
12日は｢こどもの読書週間｣です。小さいときから
本に親しみ、読書の喜びや楽しみを知ることは、子
どもの成長にとって大切なことです。また、こども
の読書週間は、子どもに読書を勧めると同時に、大
人が子どもに本を手渡す週間でもあります。子ども
は大人が考える以上に、小さいときに手渡された本
の内容を覚えているものです。その本が、その後の
生き方に大切な役割りを果たしたり、成長したとき
本に込められた意味を悟る瞬間があるなど、本が子
どもに与える影響は大きなものがあります。こども
の読書週間に合わせ、心を豊かにする一冊を子ども
に贈ってみませんか。

●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！
●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！

●暮らしに役立つ図書館講座(無料)●暮らしに役立つ図書館講座(無料)

●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

５月のおはなし会など５月のおはなし会など

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け）

4日(木・祝)14時15分～

4日(木・祝)・25日(木)いずれも15時～

①6日②20日③27日いずれも(土)15時～

3日(水・祝)・17日(水)いずれも15時～

6日・20日いずれも(土)15時～

8日(月)10時30分～

13日(土)15時～

27日(土)15時～

21日(日)11時～

13日・27日いずれも(土)11時～

27日(土)14時～

4日(木・祝)・18日(木)いずれも11時～

13日(土)11時～

27日(土)15時～

3日(水・祝)・10日(水)・17日(水)いずれも15時～

5日(金・祝)11時～　

6日(土)14時30分～　　　　　　     

14日(日)11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

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

Ｍａｉｍａｉくらぶ

なり☆プロ

やまびこ会

図書館職員

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

きいろいぼうし

外国語指導助手

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

久居ふるさと
文学館

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)

絵本DEお話しよう会
（大人向け、参加者が発表形式で行う絵本の読書会）

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）

おはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊びなど）

とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌など）

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)

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おはなしの
たね③ききゅう船

内容など と　き 語り手

５月 図書館カレンダー５月 図書館カレンダー は、休館日

日

7
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水

3
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17
24
31

木

4
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18
25

金

5
12
19
26

土

6
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月

1
8
15
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火

2
9
16
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30

日

7
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水

3
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木
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金

5
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土

6
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月

1
8
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火

2
9
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30

日

7
14
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水

3
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31

木

4
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25

金

5
12
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26

土

6
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27

月

1
8
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火

2
9
16
23
30

日

7
14
21
28

水

3
10
17
24
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木

4
11
18
25

金

5
12
19
26

土

6
13
20
27

月

1
8
15
22
29

火

2
9
16
23
30

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）

河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時

きらめき図書館
(　292-4191)９時～17時
一志図書館
(　295-0116)10時～18時
美杉図書室
(　272-8092)９時～17時

津図書館   ※５月25日(木)は臨時開館します

(　229-3321)９時～19時(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
美里図書館   ※５月14日(日)は臨時閉館します
(　279-8122)９時～17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)

17日(水)10時30分～　　　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

18日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

11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

24日(水)11時～
※2階視聴覚室で開催

18日(木)10時～
※2階視聴覚室で開催
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