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ボートレース津 誕生65周年

収益事業にふさわしい体制へ

放課後児童クラブ(学童保育所)
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表紙 春の全国交通安全運動出発式の見学に来ていた仲良し兄弟。憧れの白バイ隊の皆さんと敬礼！
（４月６日 お城西公園）
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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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津市長

前葉泰幸

さん

名古屋大学大学院准教授

小松 尚

第32回市長対談

マ イナス×マイナスで プラスに
平成29年２月17日、津市公共施設等総合管理計画策定・推進ア
ドバイザーをお務めくださっている小松尚・名古屋大学大学院准教
授をお迎えし、津市の公共施設等総合管理計画の内容や事業の推進
について前葉泰幸市長がお話を伺いました。

撮影／津市教育委員会庁舎

市長 小松先生は建築計画や地域計画、まちづく
りなどがご専門でいらっしゃいます。まずは先
生のご研究やご活動の内容をお聞かせください
ますか。
小松 各地の老朽化した小・中学校の建て替え計
画に携わっています。学校施設が多機能である
ことを生かして、さまざまな活動ができる地域
拠点という形で整理しようと考えています。
公共図書館については、建築計画や運営手法
を研究しています。最近は、高齢者や、若者、
子育て世代の居場所として使われることも多
く、そういう今日的なニーズをどう取り込むの
か国内外の事例を調査しながら研究を進めてい
ます。
市長 さて、津市公共施設等総合管理計画は、
174ページの分厚いものになりましたが、この
計画についてどうお感じですか。
小松 基本的な考え方は全庁横断的に見ていく方
針となっていますが、具体策では、まだ少し行
政の縦割りが残っているように感じます。
公共施設マネジメントは、計画を作ることが
目的ではなく、市民の皆さんに「良くなった」
という実感があって初めて成功と言えます。つ
2
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まり、財政的にどれだけうまくいっても「不便
になった」とか「サービス水準が落ちた」では
駄目なのです。市民の皆さんの反応はどうです
か。
市長 こういう計画自体の必要性はご理解をいた
だいていると考えています。昨年、計画策定と
並行する形で市政アンケートを実施しましたが
まず、「老朽化した施設は今後どうしていけば
いいですか」という質問に対しては、３つの意
見に分かれました。「他の行政サービスを削減
してでも更新費用の財源を賄うべき」あるいは
「税率を上げてもいい」という意見が約３割。
一方で、そういう施設は「民間や地域に譲渡・
売却する」とか「もう更新しなくていい」とい
う意見も約３割。「施設を統廃合し施設数を減
らす」が約４割となりました。
小松 ４割近くが統廃合の必要性を認識している
ことは、一つの方向性として大事にすべきだと
思います。
市長 次に、「今後も利用が見込まれる施設につ
いてはどうしていけばいいですか」という質問
ですが、「市職員や財源を投入すべき」という
意見が約２割。一方で、「民間、地域に譲渡す
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る」というご意見が約４割、「民間に業務委託
する」というご意見が約４割となりました。
小松 最近、ＰＦＩとか、公設民営、指定管理者
制度という新しい手法が各地で導入されていま
す。この結果は、市民の皆さんも一定の理解を
示しているように感じます。
市長 最後に、「今後の利用が見込めない施設は
どうしていけばいいですか」という質問です
が、「民間に売却や賃貸する」という意見が約
６割と多い。「市役所が転用、再利用すべき」
が約２割で、民間による活用、財源確保を求め
しますと、ロンドンにはいくつかの区がありま
る声が大きいようです。
すが、その一つの区にはかつて13の図書館が
小松 しかし、民間に売却すると建物はともか
あり、どこも利用率が悪く、８割以上の人が
く、公有地はもう返ってきません。特に市街地
使っていませんでした。90年代にこれらの図
にある公有地は、防災拠点としても重要な役割
書館の再編の話が出た時、まずは市民のニーズ
を果たすので、慎重に検討していただきたいと
を探りました。そうすると、図書館を使わない
思います。
理由が、一つは建っている場所が不便だという
市長 役割を終えた公共施設は処分していくべき
こと、もう一つは提供されているサービス内容
だという声がある一方、総論ではそうだけれ
が市民のニーズとずれていることが分かりまし
ど、各論になると自分たちの地域のものは、ぜ
た。低所得の人が多い地域だったので、就職に
ひ残してほしいとか、古くなったので建て替え
関する情報が欲しいとか、健康や子育てに関す
てとか、使用料を安くしてとか、こう
ることなど多様なサービス提供をして
ニーズを探り ほしいというニーズがありました。そ
いうお声をたくさんいただきます。
小松 津市だけではなく、どの自治体で まちと関わる
れを踏まえて、15年くらいの間に13
も、総論は賛成、各論は反対というの
館を７館まで減らして、駅やマーケッ
が一般的な構図です。公共施設のマネジメント
トの近くに移転しました。そうすると、本の貸
は、財政の方から出発している問題なので、数
し出し数も増えましたが、それ以上に図書館に
字の議論になりがちです。しかし、公共施設
やってくる人が増えました。市民の満足度も上
は、実際にはまちに建っているものですから、
がり成功事例として高く評価されています。同
まちとどう関わっているか、特に周辺の市民の
じようなことが、津市でも目指せるのではない
意見をくみ取っていくプロセスが大事です。
でしょうか。
どうしても今は削減という話になってくるの
市長 公共施設は、当然市民のためのサービスを
で暗い話に受け取られがちですが、必ずしもそ
提供する場所であって、サービスがどう提供さ
うではなく、どう考えるかが大事です。今まで
れるかによって公共施設の在り方も考えなけれ
バラバラにあったものをまとめてワンストップ
ばならないというわけですね。津市でもそうお
化もできますし、いろいろな人が交流する空間
感じになるところはありますか。
づくりもできると思います。さらに公共施設を
使っていないという方々の潜在的なニーズをく
み上げると、また新しい方向性も出てきます。
名古屋大学大学院 環境学研究科 都市環境学専攻 准教授
例えば、保健センターに子どもの検診に行くつ
いでに、役所で医療費助成の申請を出すとか、
さん
図書館で絵本の読み聞かせに行くとか、そうい
工学博士、一級建築士
うことが一緒にできるような工夫ですね。
専門分野：建築計画、地域計画、ま
ちづくり、地域・大学連携
市長 津市役所本庁舎と津リージョンプラザがそ
主な活動：公共施設の建築計画など
うですね。保健センターと図書館と行政窓口が
の分野において、愛知県、名古屋
一緒にあります。
市、松阪市、大垣市をはじめ、各地
の自治体でのアドバイザーや検討委
小松 まさにそれが「地域拠点」という一つのイ
員を務める。
メージではないでしょうか。海外の事例を紹介

HISASHI KOMATSU
小松

尚
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を広げて考えてほしいと思います。20世紀は
成長と開発の時代で、公共施設は都市の成長を
支えるために一定水準の施設を素早く供給する
ことが重視されました。成熟社会といわれる今
は、既存施設をそれぞれの状況と地域の特性に
合わせて再編・集約する、つまり21世紀は、
「成長・開発」から「再編・集約」に転換する
時期なのです。
また今後、市民の方には、単に利用者として
要望を出すだけではなく、計画や運営に参画し
ていくパートナーであることが求められてくる
でしょう。つまり、これからの公共施設は、行
政から一方的に与えられるものではなく、一緒
に造り上げていくものだということですね。そ
ういう認識をぜひ持っていただきたい。
小松 一つは幼保連携型の認定こども園「津みど
その際、どうしてもヘビーユーザーの意見が
りの森こども園」です。今まで別々だった幼児
大きくなりがちです。「サイレントマジョリ
教育と保育をうまく融合しながら、未就学児と
ティー」という言葉がありますが、今使ってな
保護者にいろいろなサービスを提供する一つの
い人のもっとこうなったら使いたいという意見
例かと思います。
をくみ上げることが、次の公共施設を考えるヒ
もう一つは、４月に開校した義務教育学校
ントになるのではないかと常々思っています。
「みさとの丘学園」ですね。単
市長 今いくつか重要なご指摘を
に小学校と中学校が同じ敷地に 開発と成長の時代から
いただきました。一つは、市民
あるだけではなく、複数の小学 再編と集約の社会へ…
参加。市民と一緒になって運営
校が統合され、９年間の一貫し
していくことで公共施設を次の
た教育プログラムが展開されるということも
時代らしいものにしていくこと。
あって、新しい地域のつながりを生み出すよう
もう一つは、財政上持続可能な状態、しっか
な拠点になっていくことを期待しています。
り管理できる範囲内で公共施設を提供していく
市長 さて、先ほど紹介した公共施設の総合管理
こと。施設が老朽化した場合に、今までのサイ
計画ですが、公民館、出張所、放課後児童クラ
ズでそのまま建て替えていくことは、将来の負
ブについては、施設の種類ごとに「施設整備指
担を考えると難しい。今はたまたま合併特例事
針」として考え方を整理しました。一身田公民
業債など有利な財政措置があるので活用してい
館、一身田出張所は、よりコンパクトに建て替
ますが、今後はさらに考え抜いて、賢く造り、
えるとか、放課後児童クラブは、未設置校区に
運営していくことが必要ですね。
建てていくなどといったことを平成29年度当
小松 これから実現するにあたっては、プロセス
初予算に盛り込みました。必要な施設は造って
のデザインが非常に大事です。どうやって市民
いかなければならないのですが、計画を進める
の声を拾い上げ、議論し、合意形成するのか。
際には、横の連携をしっかり取っていかなけれ
これはかなり時間がかかりますし、そこに関わ
ばならないと考えています。
る人たちの当事者意識も必要です。共に創ると
小松 その際は、地域を俯瞰するというか、地図
書いて「共創」といいますが、そういう雰囲気
ふ

かん

４月１日に開校した義務教育学校「みさとの丘学園」

4
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づくりが必要になってくると思います。
市長 ところで、ここ教育委員会庁舎ですが、合
併後の本庁機能を担う庁舎として造ったもので
す。１階が応急クリニックで、２階から上が教
育委員会となっている複合施設です。
小松 施設規模をコンパクトにして、管理運営コ
ストを抑えるという意味では、複合化は効果的
です。しかし、気を付けなければならないの
は、今まで別々の物が１つの館に入っただけの
「雑居ビル」にならないようにすることです。
うまく機能の融合を考えていただきたいと思い
ます。これは言葉遊びですが、規模やコストが
マイナスになった機能同士が一緒に同居すると
マイナス＋マイナス＝マイナスです。
市長 足してもマイナスのままですね。
小松 それが掛け算するとプラスに変わる。今ま
楽室はコーラスやバンドの練習もできるのでは
で違う場所にあったものが一緒になった時に、
ないでしょうか。体育館やグラウンドだけでは
新しくできることは何か。それが今日的なニー
なく、テニスコートも使いたい人はいると思い
ズに応えることだと思います。そういう柔らか
ます。学校は地域のシンボルなので、地域の
い発想ができると新しい21世紀型の公共施設
ニーズに応えるいろいろな機能を入れてあげる
になるんじゃないでしょうか。ただ、公共施設
という考え方も有効です。実際、そういう利用
にはそれぞれ法制度があっ
を念頭に置いた改修や建て替
ではなく融合で えは各地で始まっています。
て、役所の部署も縦割りで 「 雑 居 」
す。これに横串を刺すことが 新 た な 価 値 を 創 出 す る
それから、どんな管理運営
不可欠です。
体制を構築するかも大切で
それから、建物も人間と同じで、長生きする
す。行政や学校の先生に全てお任せというわけ
ためには健康診断や、ときには治療が必要で
にはいきませんので、どういうふうに地域側で
す。一般的に鉄筋コンクリートの建物は、だい
管理運営するか、空間のデザインだけでなくプ
たい40年で大規模改修をして、寿命は60年と
ロセスのデザインも含めて一緒に進めていく
言われていますが、これを80年にするにはど
と、スムーズにいくでしょう。
うすればいいのかなど、これから考えていくべ
市長 最後に全体を通してアドバイスをお願いし
き課題があります。
ます。
市長 本庁舎は昭和54(1979)年の建築で、築38
小松 ４点あります。１つ目は、地域の事情を考
年になります。まさに40年ぐらいのタイミン
慮して地図上での議論をすること。２つ目は、
グなので、設備の大規模改修に取り掛からない
市民のニーズをくみ取り合意形成に至るまでの
といけませんね。
議論をきちんとデザインすること。３つ目は、
次に、学校の有効活用についてお話しくださ
マイナス×マイナス＝プラスの発想で複合化や
い。津市は、小学校48校、中学校19校、義務
共用化を進めていくこと。最後に、縦割りの行
教育学校１校と多くの学校があります。
政機構に横串を刺すことが大切です。
小松 どの自治体も学校は公共施設の保有面積の
さらに、具体的なモデルケースができると市
中で１番多いものですから、１番のターゲット
民にも理解しやすいのではないかと思います。
になります。学校の機能や空間は非常に多様
市長 本当に有益なご意見をありがとうございま
で、普通教室だけではなく、運動場、体育館、
す。明るい将来のためにも、これからの公共施
工作室、音楽室、家庭科室などがあり、さまざ
設は、財政的にも裏打ちされた状態でしっかり
まなニーズに応えられると思います。例えば、
と整備し、運営していきたいと思います。引き
家庭科室や工作室は地域の方も使えますし、音
続きご助言のほどをよろしくお願いします。
市長対談は津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

津市
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消防本部

編

12

消防本部は、平成18年の市町村合併により新・津市消防本部として発足し、現在、１本部４消防署８
分署１分遣所の体制で、県内一の面積を有する県都津市を守っています。
合併後10年間は、消防車両・資機材の更新整備、消防庁舎の移転・新築などのハード整備と、職員の
知識・技術の向上を図るソフト整備を行い、消防力の強化に努めてきました。特に年々増加する救急事
案については、高規格救急自動車の更新や、12誘導心電図伝送システムの整備、救急救命士の計画的育
成のほか、医療機関との連携を強めるなど、救急体制を整備してきました。また、地域防災の要となる
消防団組織の活性化にも力を入れ、消防団車両・施設の整備と消防団員の災害対応力の向上、消防団員
の加入促進など消防団組織全体の充実・強化を図りました。さらに、南海トラフ地震などの大規模な自
然災害に備えた耐震性防火水槽の整備も進めています。
これからも、津市消防本部は火災・救急・救助に加え、大規模災害等から市民の生命・身体・財産を
守るため、24時間・365日、安全・安心の確保に努めていきます。

女性消防団員による救出訓練

消防団による夏期訓練

水難救助隊の訓練

学生機能別団員による放水訓練

津市消防団一団化

▼

▼ ▼

新・津市消防本部誕生(旧津市消防本部
と久居地区広域消防組合を統合)
消防車９台を更新

化学消防車を含む消防車５台を更新

▼

▼ ▼ ▼

住宅用火災警報器を義務付け

東日本大震災の被災地(千葉県・宮城県)
へ緊急消防援助隊として11隊を派遣

津市消防力整備計画を策定

H20
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東日本大震災に伴う災害派遣

▼

▼

6

▼

H23
美里分署の運用開始
(美里分遣所と榊原
分遣所を統合)

▼

総務省消防庁への職員派遣を開始

美里分署

▼

12誘導心電図伝送システムを導入

12誘導心電図伝送装置

H22

消防車12台を更新

▼ ▼

消防本部指揮隊の運用開始

H21

救助工作車Ⅲ型

▼

H19

▼ ▼

H18

消防車14台を更新

問い合わせ

1
2
3

消防施設・
設備の老朽化

消防総務課

老朽化した
消防施設の整備

なくならない住宅火災と
増加する救急事案
消防団活動の
環境整備

254−0353

256−7755

火災予防
体制の強化と
救急体制の充実

消防団施設・
装備の充実

一団化した津市消防団員

救急救命士による処置範囲の
拡大により、救命率が向上

高機能消防指令センターの整備により
現場への到着時間が短縮

高機能消防指令センターの運用開始

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

高度救助隊の発足

津市消防音楽隊創立40周年

12誘導心電図伝送システムの整備が完了

一志分署を新築移転

津市消防団学生機能別団員制度を創設
30ⅿ級はしご車を含む消防車７台を更新

▼

救急救命士の処置拡大運用を開始

第二次津市消防力整備計画を策定

H25

H26

救助工作車を含む消防車10台を更新

▼ ▼

▼ ▼

消防車27台を更新

病院照会回数の減少に向けて救急体制を強化

実働人員確保のための定数外職員制度を導入

津市消防音楽隊創立40周年記念演奏会

▼

30ｍ級はしご車

▼

▼

高度救助隊

H27

一志分署

▼

H24

広報津６月１日号では「教育委員会事務局・三重短期大学事務局編」をお届けします
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誕生65周年

へ
制
体
い
し
わ
さ
ふ
に
業
収益事
昭和27年７月４日に認可を受け、今年で65周年を迎えるボートレース津は、この節目に地
方公営企業法を財務適用し、「現金主義会計」から資産の状況を把握できる「発生主義会計」
へと移行しました。
生まれ変わったボートレース津は、３つの柱を基本方針としています。１つ目は、公営企業
として津市財政へ貢献し続けること。２つ目は、ファンの皆さんに楽しんでいただくこと。そ
して３つ目は、さらなる経営基盤の強化を図り、長期的に安定して収益を確保するための企業
風土を、職員一丸となって確立することです。
そのための基盤であるボートレース津の財務諸表の一部を、ここで紹介します。

形態別売上と収益の推移
電話投票

単位：億円

129.9
59.8 67.6

52.4
H22

H23

年度

年度

H24
年度

81.5

H25
年度

71.4

H26
年度

本場売上
77.4 75.0

89.2

H27

H28

年度

年度

H22
年度

H23
年度

単位：億円

委託売上

単位：億円

136.5

126.4
65.7 62.2

H24
年度

H25
年度

56.1 54.8
50.6

H26
年度

H27
年度

H28
年度

56.3
H22
年度

77.3

H23
年度

97.4

H24
年度

94.4

H25
年度

H26
年度

109.9

H27
年度

H28
年度

電話やスマートフォンなどによる購入

ボートレース津と施行者であるミニボー

ボートレース津で開催したレースを他

売上。平成27年12月のウェブサイトリ

トピア名張、チケットショップ養老での売

のレース場や場外発売場で発売してい

ニューアルに伴い、売り上げが247%

り上げ。全国的に、ボートレース場への

る売り上げ。発売場数の増加により、

(H22年度比)と大幅増加。

入場者数も減少傾向にある。

売り上げも増加傾向にある。

受託収益
8.4

10.8

H22
年度

単位：億円

14.4 15.8 15.3 13.8 14.2

入場料

単位：億円

0.88 0.84
0.78 0.77

当期利益(企業会計に換算)

0.68 0.65
0.56
2.9

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

ボートレース津以外のレースを外向発

H22
年度

H23
年度

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H22
年度

1.9
H23
年度

3.1
H24
年度

4.5

H25
年度

単位：億円

7.4

8.0

H27

H28

3.6
H26
年度

年度

年度

入 場 料と有 料 指 定 席 の 合 計 で、6 3％

グレードレースの獲得や場外発売場２

売所津インクル等で発売した利益。最

(H22年度比)と減少。今年２月の大型モ

場設置により、平成28年度は増収・増

大７場売りに変更するなどして、売り

ニターとプレミアム指定席の設置や、分

益を見込み、経営は改善傾向にある。

上げが約169％(H22年度比)と増加。

煙化により、誰でも楽しめる施設に整備。

写真で見るボートレース津の歩み
岩田川河口でスタート
戦後復興の財源のために！
昭和27年

8

広報 つ！ 平成29年５月１日号

藤方に移転
新しいレース場で心機一転！
昭和44年

ツッキードーム登場
女性や若者の入場者数が増加！
平成12年

ボートレース津の貸借対照表
資産の部

土地
建物（付属建物、構築物）
機械
船舶・工具
リース資産
出資金
基金
合 計
現金預金
未収金
その他流動資産
合 計
資産合計

固定資産

流動資産

1,498
7,763
306
58
767
40
2,300
12,732
1,009
3,186
32
4,227
16,959

負債の部

企業債
リース債務
合 計
企業債
リース債務
流動負債 未払金
その他流動負債
長期前受金
合 計
負債合計
資本の部
資本金
負債・資本合計

経営管理課

現在

224-5105

11,160
16,959

外向発売所 津インクル

県内初の場外発売場 ミニボートピア名張

ボートレースチケットショップ養老

222-8210

日本財団会長杯争奪戦
プレミアム指定席
を新設！

２つ の 大 画 面

1,064
275
1,339
272
286
3,488
95
319
4,460
5,799

固定負債

上の表は今年４月１日付の開始貸借対照表です。「資産」は、所有
している土地・建物・現金を指し、資産合計は169億円で、そのうち
71億円がスタンド棟に当たります。「負債」は、その資産のうち返済
しなければならない金額を示しています。そして、地方公営企業法の
「資本金」とは資産から負債を
おしえてツッキー
差し引いたものを指し、ボート
自己資本比率と固定比率って？
レース津の資本金は111億円
自己資本比率
で、これは昭和27年から積上
資本金÷資産合計×100
げた利益相当に当たります。こ
資産合計のうち、自己資本の割合で、資本
の他、津市と久居市ほか六箇町
金財政の健全性と長期的な安全性を示す
指標なんだ。
村競艇事業組合の一般会計に約
806億円繰り出しました。
固定比率
また、ボートレース津の自己
固定資産÷資本金×100
自己資本のうち、固定資産の
資本比率は約65％で、基金(現
割合で、数値が低いほど安全
金)を除いた固定比率は約93％
性が高くて、100%未満が適
となっています。一般的に
正とされているよ。
100％未満が安全とされ適正範
囲内ですが、施設老朽化に伴う
ボートレース津
改修により固定資産が増加する
マスコットキャラクター
ツッキー
ことが予想されています。
問い合わせ

単位：百万円

でレ ー ス 情 報

ゲット

6 29

２年連続開
催！プレミア
ムGⅠ

1
2
3

PICK UP

PICK UP

PICK UP

74

木～

火

７月４日は
ボートレース津の
65歳の誕生日だよ♪

期間中は入場料が無料！
有料Ｂ指定席が半額の 500円！
歴史パネル展を同時開催！

親から子へ、子から孫へ、親しまれ続けるボートレース津を目指して

9

で
強
補
震
耐
耐震診断・
！
！
策
対
災
防
わが家の
いつ発生してもおかしくないといわれてい
る東海・東南海・南海トラフ地震。来るべき
地震に備え、まずは住まいの耐震化や家具の
固定など、身近な耐震対策を行いましょう。
(一財)消防科学総合センター http://www.isad.or.jp

補助金活用で、
わが家の耐震対策！

問い合わせ

建築指導課

229-3187

229-3336

木造住宅無料耐震診断
昭和56年５月31日以前に建築(着工)された木造住宅の耐震診断
を無料で行います。
木造住宅耐震補強計画事業補助金
耐震補強後の評点が1.0以上となる補強計画(耐震補強設計)の作
成などの費用を補助します。これから耐震補強設計を行い、原
則、来年１月までに完了する見込みのものに限ります。
木造住宅耐震補強事業補助金
耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または1.0以上とする耐震
補強工事の費用を補助します。これから耐震補強工事を行い、原
則、来年１月までに完了する見込みのものに限ります。
木造住宅除却事業補助金
昭和56年５月31日以前に建築(着工)された木造住宅のうち、耐震診
断の結果、評点が0.7未満であったもの、または、市長が特に除却を必
要と認める倒壊する危険性が高い木造住宅の除却費用を補助します。
申請方法について詳しくは広報津６月16日号に掲載する予定です。

無料
最大補助額 16 万円

最大補助額116.1万円
リフォーム補助金
最大20 万円

最大補助額 30 万円

各総合支所で 木造住宅の耐震診断・耐震補強相談会 を開催
水
５月17日■10時～15時

市白山庁舎 １階アトリウム
木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料耐
震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費用な
どについて、設計士と市職員が相談に応じます。
申し込み 電話で建築指導課へ
10 広報 つ！

平成29年５月１日号

今後の開催予定
と き
６月21日㈬
７月19日㈬
８月16日㈬
９月20日㈬
10月18日㈬
11月15日㈬
12月20日㈬
来年１月17日㈬

ところ
市一志庁舎
市香良洲庁舎
市美杉庁舎
市美里庁舎
市安濃庁舎
市芸濃庁舎
市河芸庁舎
市久居庁舎

開催予定日は変更
する場合がありま
す。毎月1日号の
広報津でお知らせ
しますので、ご確
認ください。

家具の固定などで、
わが家の防災対策！
問い合わせ 防災室 T229−3104 F223−6247

家具等転倒防止対策事業補助金
自らが居住する住宅で、地震による転倒を防止するために家具な
どを固定する費用を補助します。ただし、三重県木造住宅耐震促進
協議会の会員で、三重県木造住宅耐震補強マニュアル講習会を修了
した人などが取り付ける場合に限ります。
耐震シェルター設置事業補助金
自らが居住する住宅の１階部分に、耐震シェルターなどを設置す
る費用を補助します。なお、耐震シェルターによっては、補助対象
とならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
家具等転倒防止対策啓発事業
自らが居住する住宅で、地震等によ
る家具などの転倒を防止するための固
定金具の配付・取付支援を無償で行い
配付・取付支援する固定金具
ます。ただし、取付支援については対
象要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

最大補助額１万円

最大補助額 25万円
※三重県がモデル開発を行った
三重県型「耐震シェルター」
は、最大補助額40万円

無料

各補助金の要件など
対象者の要件 対象住宅の要件

木造住宅
無料
耐震診断
市内に住民登録がある
対象住宅を所有している

○

木造住宅耐震
木造住宅
補強計画事業 耐震補強事業
補助金
補助金

○

○
○

世帯全員の年齢が65歳以上

木造住宅
除却事業
補助金

いずれも
必要

家具等
耐震シェルター 家具等転倒
家具等転倒
転倒防止対策 設置事業 防止対策啓発 防止対策啓発
補助金
事業補助金
事業（配付） 事業(取付支援)

○

○

○

○

○
○
○
○
○

障がいのある人と同居している
申請者が居住している
昭和56年以前の木造住宅

募集内容

申請に必要なもの

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○★
○
○
○
○
○★

２階建て以下の住宅
３階建て以下の住宅

耐震診断の結果評点が0.7未満

○

申請書
印鑑
対象者の要件が確認できる書類
見積書
耐震診断結果の写し
耐震補強計画書の写し

募集数

補助金額

市補助金に関する
問い合わせ先

予算の範囲内（先着順）

−

広報津
６月16日号に
掲載予定

○
○
○

どちらか
必要

○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

○

どちらか
必要

予算の範囲内（先着順）

金額は補強工
事の費用によ
費用の２／３
る（最高116万
（最高25万円）
1,000円）
費用の
費用の
費用の ※三 重 県 型
※耐震補強工
「耐震シェル
２／３
２／３
９／10
事と同時に
（最高16万円） リフォーム工（最高30万円）
（最高１万円） ター」は費用
の２／３
（最
事を行う場
高40万円）
合、最高136
万1,000円

建築指導課
Ｔ229−3187 Ｆ229−3336

○

−

−

防災室
Ｔ229−3104 Ｆ223−6247

★市長が特に除却を必要と認める倒壊する危険性が高い木造住宅については不要
広報 つ！ 平成29年５月１日号
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５月は消費者月間

津市消費生活センターに相談を
問い合わせ

市民交流課

一人で悩まずお気軽に
津市消費生活センターでは、津市に在住・在
勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員
が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決
方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよい
かなどを助言する身近な相談窓口ですので、万
一、悪質商法や商品事故など消費者トラブルに遭
ったときには、一人で悩まず、津市消費生活セン
ターに相談しましょう。
津市消費生活センター
229-3313
229-3312

229−3252

227−8070

過去３年間の相談件数と相談内容
年

度

相談件数

平成26年度

1,031件

平成27年度

1,151件

平成28年度

1,107件

主な相談内容
インターネットサイトの架
空請求・不当請求
インターネットサイトの架
空請求・不当請求、インター
ネット回線契約の相談

相談日 月〜金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間 ９時〜12時、13時〜16時
場 所 市本庁舎１階市民交流課内

有料サイト利用料の架空請求に注意！
！
事業者の名前に聞き覚えがあるからといって安
易に信用しない
詐欺的な行為を行う事業者が、実在する事業者
の名前をかたる場合があります。
記載されている電話番号には絶対連絡しない
心当たりがないと反論しても、言葉巧みに、携
帯電話の誤操作により未払い料金が発生したと思
い込まされ、
「後で全額返金される」など、うその
説明により支払いを求められます。
「電子マネーを購入して番号を連絡して」には絶
対応じない
Amazonギフト券、楽天ポイントギフトカー
ド、Google Playカード、iTunesカードなどの
電子マネーをコンビニで購入させ、番号を連絡さ
せるのが典型的な手口です。

▲
▲

少しでもおかしいと思ったら、津市消費
生活センターや津警察署、津南警察署に連
絡しましょう。
津警察署 Ｔ213-0110
津南警察署 Ｔ254-0110

対応方法

▲

大手動画配信事業者をかたり「有料コンテンツ
利用料金の支払い確認が取れません。本日中に連
絡なき場合、訴訟手続きに移行します」
などと記載
したＳＭＳ(携帯電話番号を宛
先にして送受信するメッセー
ジサービス)を送り、連絡して
きた消費者に金銭を支払わせ
ようとする架空請求に関する
相談が多くなっています。

出前講座のご利用を
津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を無料で
開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや
映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお
話します。
申し込み 市民交流課へ
12 広報 つ！
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出前講座の様子

知っていますか？クーリング・オフ
クーリング･オフは、契約した後、頭を冷やし
て冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間
内であれば無条件で契約を解除することができる
制度です。クーリング・オフできる取り引きは主

に下表のものです。
ただし、取引内容によってはクーリング・オフ
できない場合もありますので、詳しくは津市消費
生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きとその内容
取引内容

期 間

訪問販売

自宅など店舗以外の場所での契約
（キャッチセールス、
催眠
商法、アポイントメントセールスでは店舗契約を含む）

訪問購入
（訪問買取）

業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

電話勧誘販売

電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

特定継続的役務提供

エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介サービスを一定期間継続する５万円を超える
契約 ※エステは１カ月を超える、その他は２カ月を超え
るもの

連鎖販売取引

マルチ商法(ネットワークビジネスともいう)

業務提供誘引販売取引

内職・モニター商法など

原則８日間

原則20日間

※期間は法定書面を受け取った日から起算します。

クーリング・オフ通知の書き方と注意点
▶クーリング・オフは必ず、はがきなど
書面で通知しましょう。
▶簡易書留、特定記録郵便など記録が残
る方法で送付しましょう。
▶クレジット契約も結んでいる場合は、
信販会社にもクーリング・オフの書面
を出しておきましょう。
▶書面を作成したら、両面ともコピーを
取って契約書や郵便の受領証などと一
緒に大切に保管しておきましょう。

契約年月日 平成○年○月○日
書面受領日 平成○年○月○日
商品名 ○○○○○
契約金額 金○○○円
販売者名 株式会社○○○
上記日付の契約を解除しますので、
支払済の○○○○円を直ちに返金し
てください。なお、商品は早急に引
き取ってください。
平成○年○月○日
○市○町○番地 氏名○○○○

市長からのメッセージ
近年、消費者を取り巻く環境は、情報化や国際
化の進展、少子高齢化などにより大きく変化して
おり、従来からの悪質商法や多重債務問題のほ
か、最近はインターネットの利用やＳＭＳによる架
空請求・不当請求の事例が多く、高齢者に限らず
若年層においても相談が多くなっております。
このように手口が多様化する消費者トラブル
に対応するため、本市においては、平成19年１
月に消費生活センターを開設後、専門の相談員

を増員して相談、助言などを行うとともに、広
報誌、ホームページ、ケーブルテレビ、出前講
座の開催等による啓発に努めています。
今後とも、消費者トラブル未然防止のため、
市民が信頼できる身近な相談窓口としての機能
を充実・強化するとともに、警察署等関係機関
と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民が
安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行
政の推進に取り組んでまいります。

津市長

前葉

泰幸
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児童の放課後をサポートします

放課後児童クラブ(学童保育所)
問い合わせ 教委生涯学習課 Ｔ225-7172 Ｆ228-4756
放課後児童クラブ(学童保育所)は労働などによ
り保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、安
全で充実した放課後を送ることができるよう支援
しています。市内では、保護者会や社会福祉法
人、ＮＰＯの47団体により、55クラブ(公設民営

津市放課後児童クラブ運営団体一覧
地域

津

放課後児童クラブ運営団体名

電話番号

45、民設民営10)が運営されています。平日はも
ちろん、ほとんどのクラブが土曜日や夏休みなど
の期間も利用できます。
放課後児童クラブへの入所を検討している保護者
の皆さんは、各クラブに直接お問い合わせください。
※公設民営を丸囲み、民設民営を四角囲みで表記
地域

放課後児童クラブ運営団体名

電話番号

①養正地区放課後児童クラブきの子

246−6525

㉕誠之放課後児童クラブ

255−2604

②修成地区放課後児童クラブしいのみ会

226−6246

㉖成美放課後児童クラブ

255−2006

③南立誠地区放課後児童クラブひまわり会

226−6247

27
□子供クラブSAKURA

253−3963

④観音寺地区放課後児童クラブどんぐり会

226−6244

㉘立成放課後児童クラブ立成げんきっず

255−2502

⑤北立誠地区放課後児童クラブたつの子会

231−2698

㉙桃園放課後児童クラブ

255−7739

⑥敬和地区放課後児童クラブえのき会

226−9620

30
□風の丘児童クラブ

253−7714

⑦育生地区放課後児童クラブくるみ会

226−6245

㉛栗葉放課後児童クラブ

252−2001

⑧新町地区放課後児童クラブわかば会

225−9629

㉜上野放課後児童クラブ上野どんぐり会

090−6589−3330

⑨藤水地区放課後児童クラブ藤っ子会

228−5606

33
□ゆたか学童クラブ

245−1128

⑩高茶屋地区放課後児童クラブさくら会

234−3372

34
□みらいの森学童クラブ

245−1128

11
□はなこま放課後児童クラブ

238−1616

㉟千里ヶ丘放課後児童クラブひまわり会

245−4168

12
□どんぐりの家

273−6966

芸濃

㊱椋本地区放課後児童クラブ芸濃KIDS

261−6691

⑬神戸地区放課後児童クラブみどりっ子

224−4327

美里

37
□美里さつき保育園じゃがいもクラブ

279−2000

⑭櫛形地区放課後児童クラブくしがた会

237−3326

㊳明合放課後児童クラブさくらんぼクラブ

268−5858

⑮雲出地区放課後児童クラブASKIDSくらぶ

235−3131

㊴安濃放課後児童クラブひまわりクラブ

268−3639

⑯一身田地区放課後児童クラブつくし会

232−1521

㊵村主放課後児童クラブすぐりんクラブ

080−1591−8978

17
□すばる児童クラブ

236−0115

㊶香良洲放課後児童クラブなかよしキッズ

292−3111

18
□とよの放課後児童クラブ

231−1364

㊷アドバンスキッズくらぶ

293−0405

19
□あゆみ野

232−6111

㊸一志放課後児童クラブ高岡学童クラブ

293−6285

⑳白塚地区放課後児童クラブはまっ子会

231−1382

㊹家城地区放課後児童会いえキッズくらぶ

262−7313

㉑片田地区放課後児童クラブ青空会

237−0939

㊺川口放課後児童クラブかわぐちの学童

261−2484

㉒西が丘地区放課後児童クラブ杉の子会

225−1360

㊻大三放課後児童クラブWAIWAIくらぶ

262−7870

㉓豊が丘地区放課後児童クラブやまもも会

230−2418

㊼倭放課後児童クラブみんなの倭

090−3442-4930

㉔南が丘地区放課後児童クラブたんぽぽクラブ

229−3828

久居

河芸

安濃
香良洲
一志

白山

㉙
㊱

㉘
34 ㉟
㉕
㉜
33

㉓

㊴
㉛ ㉜
㊳
㉝
㊵
37
⑯

㉞
㉕

㊻

南が丘地区放課後児童クラブたんぽぽクラブ

㊼
㊺
㊹

27
㉛ 30 ㉖㉘
㊵
㉟㊲
㉙
㊸㊷ ㊳

⑭
㉑

19 ⑤
㉒④ ③
①
⑬ ⑧ ⑥
②
⑦
㉔ ⑨
⑩
11 12

津市放課後児童クラブＭＡＰ
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９月スタート！高齢者外出支援事業

「シルバーエミカ」
を交付します
問い合わせ

高齢福祉課

Ｔ229−3156

Ｆ229−3334

津市では、高齢者の皆さんの健康づくり、生きがいづくりを支援するため、９月からマイナン
バーカードを利用した総務省のプロジェクトに参加し、高齢者外出支援事業を行います。

高齢者外出支援事業とは

高齢者外出支援事業は、市内の高齢者に、年間
2,000ポイント(2,000円分)をチャージ(付与)した
オリジナルＩＣカード「シルバーエミカ」を無償
で交付し、対象となる交通機関を利用していただ
くものです(コミュニティバスは、シルバーエミ
カを提示するだけで、無料で乗車できます)。
初回申請時には「マイナンバーカード」が必要
ですが、２年目以降は高齢福祉課または各総合支
所市民福祉課(福祉課)の窓口に、シルバーエミカ
をご持参いただければ、2,000ポイントを上限
に、チャージ(付与)します。
対 象 市内に住所を有する65歳以上
申請に必要なもの マイナンバーカード

利用できる交通機関
三重交通グループの路線バス、ぐるっと・つー
バス、各地域のコミュニティバス
申請場所 高齢福祉課または各総合支所市民福祉
課(福祉課)

シルバーエミカとは？

三重交通株式会社のＩＣカード「エミカ」を活
用した津市オリジナルのＩＣカードです。「エミ
カ」と同様に、次のような主な機能があります。
●タッチするだけでラクラク乗り降り
●チャージ(入金)して繰り返し使える
●乗り継ぎの際は、運賃が割り引きされてお得

シルバーエミカを受け取るまでの流れ
９月からシルバーエミカを取得

マイナンバーカードを使い、シル
バーエミカの発行に必要なＩＤ登
録を行います。

交付

９月からマイナンバーカードを使い
総務省のシステムにＩＤ登録

交付まで約１カ月
かかります。

ステップ３

申請

マイナンバーカードを取得
交付

ステップ2

申請

ステップ1

2,000ポイントを付与した
シルバーエミカを交付します。

９月までにマイナンバーカードの取得を

シルバーエミカの取得申請にはマイナンバー
カードが必要です。マイナンバーカードは、誰で
も簡単に無料で取得することができますが、申請
から取得までに約１カ月かかります。シルバーエ
ミカの交付が始まる９月までに、ぜひマイナン
バーカードを取得しておいてください。
マイナンバーカードの申請に必要なもの
●個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
●顔写真(縦4.5cm×横3.5cmの正面・無帽・無背
景で、６カ月以内に撮影したもの)

問い合わせ

●通知カード
●本人が確認できる書類
運転免許証、パスポート、障害者手帳などの国
または地方公共団体が発行した顔写真付きの身分
証明書、または健康保険証、介護保険被保険者
証、年金手帳、年金証書などの中のいずれか２点

※書類が不足していると、申請が受け付けできないことがありますのでご注意ください。

申請場所 市民課、各総合支所市民福祉課(市民
課)、各出張所 ※郵送、スマートフォン、自宅
のパソコンでも申請できます。

▶高齢者外出支援事業に関すること
▶マイナンバーカードに関すること
▶コミュニティバスに関すること

高齢福祉課
市民課
交通政策課

Ｔ229-3156
Ｔ229-3198
Ｔ229-3289

Ｆ229-3334
Ｆ221-1173
Ｆ229-3336
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今年もやります！！

津市民文化祭

S
U NEW

TS

1

問い合わせ

津リージョンプラザ

229-3300

229-3344

今年も津市民文化祭を開催します。ぜひご来場ください。
部

門

と き

催し物

書道展・工芸美術展 ５月24日㈬〜28日㈰
美

術

生活文化

文

芸

舞台芸術

文化
講演会

９：30〜16：30
最終日は16：00ま
で（入場は終了時
刻の30分前まで）

ところ

参加費・入場料

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

無料

日本画展

６月14日㈬〜18日㈰

洋画展

６月21日㈬〜25日㈰

写真展

６月28日㈬〜７月２日㈰

諸流いけばな展

５月13日㈯・14日㈰

茶の湯大会

５月27日㈯・28日㈰

短歌大会

６月10日㈯

13：00〜16：30

俳句大会

６月11日㈰

13：00〜16：00

連句大会

６月18日㈰

10：00〜16：00

謡と舞の会

５月13日㈯

12：30〜16：00

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

邦楽と舞踊の会

５月21日㈰

13：00〜15：30

津リージョンプラザ３階
お城ホール

民踊新舞踊の会

５月24日㈬

11：00〜15：50

津リージョンプラザ３階
お城ホール

民謡の会

６月25日㈰

10：30〜16：00

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

７月８日㈯・９日㈰

８日18：30〜
９日14：00〜

大人 1,500円
前売り 学生 1,000円
小学生600円
津リージョンプラザ３階
お城ホール
大人 1,800円
当 日 学生 1,200円
小学生700円

吹奏楽の午後

７月15日㈯

13：30〜15：30

白山総合文化センター
しらさぎホール

洋舞フェスティバル

８月15日㈫

15：30〜17：30

津リージョンプラザ３階
お城ホール

無料
（要整理券）

津市民吟剣詩舞の
つどい

８月20日㈰

９：30〜16：30

津リージョンプラザ３階
お城ホール

無料

５月27日、７月15日、９
月30日、11月25日、来年
１月20日、３月24日
いずれも土曜日

13：30〜15：00

津リージョンプラザ２階
健康教室 ※日時、場所
を変更する場合がありま
す。

無料

５月10日㈬・11日㈭

12：15〜12：45

津リージョンプラザ１階
出会いの広場

無料

演劇
「嫁も姑も皆幽霊」

はてな

〜？「発見塾」〜

出会いの広場ミニコンサート

津リージョンプラザ生活文化情
９：30〜16：30
最終日は16：00まで 報センター（展示室）、ギャラリー
津リージョンプラザ生活文
９：30〜15：30
化情報センター（展示室）
アスト津４階橋北公民館
研修室Ａ

無料
300円（呈茶券）

各500円

無料

無料

※日時、場所など内容を変更する場合があります。
※音楽部門は来年１〜３月に開催予定です。また、９〜10月に出演団体を公募します。

EWS
TSU N
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海をおもいっきり満喫！

ふれあいのかおり2017~渚のフェスティバル~
問い合わせ

5 28

日

香良洲総合支所地域振興課

9:30~15:00

香良洲公園 (海岸側広場) ※荒天時は香海中学校

内 容 特産品販売、ステージショ―、潮干狩り、海岸清掃、
のど自慢披露会、おたのしみ抽選会
16 広報 つ！
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292−4308

292−4318

津のええもんが大集合！

第31回津市物産まつり

EWS
TSU N

3

問い合わせ

5 20

土

商業振興労政課

229−3169

229−3335

10:00~16:00

津市大門大通り商店街アーケード

「ふるさと津なぐ！！物産まつり！！」をテーマに、津市の豊
かな自然と長い歴史に育まれた食品、菓子、農林水産物、地
酒、工芸品などを一堂に集めて販売・展示します。直接見て、
触れて、味わって、いろいろな「津のええもん」を堪能してく
ださい。

お買い回り抽選会

◆津市の物産品の販売・展示
◆お楽しみコーナー
●アオヤギ貝殻肥料の配布(白塚水産加工の未来を考える会)
●振る舞い鍋(美里農産物加工組合)

◆津の物産が当たる！お買い回り抽選会
◆各種体験コーナー
●森のクラフト作り ●木工教室

ちびっこ武者行列

◆ステージアトラクション
●健康！ラジオ体操 ●マジックショー(津奇術グループ) ●津のまち音頭
●フォークソング演奏 ●ちびっこ武者行列(津幼稚園)
●子ども唐人(子ども唐人・唐人踊りを継ぐ会) ●チアダンス(ガールズパーティ) など

EWS
TSU N
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津市で就職しませんか

ＵＩＪターン就職奨励金のご利用を
問い合わせ

商業振興労政課

229−3114

229−3335

Ｕターン・Ｉターン・Ｊターン就職を希望する人や、市外に住む職務経験者を採用する中
小企業に奨励金を交付しています。ＵＩＪターンを希望する家族やお知り合いへぜひお伝え
ください。

市内の企業等に就職を希望する皆さんへ
名

称

内

容

支給金額

ふるさと就職活動
応援奨励金

県外に住む津市出身者が、津市に本
社・本店を有する企業（※）への就職
上限５万円
活動（津市内で行われる説明会・筆記
（往復分）
試験・面接試験）の際にかかる交通費
を交付

ふるさと就職
新生活応援奨励金

津市に本社・本店を有する企業（※）
に就職が決定（内定）し、津市へ転入
した人が、新生活を始める際にかか ５万円
る費用の一部を交付

津市ホームページ
ＱＲコード

※医療法人・学校法人・社会福祉法人を含む。官公庁などへの就職活動は対象外

市内の中小企業等の事業主の皆さんへ
名

称

職務経験者
ＵＩＪターン
促進奨励金

内

容

津市に本社・本店を有する中小企業
（※）が、市外在住の職務経験者を採
用し、その人が津市へ転入した場合
に交付

支給金額

津市ホームページ
ＱＲコード

雇用者１人
につき15万
円（ ５ 人 ま
で）

※医療法人・学校法人・社会福祉法人を含む。官公庁などへの就職活動は対象外

ぜひ登録を！
Ｕターン就職情報を配信

津市では、Ｕ
ターン・Ｉター
ン就職を応援す
るため、市内の
イベント情報や
市内企業の情報などを電子メー
ルで配信しています。
メールアドレスを登録してい
ただいた人には、津市への就職
情報をお届けしますので、ぜひ
ご登録ください。
登録方法 メールの件名に「Ｕ
ターン応援希望」と記入し、
M229-3114@city.tsu.lg.jp
へ空メールを送ってください。
広報 つ！ 平成29年５月１日号
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できること たくさんあるよ きみのてに(平成29年度児童福祉週間標語)

５月５日～11日は

問い合わせ

児童福祉週間
こども支援課

子どもが家庭や地域で豊かな愛情に包まれ、た
くましく育っていく環境・社会づくりは、とても
重要です。子どもの健やかな成長についてみんな
で考えようと、毎年５月５日の「こどもの日」か
ら１週間を「児童福祉週間」と定めています。こ
れにちなみ、児童館ではさまざまなイベントを開
催します。

と き ５月７日(日)13時30分〜15時30分
ところ まん中こども館(大門)
内 容 映画「さとにきたらええやん」の上映会
(要申し込み)
問い合わせ 同こども館( 213-2131)

すばるこどもフェスティバル

6

５月12日は

と き ５月13日(土)10時30分〜16時30分
ところ すばる児童館(一身田平野)
内 容 遊びうた・ふれあい遊び(要申し込み)、
プロマジシャンによるマジックショー、ゲーム
大会など
問い合わせ 同児童館( 236-0115)
と き ５月14日(日)10時〜14時
ところ さくら児童館(中河原)
内 容 輪投げ、スーパーボールすくい、ヨーヨー
釣り、バルーンアート、津波避難用外付け階段
体験会、ビンゴゲーム大会など
問い合わせ 同児童館( 225-3160)

さくら児童館子どもまつり

民生委員・児童委員の日

問い合わせ

平成29年５月１日号

◆すばるこどもフェスティバル

すばるこどもフェスティバル

福祉政策課

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱
され、地域のボランティアとして高齢者福祉、障
がい者(児)福祉、児童福祉、母子・父子福祉、低
所得者福祉に関することについて、市社会福祉事
務所などと連携を図りながら、社会福祉の増進の
ために次のような活動をしています。
・福祉の支援が必要な人の把握
・住民福祉の増進を図るための活動や相談、助言
・福祉サービス利用の情報提供と援助
・社会福祉施設などとの連携、支援
・地域の児童問題の把握
※民生委員・児童委員には「守秘義務」があり、
業務の中で得た個人情報や秘密は固く守られて
いますので、安心してご相談ください。お住ま
いの地区を担当する民生委員・児童委員につい
ては、お問い合わせください。
18 広報 つ！

229−3334

◆さくら児童館子どもまつり

◆まん中こどもまつり
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229−3284

229-3283

229-3334

民生委員・児童委員の日とは
民生委員・児
童委員の日は、
昭和52年に当時
の全国民生委員
児童委員協議会
(現在は全国民
生委員児童委員
美里地域の子育て支援活動の様子
連合会)が定め
たもので、大正６年５月12日に民生委員・児童
委員制度の前身の岡山県済世顧問制度設置規程が
公布されたことに由来します。
今年度は、民生委員制度創設100周年を迎えま
す。ぜひこの機会に、民生委員・児童委員の皆さ
んが各地区でさまざまな活動に取り組んでいるこ
とを知ってください。
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自然豊かな美杉で健やかな学校生活を

小規模特認校の美杉小学校・美杉中学校を見学しませんか？
問い合わせ

教委学校教育課

229−3245

229−3257

小規模特認校の美杉小学校と美杉中学校は、少人数ならではのきめ細かい指導と自然に
恵まれた環境で、明るく伸び伸びとした教育を目指す学校です。下記の条件を満たす人
は、市内のどこの地域からでも入学(転学)することができます。
学校見学も随時受け付けていますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
入学(転学)の条件
●小規模特認校の趣旨と美杉小学校・美杉中
学校の教育活動などに賛同すること
●市内に住所があること
●通学は保護者の負担と責任で行うこと
※美杉小学校・美杉中学校の学校区内は、
スクールバスが利用できます。
申請の手続き
教委学校教育課または教委各教育事務所で
入学(転学)の申請を受け付けています。
学校見学の申し込み
教委学校教育課 Ｔ229-3245
美杉小学校
Ｔ274-0802
美杉中学校
Ｔ272-1191

美杉小学校

サマーキャンプ

ランチルーム

みすぎ連山のろし太鼓

三重県総合博物館MieMu見学

美杉中学校

入れない！捨てない！広げない！
EWS
TSU N
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生態系に被害を及ぼす特定外来生物にご注意を！
問い合わせ

環境保全課

229−3140

229−3354

「外来生物」とは、もともと日本にいなかった
にもかかわらず、人の手によって海外から入って
きた生物のことです。その中でも「特定外来生
物」は、生態系などに被害を及ぼすものとして環
境省が指定した生物です。特定外来生物は飼育･
栽培･保管･運搬･販売･譲渡･輸入などが原則とし
て禁止されていて、違反すると個人の場合３年以
下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合
１億円以下の罰金が科されます。

セアカゴケグモ

オオキンケイギク

特定外来生物の例
ブルーギル、ブラックバス(コクチバス、オオ
クチバス)、アライグマ、カミツキガメ、セアカ
ゴケグモ、オオキンケイギクなど
外来生物被害予防３原則
外来生物に関わるときは、この原則を守って適
切な対応をお願いします。
１．
入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生
物をむやみに日本に入れない

カミツキガメ

２．
捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
３．
広げない 野外にすでにいる外来生物を他地域
に広げない
※セアカゴケグモはすでに市内各地で見つかって
います。雌は毒を持っていますが、攻撃性はあ
りません。駆除する場合は市販の家庭用殺虫剤
(ピレスロイド系)を吹き付ける、靴で踏みつぶ
すことなどで簡単に駆除できます。
広報 つ！ 平成29年５月１日号
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電話番号

ファクス

Ｅメール

○料金の記載のないものは無料 ○市内の市外局番は…059
○受付時間 原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分〜17時15分

お知らせ
市民清掃デー
環境政策課
229−3258

229−3354

地域や自治会の皆さんの協力
で、道路や公園などの清掃を行
います。ごみのないきれいなま
ちづくりにご協力ください。
地域

と き

問い合わせ

久居総合支所
地域振興課
Ｔ255−8843

６〜11月の間に各
自治会単位で実施

河芸総合支所
地域振興課
Ｔ244−1706

５月28日㈰
８時〜11時
荒天時は６月４日㈰

芸濃総合支所
地域振興課
Ｔ266−2516

各自治会単位で実施

美里総合支所
地域振興課
Ｔ279−8119

５月28日㈰
８時〜10時
荒天時は６月４日㈰

安濃総合支所
地域振興課
Ｔ268−5517

６月４日㈰
８時30分〜10時
小雨決行

香良洲総合支所
地域振興課
Ｔ292−4308

一志

一志総合支所
５月28日㈰
９時〜12時
地域振興課
雨天中止
（小雨決行） Ｔ293−3008

白山

６月11日㈰
白山総合支所
８時30分〜10時
地域振興課
雨天中止
（延期なし） Ｔ262−7032

久居

６月４日㈰
時間、雨天時の中止
判断は各自治会によ
り異なる

香良洲

津

９月下旬

環境政策課
Ｔ229−3258

河芸
芸濃
美里
安濃
美杉

６月４日㈰
各自治会単位で実施
のため日程が違う場
合あり

美杉総合支所
地域振興課
Ｔ272−8088

空き地などの適正管理を
環境保全課
229−3398

229−3354

空き地や空き家の敷地に雑草
が生い茂ると、害虫が発生した
り、ごみが捨てられたりするこ
とが多くなります。付近の皆さ
んの迷惑になりますので、空き
地などを管理または所有してい
る人は、雑草を小まめに刈り取
るなどして適正に管理し、
清潔で
美しいまちづくりに努めましょ
う。所有者が不明の空き地など
20 広報 つ！

平成29年５月１日号

の雑草でお困りの場合は、環境
保全課または各総合支所地域振
興課へ相談してください。

平成29年度高齢者肺炎球菌
ワクチン定期接種
健康づくり課
229−3310

229−3287

対 象 津市に住民登録があり、
過去に１回も肺炎球菌ワクチ
ン(23価)を接種したことがな
い人で、①または②に該当す
る人 ※定期接種の接種機会
は１回限りです。
①次の表に当てはまる人
年齢

生年月日

65歳

昭和27年４月２日〜昭和28年
４月１日生まれ

70歳

昭和22年４月２日〜昭和23年
４月１日生まれ

75歳

昭和17年４月２日〜昭和18年
４月１日生まれ

80歳

昭和12年４月２日〜昭和13年
４月１日生まれ

85歳

昭和７年４月２日〜昭和８年
４月１日生まれ

90歳

昭和２年４月２日〜昭和３年
４月１日生まれ

95歳

大正11年４月２日〜大正12年
４月１日生まれ

100歳

大正６年４月２日〜大正７年
４月１日生まれ

※上記の表に当てはまる人には、
４月下旬に案内通知を郵送し
ています。転入した人や紛失
などで通知がない人は、健康
づくり課へお問い合わせくだ
さい。
②接種日当日に60〜64歳で、心
臓・腎臓・呼吸器の機能に障が
いがあり、日常生活が極度に制
限される人
接種期限 来年３月31日(土)
接種回数 １回
接種場所 県内の協力医療機関
自己負担額 2,500円 ※生活
保護受給者は、自己負担額の
免除があります(被保護証明書
が必要)。

接種時の持ち物 健康手帳、予
診票、保険証など住所が確認
できるもの
※定期接種の対象にならない65
歳以上の人には費用助成の制度
があります。過去に１回でも肺
炎球菌ワクチン(23価)を接種し
た人は対象外です。

津エアポートライン（高速船）
定期整備期間中の運航ダイヤ
交通政策課
229−3180

229−3336

高速船の船底清掃などのため、
次の期間中ドックダイヤでの運
航となり、１日８往復になりま
す。ご利用の際は運航ダイヤに
注意してください。詳しくは、
津エアポートラインまたは津な
ぎさまちのホームページをご覧
ください。
ドックダイヤ期間(予定)
６月７日(水)〜14日(水)、22
日(木)〜29日(木)

平成29年度
メンタルヘルス相談
商業振興労政課
229−3335
229−3114

●仕事がうまくいかず、落ち込
んでしまう
●職場の仲間や家族に仕事の悩
みを相談できない
●職場の人間関係のことで悩ん
でいる
こんな悩みや不安のある人は、
一人で悩まず気軽にご相談くだ
さい。専門の産業カウンセラー
があなたの悩みに応えます。相
談内容などの秘密は厳守します。
と き 毎月第２・４金曜日18
時〜20時 ※祝日・休日を除く
ところ サン・ワーク津
対 象 市内に在住・在勤の人
定 員 １日２人(１人50分程度)
※要予約
申し込み 前日までに電話で商
業振興労政課へ

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

５月の献血（400ml）
地域医療推進室
229−3018
229−3372

と

き ５月15日(月)９時30分
〜11時20分、
12時40分〜16時
ところ 市本庁舎１階ロビー
対 象 男性17〜69歳、女性18
〜69歳で男女とも体重が50㎏
以上の人 ※65歳以上の人は、
60〜64歳の間に献血経験のあ
る人

イベント
光と波の健康ウオーキング
香良洲保健センター
292−4147
292−4183

自分の体力に合った距離を選
んで、みんなで楽しくウオーキ
ングしましょう。
と き ５月23日(火)９時30分〜
集合場所 サンデルタ香良洲
持ち物 飲み物、タオル

スポーツ体験
定 員 200人(１チーム２〜５
人)
持ち物 マグカップ(ドリンクサー
ビス)、タオル、雨具、日よけ
の帽子、飲み物など
費 用 400円(３歳以下無料、
参加賞なし)
申し込み スポーツ振興課、
津市
体育館、津市民プール、各総
合支所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メールで津市
スポーツ・レクリエーション協会
事務局(〒514-0056 北河路町
19-1 メッセウイング・みえ内、
Ｍsporec̲tsu@yahoo.co.
jp)へ
申込期間 ５月15日(月)〜31日(水)

白山公民館講座 地域再発見
講演会〜白山町と街道〜
白山公民館
262−7027

262−7055

白山町と街道にかかわる歴史
について学びます。
と き ５月17日(水)10時〜
ところ 白山公民館１階農民研
修室
講 師 熊崎司さん(津市教育委
員会学芸員)
対 象 市内に在住・在勤・在
学で歴史に興味のある人
※車でお越しの場合は、
市白山庁
舎前の駐車場をご利用ください。

募

集

津市民スポーツ・
レクリエーションフェスティバル
ウォークラリーin津2017
スポーツ振興課
229−3247
229−3254

と

き ６月18日(日)８時45分
〜14時45分
集合場所 中央公民館ホール
コース 津センターパレス周辺
(約５㎞) ※終了後にニュー

ニュースポーツのラダーゲッター

上級救命講習会
消防救急課
254−1603

254−1607

いざというときに備えて応急
手当てを覚えましょう。
と き ６月11日(日)９時〜18時
ところ 北部市民センター
内 容 人工呼吸、胸骨圧迫(心
臓マッサージ)、AED、止血
法、傷病者管理法、副子固定
法など
定 員 先着30人
申し込み 電話で消防救急課へ
申込期間 ５月22日(月)〜６月２
日(金)

防火管理者資格取得講習会
（甲種新規・乙種・甲種再講習）
消防総務課
254−0356

256−7755

消防法の規定で、学校・病院・
工場・店舗など大勢の人が出入
りする所や、勤務または居住す
る建物を管理しなければならな

い人は、
一定の資格を有する者の
中から防火管理者を定めて消防
機関に届け出る必要があります。
と き
①甲種防火管理者新規講習…７
月６日(木)・７日(金)いずれ
も９時30分〜15時30分
②乙種防火管理者講習…７月６
日(木)９時30分〜16時
③甲種防火管理者再講習…７月
５日(水)13時30分〜15時30分
ところ 県男女共同参画セン
ターフレンテみえ多目的ホー
ル(県総合文化センター内)
定 員 ①②先着合計200人、
③先着50人
費 用 テキスト代①②4,000
円、③3,000円
申し込み 消防総務課、
各消防署
(分署・分遣所)にある受講申請
書に写真を添付し、
受講料とと
もに直接消防総務課窓口へ(郵
送・ファクスは不可) ※申込
受付時にテキストを渡します。
申込期間 ６月５日(月)〜16日
(金)９時〜16時 ※申請書な
どは５月中旬から津市ホーム
ページでもダウンロードでき
ます。

前回の講習会の様子

平成29年10月１日採用予定
三重短期大学専任教員
三重短期大学大学総務課
232−9647
232−2341

専門分野 食物栄養学
採用職 助教
応募資格 管理栄養士の資格お
よび修士以上の学位を有する人
定 員 １人
申し込み 三重短期大学大学総
務課へ
申込期限 ５月29日(月)17時
広報 つ！ 平成29年５月１日号
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募

集

片田公民館教養セミナー
親子料理教室
片田公民館
・ 237−1513

粉からこねて、焼きたてパン
を楽しみましょう♪
と き ６月４日(日)９時30分
〜12時
ところ 片田公民館
対 象 市内に
在住・在学の
小学生と保護
者 ※必ず小
学生１人につ
き保護者１人
で参加
定 員 抽選８組16人
費 用 １組2,100円(受講料300
円を含む)
持ち物 エプロン、バンダナ、
手拭きタオル、布巾２枚、筆
記用具、水分補給用の飲み物
申し込み 往復はがきで教室名、
住所、参加者全員の氏名(ふり
がな)、電話番号、学校名、学
年を片田公民館(〒514-0082
片田井戸町17-2)へ
締め切り ５月17日(水)必着

ホタル観察会
環境保全課
229−3140

229−3354

ホタルの
ことがよく
わかる学習
会のあと、
屋外でホタ
ルを観察し
ます。
と き ６月10日(土)19時〜21
時 ※小雨決行
ところ 市内(後日参加者に連絡)
対 象 市内に在住・在学の小・
中学生と保護者
定 員 抽選30組
申し込み 電話またはファクス
で環境保全課へ
締め切り ５月19日(金)
22 広報 つ！
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電話番号

家庭教育支援セミナー
中央公民館
228−2618

229−5150

就学前の子どもを持つ保護者
を中心に、家庭教育を支援する
ための講座を高田短期大学と共
催で開催します。子育てが一段
落した人も、地域で子育てを支
援するために知識を深めません
か。今、子育て中の人は、これか
らの育児が楽しくなります。希
望者には託児も行います。(１人
１回500円)
とき・内容 いずれも10時〜12時
とき

内容・講師

６月
５日㈪

子どもの育ちの“受けとめ”と
“支え”①
山口昌澄（子ども学科教授）

６月
12日㈪

子どもの育ちの“受けとめ”と
“支え”②
山口昌澄（子ども学科教授）

６月
19日㈪

子どもの育ちと音楽①
−耳を育てる−
山本敦子（子ども学科准教授）

６月
26日㈪

子どもの育ちと音楽②
−声遊び・音遊び−
山本敦子（子ども学科准教授）

７月
３日㈪

社会福祉と貧困
武藤敦士（子ども学科助教）

７月
10日㈪

児童虐待とＤＶ（Domestic
Violence）
武藤敦士（子ども学科助教）

７月
18日㈫

子どもの発達と障害①
千草篤麿（子ども学科教授）

７月
24日㈪

子どもの発達と障害②
千草篤麿（子ども学科教授）

７月
31日㈪

人とのつながり・家族との関
わり方について①
戸川俊（子ども学科助教）

８月
７日㈪

人とのつながり・家族との関
わり方について②
戸川俊（子ども学科助教）

ところ 中央公民館
定 員 30人
申し込み 往復はがきで「家庭
教育セミナー希望」と明記し、
住所、氏名、年齢、
電話番号、
託
児希望の有無(希望する場合は
子どもの氏名、年齢、性別)を記
入し、
中央公民館(〒514-0027
大門7-15 津センターパレス
２階)へ ※はがき１枚につき
１人有効
締め切り ５月22日(月)必着

ファクス

Ｅメール

津市景観審議会
都市政策課
229−3290

229−3336

市長の諮問に応じて景観づく
りに関する重要事項や、景観計
画の変更に関する事項を調査審
議する景観審議会の委員を公募
します。
対 象 市内に在住・在勤・在
学で４月１日現在20歳以上
※本市の議員・常勤職員・他
の審議会などの委員を除く
任 期 委嘱した日から２年間
定 員 ３人程度(書類審査あり)
報 酬 審議会１回につき9,000円
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、800字程度の作文「津市
の景観について思うこと」(様
式自由)を添えて、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、 229-3177@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 ５月１日(月)〜19日
(金)必着

省エネナビモニター
環境政策課
229−3212

229−3354

家庭でで
きる省エネ
にもっと取
り組んでも
らうため、
家庭全体の電気使用量をリアル
タイムで表示する機器「省エネ
ナビ」と、それぞれの家電製品
の消費電力を表示する「エコ
ワット」を貸し出しています。
ライフスタイルを見直し、家計
にもやさしい節電に取り組んで
みませんか。モニター家庭は電
気使用量の報告とアンケートに
ご協力ください。
募集数 20世帯程度
貸出期間 ６カ月間
申し込み 環境政策課へ

明治から続く歴史に幕を
３月25日 美里地域

学校〜
特別編 〜ありがとう、

美里地域の小学校３校と中学校で閉校式と閉校記念式
典が行われ、集まった在校生や卒業生、地域の皆さんが
思い出いっぱいの学校に別れを告げました。

辰水小学校

長野小学校

高宮小学校

美里中学校

義 務 教 育 学 校「 みさとの 丘 学 園 」

新しい 学 校 生 活 がスタート

Misato my hometown
４月６日

みさとの丘学園

新設されたみさとの丘学園の開校式とスタートアップセ
レモニーで、４校から集まった２〜９年生が、英語の歌詞
を含む新しい校歌を、元気いっぱいに歌いました。
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祝！来駅者100万人突破
３月５日

道の駅津かわげ

道の駅津かわげで来駅者100万人達成イベン
トが開催されたんだ。100万人目になった家族
の皆さんはびっくり。
くす玉を勢いよく割ってく
れたんだよ。
シロモチくん

白熱！ミニバレーボール
３月12日

安濃中央総合公園内体育館

「スポレクチャレンジ ミニバレーボールとニュースポ
ーツで健康アップ！
！」が開催され、参加した皆さんはミニ
バレーボールやカローリングなどを楽しんでいました。

全線復旧からめでたく１年
３月26日

みすぎん
24 広報 つ！

ＪＲ名松線伊勢奥津駅周辺

ＪＲ名松線全線復旧１周年記
念イベントが開催されたんだ。
伊勢本街道散策や物産展、トー
クショーなどに大勢の人が訪れ
たんだよ。
平成29年５月１日号

春風ウオーキング
３月12日

初瀬街道周辺

「初瀬街道周辺ウォーキング」が開催され、参加
した皆さんは約８kmのコースを元気に完歩し、ウ
オーク後は恒例の田舎汁が振る舞われました。

育ちて巣立つこの丘
３月７日

美里中学校

美里中学校として最後の卒業式が行われ、３年生
39人が凛とした姿でたくさんの思い出とともに学び
舎を巣立ちました。
りん

森林を守ろう
３月５日

矢頭中宮公園周辺

波瀬まちづくり協議会や地域の皆さん約100人
が、森林保全のために地域への思いをはせながらク
ヌギの苗木を植樹しました。

まちに緑を
３月24〜26日

お城西公園芝生広場

春季緑化運動の一環として毎年行われている「津市
民緑と花の市」。来場者の皆さんは家庭の庭を想像し
ながら並べられた花苗などを手に取っていました。

粘り強くひろって！
３月25日

芸濃総合文化センター内アリーナ

参加３チームが熱戦を繰り広げた芸濃地域スポー
ツ大会バレーボールの部。選手の皆さんは真剣なま
なざしでボールを追いかけていました。

熱演、力作ぞろい

３月５・11・12日 久居総合福祉会館/久居公民館

講座生の一年の成果を発表する「久居公
民館まつり」。舞台発表や作品展示のほか体
験教室なども行われ、会場は子どもから大
人まで多くの人でにぎわいました。

広報 つ！ 平成29年５月１日号
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お知らせ
毎週水曜日は「みえエコ通勤デー」
普段、
マイカー通勤の人が水曜日
にバスで通勤し、
エコパ(みえエコ通
勤パス)を提示するとバス運賃が半
額になります。申し込み方法など詳
しくはホームページをご覧ください。
みえエコ通勤デー運営事務局
(三重県地球温暖化対策課内、
224−2770)

場所

内容

夢の手づくり市
５月14日、６月25日、７月16
日いずれも日曜日10時〜16時
県総合文化センター(一身田上
津部田)
こだわりのフードや
手作り品、楽しい体験、音楽演
奏など県内外から約100店が大
集合
ふきの藤代表( 090−3459−
7496)

会場の様子

みえエコ通勤デー│

ウミガメの卵の保護にご協力を
毎年５〜８月の間、ウミガメ
が産卵のために上陸します。
足跡
を見つけたら、ご連絡ください。
ウミガメネットワーク担当(
090−5600−0221)

ウミガメの足跡

イベント
第９回しらさぎフェスタ
５月７日(日)10時〜16時
白山総合文化センター
踊り
の競演、地元物産展、抽選会など
同実行委員会(白山総合文化セ
ンター内、 262−5893)

前回の様子

津偕楽公園の清掃
５月８日(月)９時30分〜
津
偕楽公園西側駐車場集合 ※雨天
中止
みえ長寿津連絡会( 232−6806)
26 広報 つ！
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平成29年５月１日号

津市人権・同和教育研究協議会
第12回総会記念講演会
５月20日(土)13時20分〜14時
50分
美里文化センター
川口泰司さん(山口県人権啓発セ
ンター事務局長)による講演「『寝
た子』はネットで起こされる！〜無
知・無理解な子どもが危ない〜」
同協議会事務局( 265−5547)

対象

定員

募

抽選

先着

集

介護職員初任者研修
６月22日(木)〜８
月31日(木)
三重
県社会福祉会館(桜
橋二丁目)
県内
に住民登録している
満75歳未満の離職者で、研修修
了後、県内の福祉・介護職場に就
労できる人
39人
6,000
円(教材費)
５月１日(月)〜６月１日(木)
に「介護員育成プログラム参加
申請書兼誓約書」を記入・押印
の上、運転免許証のコピーまた
は住民票を添え、直接窓口また
は郵送で三重県福祉人材セン
ター初任者研修担当(〒514−
8552 桜橋二丁目131)へ
同担当( 227−5160)
アフリカへ毛布をおくる運動
家庭で使わなくなった毛布を
アフリカの人たちに寄付しませ
んか。同時に１枚当たり1,000
円の輸送費の募金も行っていま
す。使用済みのものは洗濯して
ください。
５月21日(日)10時〜13時
市本庁舎北側
同運動推進委員会津事務局担
当( 090−1748−4075)

みえ看護フェスタ2017
〜看護でつなぐ地域の暮らし〜
５月13日(土)13時〜16時
県総合文化センター(一身田上津
部田)
看護の仕事紹介と体験、
健康チェック、看護学校への進
路相談・ガイダンス、就職相談、
県立美術館ボランティア
白衣の試着体験など
三重県看護協会(三重県ナース 「欅の会」会員
来館者に対する案内、対応な
センター内、 222−0466)
ど半日程度の活動
18〜68歳
今後の日韓関係を考える
で、月４回以上活動できる人
金慶珠講演会
※高校生を除く、
事前に７月中の
５月13日(土)14時〜16時30分
養成講座を受講できる人
約
津リージョンプラザお城ホール
20人
350円(保険代)
金慶珠さん(東海大学教授)に
６月30日(金)までに往復はが
よる日本と韓国の理解や友好を
きで住所、氏名、年齢、生年月
深めることをテーマにした講演
日、電話番号を三重県立美術館
2,000円
ボランティア「欅の会」(〒514−
0007 大谷町11)へ ※消印有効
三重県日韓親善協会( 224−
8765) ※月〜金曜日10時〜12時
同会( 227−2100)

費用

申し込み

問い合わせ

電話番号

ファクス

Ｅメール

転倒予防教室
早朝野球に参加しませんか
５月25日(木)10時〜11時30分
早朝野球の試合に参加する
津センターパレス地下１階市
チーム・メンバーを募集します。
民オープンステージ
講話
４月〜10月の土・日曜日の早朝
津球場公園内野球場他 ※詳 「転ばないからだづくり」と転倒
予防体操 ※手話通訳あり
しくはお問い合わせください。
市内に在住の65歳以上
80人
津早朝野球連盟担当( 090−
1967−5896)へ
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)へ

健

康

ナイチンゲールフェア
５月20日(土)11
時〜15時
ベイ
スクエア津ラッツ
(藤方)
健康
チェック、心肺蘇生講座など
三重中央医療センター( 259
−1211)
口腔がん検診(要予約)
６月４日(日)10時〜14時
津リージョンプラザ
口の中
と頸部に不安や異常を感じる人
５月８日(月)〜22日(月)に、は
がきで住所、氏名、電話番号、検
診希望時間帯を津歯科医師会
(〒514-0004 栄町二丁目365)へ
※同会ホームページからも申し
込みできます。
同会( 225−1304)
住民健康講座
５月11日(木)14時〜15時
久居公民館
田中崇さん(田中
内科副院長)による講演「高齢者
糖尿病」
久居一志地区医師会( 255−
3155)
薬を知る講座
５月14日(日)10時〜12時
津リージョンプラザ２階健康教
室
｢安定剤、抗不安剤、スト
レス社会の治療薬について」を
テーマに薬剤師による薬の効能
などの解説と個人相談など
津薬剤師会( 255−4387)

無料相談
一日合同行政相談所
５月18日(木)10時〜15時 ※
受け付けは14時45分まで
久
居総合福祉会館南館３階
法
律、税、相続、登記、年金、消費
生活、交通事故などの問題に、
弁護士、税理士、行政相談委員
などが対応 ※弁護士による相
談(
16人)は５月15日(月)８
時30分から三重行政評価事務所
( 227−6661)へ予約が必要
同事務所( 227−6661)
暮らし何でも相談
５月27日(土)10時〜16時
津市労働会館
弁護士や税理
士、金融・住宅・保険などの専
門家による相談
７人
５月８日(月)〜23日(火)に暮ら
しホットステーション津( 227−
1707)へ ※平日のみ受け付け
行政書士による専門相談
毎月第１金曜日13時〜16時
(祝・休日、
年末年始を除く) ※12
時から整理券(
９人)を配布
津センターパレス３階
行
政への申請、
提出書類の作成など
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)
司法書士による専門相談
(相続・贈与・土地問題など)
毎月第２土曜日13時〜16時
(祝・休日、
年末年始を除く) ※12
時から整理券(
18人)を配布

ホームページ

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111）
登記相談(要予約)
毎月第２・４火曜日13時〜16
時
三重県土地家屋調査士会
館(河辺町)
不動産(土地・建
物)の調査、測量、表示登記、境
界の相談
同調査士会( 227−3616)へ
法的な困りごとは法テラスへ
毎週月〜金曜日９時〜21時、
土曜日９時〜17時(祝・休日、年
末年始を除く)
法的トラブル
の解決に役立つ法制度や相談窓
口の情報提供
法テラスサポートダイヤル(法的
トラブル… 0570−078374、犯
罪被害者相談… 0570−079714)
カウンセラーによる相談
(面談・電話相談)
専用電話Ｔ229-3120
とき
（毎月）
第１〜４火曜日
13時〜18時
第３火曜日
10時〜12時

内 容
面談・電話相談
（予約優先）

※祝・休日、年末年始を除く

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)

中部国際空港へは
高速船で！！
セントレアまで45分！

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。
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Mayor’s

前葉

泰幸

「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

津市長コラム

津市応急クリニック開
設式典…３月19日
お城西公園の西隣に応
急診療所を開設しました。
365日、毎夜間の診療に加
え、日曜祝休日、年末年始
の昼間診療も実施し、皆さ
まに安心をお届けします。

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

美里地域 市立小中学
校閉校式…３月25日
100年以上の伝統を誇る
長 野 小・高 宮 小・辰 水 小 。
美 里 中とともに 、県 内 初
の小中一貫義務教育学校
「みさとの丘学園」として
新しい歴史を紡ぎます。
津市長活動日記

印刷／寿印刷工業株式会社

「放課後児童クラブ」は日中保護者が家庭にい
ない小学生が放課後や学期間休業中に過ごすため
の場所です。もともと学童保育は働く親たちの自
主的な共同保育の活動として始まったものであ
り、核家族化の進行や共働き家庭、ひとり親の増
加に伴い急激に高まるニーズに制度化が追いつい
ていないのが実情です。必要に迫られた保護者の
働きかけに応じて自治体がそれぞれ独自の施策を
講じてきた経緯から各地で学童保育の多様化が進
み、保育のしくみは市町村や地域によってかなり
異なってきています。
学童保育には、①市町村が設置して運営する
「公設公営」、②市町村が設置して保護者会など
民間が運営する「公設民営」、③ＮＰＯや社会福
祉法人など民間が設置して運営する「民設民営」
の３つのタイプがあります。津市では一貫して②
「公設民営」の方式が取られ、その数は45にまで
増えてきました。平成に入ると③「民設民営」方
式の10クラブも加わり独自の理念で増加する需要
に応じてくださっています。
津市で実際に放課後児童クラブの運営に携わっ
ているのは児童の保護者の皆さまです。市長就任
翌年の平成24年８月、学童保育の運営を担う保護
者と指導員で構成される津市学童保育連絡協議会
からの要請を受け懇談の場を設けることになりま
した。教育長、担当職員とともに協議会役員の
方々のご意見やご要望に向き合う機会を得て、
様々な制約を乗り越えながら学童保育に関わる問
題を解決していくためには今後もこのような協議
の場が必要であると判断し、その場で懇談会を毎

編集・発行／津市政策財務部広報課
〒514−8611 西丸之内23−1
059-229−3111
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津市長

毎月1日・16日発行

津市の学童保育事情

年開催することをお約束しました。同時に、職員
には「これまでのような待ちの姿勢はやめてこち
らからクラブに積極的に出向き、それぞれのクラ
ブが抱える課題を把握するように努めよう」と声
をかけました。その結果、いくつかの懸案に突破
口が見つかる効果が現れてきています。
本年３月20日、安濃町で新設された「すぐりん
クラブ」専用施設の竣工式典が開催されました。
放課後、保護者が家にいない児童の居場所を確保
することは必要不可欠とはいうものの、働きなが
らのクラブ立ち上げには大変な苦労が伴います。
それでも保護者たちは粘り強い努力で地元の理解
を取り付けました。３年間の約束で公民館を借り
受け、とにもかくにも共同保育をスタート。同時
進行の形で地域と行政とに働きかけ、協働で問題
解決に当たり、期限内に保育施設の新設にこぎつ
けたご努力は他の未設置校区の保護者への力強い
エールとなることでしょう。
昭和43年に開設された津市で３番目に古い伝統
クラブでありながら保育園の一室を間借りしたま
まずっと窮屈な思いをしているのが「観音寺どん
ぐり会」です。先月、ようやく三重大学との協議
が整い、教育学部附属小学校の敷地内に津市が建
物を新築しクラブを移転することについて合意が
成立しました。国立大学法人と自治体と保護者主
体の運営組織の３者が協調して放課後児童クラブ
を設置運営する全国初の試みです。平成31年度の
開設を目指して速やかに設計に取りかかります。
放課後児童クラブの運営に関わる保護者の方々
との懇談を進め、学童保育の現状把握に努めた結
果、児童が増え施設が手狭になったり、老朽化に
より建物の改修が必要になったりするなど、クラ
ブにはそれぞれの事情があり、お困りごともひと
つひとつ異なっていることが見えてきました。児
童が充実した放課後の時間を過ごせるよう、そし
て、保護者が安心して働き続けられるよう、今後
も津市はできる限りきめの細かい支援を続けてま
いります。
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国や市の行政に関するご意見・ご要望を受け付け

津市市政相談員制度

平成29年５月１日発行
地域連携課
229−3105

229−3366

市政相談員は、行政に関する身近な相談窓口です。津市では、総務大臣が委嘱した
行政相談委員のうち、津市の区域を担当する12人を市政相談員として委嘱していま
す。市政相談員が応じる行政相談を、毎月、市内各地の公共施設で開催していますの
で、行政区分にとらわれない身近な相談の場としてご利用ください。

市政相談員を紹介します
平成29年４月１日付けで国から委嘱された次の行政相談委
員12人(再任８人、新任４人)を、津市市政相談員として委嘱し
ました。
任期は平成31年３月31日までの２年間で、市政相談員は相
談員証を携帯しています。

み ほ ん
津市市政相談員証

津地域担当

津地域担当

津地域担当

伊藤

小宮

井早

庄吉

久居・香良洲地域担当

辻

義則

教子

河芸地域担当

河戸

和治

安濃地域担当

一志地域担当

若林

松岡

千枝子

婦美子

悦子

芸濃地域担当

吉川

創

白山地域担当

寺井

津市市政相談員制度

一栄

久居地域担当

岡田

廣助

美里地域担当

池村

壽夫

美杉地域担当

渡邊

浩一

広報津
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定期的に行政相談を開催（無料、秘密厳守）
毎月、市内各地の公共施設で開催される行政相談では、市政相談員が皆さんの相談
に応じます。平成29年度の開催日程は下表のとおりで、事前の申し込みは不要です。
相談場所

と

き

アスト津４階
会議室３

毎月第１火曜日９：00〜12：00
※５月は９日㈫、来年１月は９日㈫

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

毎月第３月曜日13：00〜16：00
※７月、９月を除く

問い合わせ
三重行政評価事務所
Ｔ227−6661

毎月第２月曜日13：00〜16：00
※５月を除く。また、10月は16日㈪、来年１
久居総合支所生活課
月は15日㈪、２月は19日㈪に開催
Ｔ255−8839
久居総合福祉会館南館３階
５月18日㈭10：00〜15：00
レクリエーションホール１・２ （一日合同行政相談所）

久居総合福祉会館北館２階
会議室

市河芸庁舎１階
相談室１

５月19日、10月11日
いずれも金曜日９：00〜12：00

河芸総合支所地域振興課
Ｔ244−1700

芸濃福祉センター１階
相談室１

６月７日、11月８日
いずれも水曜日13：30〜15：00

芸濃総合支所地域振興課
Ｔ266−2510

市美里庁舎２階
会議室４

５月10日㈬、10月13日㈮
いずれも９：30〜11：30

美里総合支所地域振興課
Ｔ279−8111

安濃中公民館
研修室３

６月15日㈭、11月15日㈬
いずれも13：30〜15：00

安濃総合支所地域振興課
Ｔ268−5511

サンデルタ香良洲
相談室

６月２日㈮、11月７日㈫
いずれも13：30〜15：00

香良洲総合支所地域振興課
Ｔ292−4374

市一志庁舎２階
第１会議室

６月20日㈫、11月20日㈪
いずれも９：00〜12：00

一志総合支所地域振興課
Ｔ293−3140

市白山庁舎２階
住民活動室

５月11日、10月12日
いずれも木曜日13：30〜15：00

白山総合支所地域振興課
Ｔ262−7011

グリーンハウス美杉２階
小研修室

６月１日、７月13日、９月14日、12月7日、
来年３月８日いずれも木曜日13：30〜15：00

多気地域住民センター
ふれあい相談室

10月19日㈭13：30〜15：00

伊勢地地域住民センター
研修室

来年１月11日㈭13：30〜15：00

美杉総合支所地域振興課
Ｔ272−8080

これまでこんな相談が寄せられています
道路などの整備をして
ほしい

○○の手続きを簡素化して
ほしい

○○事業について説明して
ほしい

○○料の納付方法について
教えてほしい
どこの窓口に申請してよいか
わからない

津市市政相談員制度

