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市長　三重大学大学院工学研究科教授の浦山先生
は、都市計画やまちづくりなど幅広い分野でご
研究を進めていらっしゃいます。まずは、先生
から都市計画の制度についてご説明いただけま
すか。　

浦山　都市計画の基本的な仕組みは、都市活動や
人口の将来予測をして、そのために必要な市街
地規模を想定し、道路、公園、上下水道などの
施設を配置して、住みやすい都市環境を整備す
るものです。言わば都市の成長をコントロール
して効率的に公共施設を整備するための枠組み
のようなものです。

市長　旧津市では、大正14年に都市計画法の適用
を受けて以来、計画的に市街地の拡大整備が図
られてきました。都市計画税については、旧津
市では昭和31年から市街化区域の土地・建物に
課税が始まり、市町村合併から５年経った平成
23年度から旧久居市、旧河芸町、旧香良洲町も
課税対象となりました。

浦山　都市計画税は、道路や上下水道などの都市

施設を整備するための目的税です。一般的に市
民の皆さんには、都市計画という言葉を聞く
と、土地利用を規制するものだという印象が強
いのかもしれません。しかし、都市計画とは、
都市施設を整備し、良好な環境を保全すること
で快適な都市生活や効率的な都市活動を行う基
盤を整えるものです。

市長　都市計画という制度、そしてその財源とな
る都市計画税によって、まちづくりが進み、人
口が増え、産業が発展し、経済が伸び、市街地
が計画的に拡大していくということですね。た
だそれをやみくもに進めるわけではなく一定の
方針が必要となります。市町村は都市計画法第
18条の２第１項に基づき都市計画に関する基本
的な方針を定めることになっています。それが
「都市マスタープラン」です。現行の都市マス
タープラン策定の時にも浦山先生に関わってい
ただきましたが、当時はどのような議論がなさ
れましたか。

浦山　現行の都市マスタープランは、平成22年に
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人口減少と高齢化時代の都市計画
　平成29年５月22日、津市の都市マスタープラン等策定推進ア
ドバイザーで、津市都市計画審議会の会長もお務めいただいてい
る浦山益郎さんをお迎えし、高齢化時代を安心して暮らせるよう
なまちづくりについて前葉泰幸市長がお話を伺いました。
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　作られました。全国的にそろそろ人口減少が始
まるという状況で、津市も平成20年に人口が
ピークに達し、その後減少することが想定され
ていました。しかしながら、津市では企業誘致
などの政策によって、人口あるいは世帯の増加
が期待されていました。そして、それに対応す
るため市街地の拡大を想定しましたが、当時の
開発動向や法規制の問題から土地利用の方向性
を決めるのは難しい地区には「市街化区域編入
検討地」とか、「開発などの余力地」というよ
うな位置付けをし、現行都市マスタープランの
計画期間内に、いろいろな条件が整った場合は
市街化区域に編入する。そのような検討ができ
る都市マスタープランになっています。

市長　当時はそういう議論があったわけですが、
市長として地域を歩いていると今も大規模商業
施設を誘致するべきだとか、津市の発展のため
に市街化調整区域を市街化区域にしてほしい、
というご要望をよくいただきます。例えば津イ
ンターチェンジの周辺は市街化調整区域です
が、商業施設が立地すると便利になるのではと
いうような声をよく耳にし
ます。津インターチェンジ
周辺についてはいかがお考
えですか。

浦山　都市計画法などの「まちづくり三法」(都市
計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活
性化法)が改正され、平成19年から大規模集客
施設の立地については市街化区域の商業系の用
途地域と準工業地域に限定して認めるという内
容になりました。郊外に大型店が立地すること
による中心市街地の空洞化に歯止めをかけるた
めです。したがって、市街化区域から外れた津
インターチェンジ周辺に大型店を立地させるの
は難しいでしょう。

市長　都市計画の手法で市街化区域に編入しても
なかなか開発できない、あるいは編入すること
自体ができないということですか。

浦山　都市計画の技術的に、市街化区域を設定す
るには人口などが増えるので新しく市街化区域
が必要だということが、客観的あるいは論理的
に確認されることが必要です。一定の面積要件
があって、津インターチェンジ周辺だと20ha以
上の面積でないと市街化区域に編入できないこ
とになっています。かつ、そこに大型店を立地
させようとすると、法律の条件と同時に都市全
体を見て、中心部の人口や商業機能に悪い影響
を与えないことが確認されなければなりませ

ん。
市長　人口が減少している状況では難しいという
ことですが、もう一つは津インターチェンジ周
辺が優良農地ということもありますね。

浦山　優良農地とは良好な状態で維持・保全し有
効利用を図る農地を指しています。そのような
農地は、農地法などの農業行政の観点から土地
利用転換ができないことになっています。

市長　それでは、まちづくりの観点から人口が増
えるように市街化区域をあえて増やそう、とい
うような考え方はできないものですか。

浦山　今のような人口が減
少する状況で、増加に転
じさせるような多くの人
口を市外から呼び寄せる

ことは難しい。そのような条件で市街化を進め
ようとすると、市内の農山村地域や既に市街地
になっているようなところから人口を移す必要
があるので、安易に市街化区域を増やすとそれ
らの地域の空洞化につながる恐れがあります。
都市全体から見て妥当とはいえないでしょう。

市長　人口減少局面を迎え、都市計画は難しい判
断を迫られていると思います。今後は、少子高
齢化という人口構造に見合ったまちづくりが必
要になってきますが、それはどのようなものに
なるでしょうか。

第35回市長対談　三重大学大学院教授 浦山益郎さん

津インターチェンジ周辺の
大型商業施設立地の難しさ

MASURO URAYAMA
三重大学大学院
　　　　工学研究科教授 浦山 益郎さん

1953年生まれ。1978年名古屋大学
大学院工学研究科博士後期課程中
退。1978年大同工業大学助手、
1991年三重大学助教授、1999年か
ら現職。専門は都市計画、土地利用
計画、まちづくり。2006年９月か
ら津市都市計画審議会会長。四日市
市、松阪市、伊賀市の都市計画審議
会委員。



広報 つ！　平成29年８月１日号4

浦山　人口減少しても高い都市サービスの水準を
維持するために、よく言われるキーワードがコ
ンパクトシティです。一般的に都市の中のある
一定の市街地の中に、人口や
都市機能を集約化していこう
という考え方です。しかし、
津市のように広大な市域で
は、中心市街地だけに人口と都市機能を集約さ
せていくのは妥当ではありません。

市長　一箇所集中ではなく、ある程度の範囲ごと
に生活利便性が保たれるような拠点づくりが必
要なのでしょうか。

浦山　国土交通省がモデルとして提示している多
極ネットワーク型コンパクトシティという考え
方があります。例えば、津市のような合併市町
村では、今の総合支所周辺のような地域の生活
を支えているところを地域拠点に設定して、そ
の間を公共交通で結び付けていこうという考え
方です。

市長　そうすると公共交通が大変重要なポイント
になってくるわけですね。津市内もコミュニ
ティバスや路線バス、鉄道でつながっています
が、十分に行きわたっていないとか、車なしで
は生活できないというお声もよく耳にします。
公共交通の充実が、ますます求められるという
ことですか。

浦山　コンパクトシティの基本的な考え方は、歩
いて暮らせる範囲に都市機能や人口を集約して
いくというものです。基本的には、地域の拠点
を中心に歩いて暮らせる環境をつくっていくこ

となのですが、ある地域拠点では不足するサー
ビスがあると思います。フルセットのサービス
がある地域拠点ができればいいのですが、条件
が整わない場合もあります。普段は地域拠点を
中心に生活し、その地域拠点で不足するサービ
スを受けたいときは、高齢者でも別の拠点に移
動できるような手段が必要です。地方都市だと
自家用車も重要ですが、特に高齢者やまだ免許
を取得できない若者たちにとっては公共交通が
欠かせない移動手段になるでしょう。

市長　地域の拠点にはきっちりと行政サービスな
どを整え、不足するサービスがある場合は公共
交通を使って別の拠点に行くということです
ね。これはこれからの公共施設の姿にもつな
がってくるわけです。津市では公共施設等総合
管理計画という今後30年間の計画を作りまし
た。公共施設は人口減少社会の中で、複合化や
ダウンサイジングを図りながら必要なサービス
を維持していきたいと考えています。例えば、
美杉庁舎の建て替えの時に、総合支所だけでは
なく、人権センター、図書館、公民館、総合文

化センターを新しい庁舎に統
合して、新たな地域拠点をつ
くりました。中央公民館を津
センターパレス内に移した時

には、老人福祉センターや、障がい者相談支援
センター、津市まん中こども館という児童館を
一緒にして複合施設としました。新しい公共施
設の在り方として、一つ一つ進めているところ
です。

　　さて、もう一つお伺いしたいのは防災につい
てです。東日本大震災以降、津市は伊勢湾沿岸
に位置することから特に津波に対する市民の意
　

第35回市長対談 

地域拠点同士をつなげる
公共交通のニーズ高まる
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　識が高まりました。まずは、海岸堤防の整備を
進めたり、津波避難ビルを指定したりという対
策を講じています。その一方で、近年の住宅地
の開発動向を見ると、高台の住宅地にニーズが
高まってきています。工業団地も内陸型が非常
に人気で、長い時間軸で捉えれば沿岸部から高
台のほうに市街地をずらしていくべきだという
声もお聞きします。

浦山　一般論でいうと、市街地を災害リスクの高
い地域から高台へ移すのは、重要な施策だと思
います。国が平成23年に津波防災地域づくりに
関する法律を策定し、その後ガイドラインがで
きました。そして平成28年には、三重県が地
震・津波被害の低減に向けた都市計画指針を策
定しました。その中では、災害リスクの高いと
ころは人口を低密度化するという方向性が示さ
れていますが、どこでも高台移転が正解とは書
かれているわけではなく、その地域に合った方
策を採るべきだと思います。例えば、津市の中
心部は、歴史的に見ても城下町が形成されてお
り、これまでの長い歴史の中で培ってきた都市
文化の基盤と考えられます。
そこを低密度化することも一
つの方策ではありますが、都
市の持続性という観点からよ
く検討して市街地のどの部分は防災対策をしつ
つ維持すべき、どこは低密度化してもいいとい
うふうに慎重に検討する必要があります。

市長　現に今、人が住んでおり歴史が積み重なっ
てきた場所だけに、急に市街地を高台に移しま
しょうとはならないということですね。

　　先ほど地域拠点や多極ネットワークのお話が
出ましたが、高齢化社会ですから拠点ごとに地
域包括ケアを進めていかなければならない。高
齢者が住み慣れた地域でできるだけ長く暮らし
ていくためにも、人口減少だけでなく、高齢化
という時代に配慮した都市計画が必要ですね。

浦山　都市計画法は、主として広域的な問題に対
応するためにできています。したがって都市の
中を上手く移動できるとか、広域施設や他の都
市と上手く連絡ができるように都市計画を考え
ます。しかし、これからの高齢化時代を安心し
て迎えられるような基盤をどうやって整備する
かは、広域的な問題ばかりではなく福祉とまち
づくりを連携して考えていくような視点からの
まちづくりが今後ますます重要になってくるで

しょう。
市長　今作成している都市マスタープランは、人
口減少局面において作成する新しい都市マス

タープランです。将来にわ
たって持続可能なまちにな
るように長期的な展望を持
ち、10年の計画期間でで

きることを慎重に見据え、未来につながるよう
な方針として位置付けていくことが大切だと
思っています。

浦山　これまでの都市計画は成長を上手に受け止
めて、計画的に都市をつくっていくことが大き
なテーマでした。これからの人口減少時代にお
いて、とりわけ地方都市にとっては、津市のよ
うな高い住みやすさや、その都市の優れた特徴
をいかに持続させるかが重要だと思います。今
後、都市マスタープランの検討が進む中で、こ
のような視点からいろいろなアドバイスができ
ればいいですね。

市長　既に５月には、新しい都市マスタープラン
の「全体構想編」を市議会でもご議論いただい
たところです。11月には「地域別構想編」と
「立地適正化計画」という具体的な部分を作っ
てまいります。そして市議会でご議論いただ
き、さらにパブリックコメントを実施して、平
成30年３月に計画を策定するという予定にして
おります。浦山先生には、これからも引き続き
ご指導をお願いいたします。

三重大学大学院教授 浦山益郎さん ＆ 津市長 前葉泰幸

リスク回避か都市文化か
その地域に合った方策を



シルバーエミカってどうや
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～65歳以上が対象！９月か
ら高齢者外出支援事業を開

始～
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　ねえねえ、シロモチくん。このあいだ近所の
おばあちゃんが、市からバスに無料で乗れる
カードを受け取れることになったよって喜んで
いたんだけど何のことか知ってる？
　きっと９月から始まる高齢者外出支援事業の
ことだね。
　高齢者外出支援事業ってなあに？
　2,000ポイントをつけたＩＣカード「シル
バーエミカ」を市内に住所がある65歳以上の
人に無償で交付することになったんだ。ポイン
トは１ポイント１円換算で利用できるよ。
　じゃあ、2,000ポイントは2,000円分のバス
料金として使えるのね。このポイントはどんな
バスで使えるの？
　シルバーエミカのポイントは、三重交通グ

ループの路線バスとＮＰＯ法人バスネット津が
運営している「ぐるっと・つーバス」でバス料
金として使えるんだよ。
　どうやって使ったらいいの？
　バスの入口と出口にあるカード読み取り機に、
乗るときと降りるときにシルバーエミカを音が
鳴るまでタッチすればいいんだよ。ポイントを
バス料金として支払えるんだ。

65歳以上の人に無償で交付

　高齢者の皆さんの健康づくりや生きがいづくりを支援するために、９月から高齢者外出支
援事業を開始します。この事業はマイナンバーカードを活用した総務省のプロジェクトに参
加して実施するもので、市内にお住まいの65歳以上の人※を対象に、2,000ポイントを付け
た津市オリジナルＩＣカード「シルバーエミカ」を無償交付します。

※平成30年３月31日までに65歳になる人を含む
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市内の交通網

路線バスのルート路線バスのルート
（三重交通が運行）（三重交通が運行）
津市コミュニティ
バスのルート
津市コミュニティ
バスのルート
（８地域
   24路線で運行）
（８地域
   24路線で運行）

ＪＲおよび
私鉄のルート

　カード１枚でバスが利用できるって気軽で便
利ね。
　それだけじゃないよ。なんと市内の８つの地
域を走っている津市コミュニティバスでは、シ
ルバーエミカを見せるだけで無料で乗れちゃう
んだ。

　とっても便利ね。でも、2,000ポイントを使っ
てしまったら、三重交通グループの路線バスや
ぐるっと・つーバスにはもう乗れないの？
　大丈夫。乗車ポイントは、年間2,000ポイン
トを上限に毎年もらえるんだ。だから、シル
バーエミカはずっと大事にしておいてね。
　毎年ポイントがもらえるのね。
　そうだよ。前の年に2,000ポイントを使い
切った人には2,000ポイントを、500ポイント
残っている人には1,500ポイントがもらえる仕
組みなんだ。
　じゃあ、シルバーエミカはずっと繰り返し
使っていけるのね。

　そうなんだ。それにシルバーエミカはポイン
トがゼロになっても現金をチャージ(入金)して
利用することもできるよ。チャージは三重交通
グループの路線バスの車内や専用のチャージ機
でできるんだよ。　
　そうなんだー。だけど、シルバーエミカはど
うやったらもらえるの？
　交付開始日以降にマイナンバーカードを市役
所本庁舎や総合支所の窓口に持って行けば、簡
単に手続きができるよ。
　そういえば、近所のおばあちゃんが早速マイ
ナンバーカードを申請したんだって言ってたわ。
　マイナンバーカードは申請してから手元に届
くまでに１カ月程度かかるんだ。まだ持ってい
ない人は、すぐにでも申請してもらうとうれし
いな。それにマイナンバーカードはこれから生
活の中でいろいろ使い方が増えてくるみたいだ
しね。
　じゃあ、早速マイナンバーカードを準備して
おかなくっちゃね。今から９月が待ち遠しい
ねー。シルバーエミカ１枚でいろんな所に行け
るものね。
　シルバーエミカで高齢者の皆さんに外出を
もっと楽しんでもらえたらいいな。

2,000ポイントを上限に毎年提供
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　マイナンバーカードの申請方法は次の2通りあるんだ。「通知カード」と本人の顔写
真を用意してね。取得まで１カ月程度かかるので、余裕を持って申請してね。

　シルバーエミカの発行には、マイ
ナンバーカードの「マイキー」とい
う部分を使ってＩＤの登録をする必

要があるからなんだ。そのＩＤを使って登録し
たシルバーエミカはその人だけが使えるカード
だから、不正な利用を防ぐことができるんだよ。

申請方法　平成27年10月から順次自宅に郵送
された「通知カード」に付いている「個人番
号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請
書」に必要事項を記入し、顔写真を貼って同
封の返信用封筒で送付する。

※パソコン・スマートフォ
　ンからも申請可
受け取り方法　市民課、
各総合支所市民福祉課
(市民課)のうち、指定
された窓口で暗証番号
を入力して受け取る。

申請方法　①「個人番号カード交付申
請書 兼 電子証明書発行申請書」に必
要事項を記入し、通知カード・顔写
真・本人確認書類を持参し、本人が
窓口へ提出する。
　②窓口で「暗証番号設定依頼書」に
暗証番号を記入して、申請する。
申請窓口　市民課、各総合支所市民福
祉課(市民課)、各出張所
受け取り方法　申請者本人しか受け取
りができない「本人限定受取郵便」
で送付される。

　シルバーエミカの申請で利用す
るマイキー部分には、マイナンバー
(個人番号)は入っていないんだ。

もちろん、シルバーエミカ本体にもマイナン
バーは印字されないよ。
　マイナンバーカードは、ぼくたちの暮らし
が便利で快適になるように国が整備をしたも
のだから、いろいろな場面での活用が期待さ
れているんだ。今回のシルバーエミカの申請
にマイナンバーカードを活用するのもその一
つで、津市が全国に先駆けて実施するんだよ。

 高齢者の皆さんから寄せられたシルバーエミカについての
質問や不安に、シロモチくんがお答えします。

まだマイナンバーカードを持っていないんだけど、どうすればいいの？

シルバーエミカを申請するのに、
なぜマイナンバーカードが必要なの？

マイナンバーカードを使うことに、
少し抵抗があるんだけど…

◆郵送等で申請する方法◆ ◆市役所等で申請する方法◆

通知カード・個人カード申請書

マイナンバーカード＜表＞ ＜裏＞

ＩＣチップの中に
マイキー部分があります

おしえておしえて
シルバーエミカのあれこれ



問い合わせ　高齢福祉課　　229－3156　　229－3334
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読み取り機にシルバーエミカをかざすだけで、ポイントで
運賃が自動的に支払えるから、とっても便利だよ♪

　受け付けが始まったら、市本庁舎
１階高齢福祉課(申請開始時は７階臨

時窓口)、または各総合支所市民福祉課(福祉
課)へマイナンバーカードを持ってきてね。申
請書に必要事項を記入して簡単な手続きを済
ませたら、その場でシルバーエミカを受け
取って、その日から使えるんだ。
　２年目からは自分のシルバーエミカを窓口の
機械にかざせば、ポイントがすぐに受け取れるよ。
　それと、手続きにはマイナンバーカードを
作った時の暗証番号(※)とIDを登録するための
４桁の暗証番号が必要なんだ。あらかじめ用
意してきてもらうとシルバーエミカを受け取
るまでのスピードもアップするよ。早い人で
５分から10分くらいでできるんじゃないかな。

　三重交通グループでは、運転免許
を返納した人が、運転経歴証明書を

提示すると、本人と同伴者１人の乗車運賃が
半額になるサービスを行っているよ。この
サービスはシルバーエミカのポイントも対象
だから、運転経歴証明書を持っている人は、
利用ポイントが半分で済むからお得だね。

シルバーエミカは
どうやったらもらえるの？

運転免許を返納した人に割引が
あるって聞いたんだけど…

　今、総務省がシステムを作ってくれ
ているところなんだ。９月にはできる

そうだから、もう少し待っててね。総務省から
連絡が来たら、すぐにみんなに知らせるね！

シルバーエミカの交付は
いつから始まるの？

入口の読み取り機に「ピッ」
という電子音が鳴るまでシル
バーエミカをタッチ！

出口の読み取り機に「ピピッ」
という電子音が鳴るまでシル
バーエミカをタッチ！

降りるときにシルバーエミカ
の表面を運転手さんにしっ
かり見せてね。

シルバーエミカは、どうやって使ったらいいの？

三重交通グループの路線バス
ぐるっと・つーバス

※利用者証明用電子証明書暗証番号

乗るとき 降りるとき 降りるとき

津市
コミュニティバス

ピッピッ ピピッピピッ
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政策財務部
・総務部編

　政策財務部では、津地区合併協議会で策定された合併後のまちづくりの指針である「新市
まちづくり計画」を踏まえ、具体的な取り組みを示す「津市総合計画」を策定し、健全な財
政基盤を維持しつつ、合併時に10の市町村が思い描いたまちづくりを着実に進めてきまし
た。また、地方創生に向けて「津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」を策
定し、持続可能なまちの実現を目指して津市の特色を生かした取り組みを進めるとともに、
公共施設の老朽化への対応に向けた適正な配置・管理についても整理してきました。
　総務部では、質の高い行政サービスと効率的な行政運営を実現するための「津市行財政改
革大綱」を策定し、組織や業務のスリム化・効率化を図ることによって、職員数を２割削減
し、合併時の目標であった2,500人体制を実現しました。また、地域の身近な課題に迅速に
対応するため、権限・財源を総合支所長に付与し、人員を再配置することで地域住民に寄り
添った行政サービスの提供を図るとともに、職員自らが津市職員行動規範を策定し、職員の
資質および意識の向上に努めてきました。
　今後は、これまでの10年の取り組みを礎として、人口減少や少子高齢化などの厳しい社会
情勢の中にあっても、市民の皆さんが幸せに暮らし続けることができるよう、さらなる高み
を目指して、市民の皆さんのために「もっとできること」への取り組みを進めます。

▼市民歌「このまちが好きさ」を制定

▼三重大学との連携協力協定を締結

▼コンビニエンスストアでの市税納付対応を開始

▼津市納税催告センターを開設

▼地方税電子申告(エルタックス)受け付けを開始

▼差し押さえ財産のインターネット公売を開始

▼津市行財政改革大綱(～平成27年度)を策定

▼津市行財政改革大綱に基づく具体的な取り組みをまとめた
津市行財政改革前期実施計画(～平成21年度)を策定

▼新「津市」開市式

▼合併後最初の津市総合計画がスタート

・基本構想(～平成29年度)

・前期基本計画(～平成24年度)

▼ふるさと津かがやき寄附の募集を開始

▼市民歌「このまちが好きさ」

H18 H19 H20 H21 H22 H23

▼新「津市」開市式 ▼津市総合計画▼市の木・市の花・市の鳥

▼津市行財政改革中期実施計画
(～平成24年度)を策定

▼第１回ユニバーサルデザイン発表会を開催

▼特別滞納整理推進室を設置

15最終回

ケヤキ ウグイス

ツツジ

ケヤキ ウグイス

ツツジ

▼ 市の木・市の花・

市の鳥を決定
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問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330　　総務課　　229－3275　　229－3255
▼ユニバーサルデザイン発表会

▼給与所得者の特別徴収を完全実施

▼ふるさと津かがやき寄附の使途に

「津城跡の整備」を追加

▼職員数2,500人体制を実現

即答・即応し
実現する

市役所の確立

▼津市職員行動規範 ▼職務経験者採用による入庁者

▼市民の期待に確実に応えていくため
の行動や判断のよりどころとして
「津市職員行動規範」を策定

▼職務経験者採用を開始

H24 H25 H26 H27

11
22
33

▼つデイ

 組織として高みを目指すための
全職員の資質向上の難しさ

合併による財政上の
メリット終了後におけるまちづくり

への投資の継続の難しさ

基礎自治体に求められる
役割の多様化と拡大への対応

▼ふるさと津かがやき寄附オンライン申し込みを開始

▼窓口業務の効率化とワンストップ化のため、業務委託

により税務総合窓口を開設

▼津市総合計画後期基本計画(～平成29年度)を策定

▼津市行財政改革後期実施計画(～平成27年度)を策定

▼育休代替任期付職員制度を導入

▼公共施設の総量や更新費用の予測を示す公共施設データ
ベースを整備・公表

▼三重県の首都圏における営業拠点「三重テラス」で
シティプロモーションイベント「つデイ」がスタート

 風格ある
県都として

地域をリード

健全な財政を
維持しながらの
市民サービスの

向上

市民の幸せな暮らしの実現

新市まちづくり計画

津市総合計画 津市行財政改革大綱

次期津市総合計画

健全財政を維持した
市民サービスの向上

津市職員
行動規範

【合併時】
津市の将来ビジョンの明示

【合併後10年間】
将来ビジョンの実現に向けた取り組み

【未来に向けて】
成熟した都市として自立

地域をリードし続ける
基礎自治体に向けた取り組み

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へ！
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※修成幼稚園、新町幼稚園(休園中)、神戸幼稚園、香良洲幼稚
園、白山幼稚園は、平成29年度末で閉園し、平成30年度から
認定こども園に移行します。

※高岡幼稚園は平成31年度から、椋本幼稚園、安西・雲林院幼
稚園は平成32年度から認定こども園に移行する予定です。

幼稚園・認定こども園の園児を募集

入園願書配布日　８月21日(月)～
配布場所　各幼稚園、教委学校教育課、各教育事務所
受付期間　９月１日(金)～15日(金)
受付場所　希望する幼稚園
※入園願書の配布、受け付けともに、期間内の８
時30分～17時15分(土・日曜日を除く)　

通園できる幼稚園

問い合わせ　
市立幼稚園・認定こども園

▲

教委学校教育課(　229－3391　　229－3257)、各幼稚園、教委各教育事務所　　
私立幼稚園・認定こども園、三重大学教育学部附属幼稚園

▲

各園

対　象
３歳児　平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ
４歳児　平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ
５歳児　平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ

　津市内には、現在、市立幼稚園35園、私立幼
稚園９園、三重大学教育学部附属幼稚園、私立認
定こども園６園があり、平成30年度から、新た
に市立認定こども園３園(市立幼稚園５園の移
行)、私立認定こども園３園(私立幼稚園２園の移
行、新設１園)が開園します。
　９月１日(金)から始まる平成30年度の各幼稚
園・認定こども園(１号認定子ども※)の園児募集
について、次のとおりお知らせします。
　なお、認定こども園(２号認定子ども：３～５歳

市立幼稚園
桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
藤方
高茶屋三丁目
納所町
雲出本郷町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町
久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町一色
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚
一志町八太
一志町高野

　228－8509
　232－4084
　227－0504
　228－2379
　227－0552
　234－2616
　226－4754
　234－3805
　232－5913
　230－0131
　232－1050
　255－2654
　256－6513
　255－5366
　252－0883
　255－3256
　252－1167
　255－7130
　245－4093
　245－4092
　245－4091
　245－4121
　265－4529
　265－2054
　265－4361
　279－2331
　268－2363
　268－2362
　268－2360
　293－6502
　293－1405

津

久　居

河　芸
芸　濃
美　里
安　濃
香良洲
一　志
白山・美杉

津地域内の幼稚園
　　　　　　久居地域内の３歳児保育実施園
　　　　　　住所のある小学校区の幼稚園
住所のある小学校区の幼稚園
芸濃地域内の幼稚園
みさと幼稚園
安濃地域内の幼稚園
※香良洲浜っ子幼児園に移行
一志地域内の幼稚園
※白山こども園に移行

１号認定子ども

保育認定、３号認定子ども：０～２歳保育認定)に
ついては、保育所等への入所手続きと同様、10
月に行う予定です。
※１号認定子ども…３歳児以上で、教育標準時間(保育
の必要のない)利用の認定を受けた就学前の子ども

居住地域 通園できる範囲

３歳児
４・５歳児

南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
安東幼稚園
雲出幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園
密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園
黒田幼稚園
豊津幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園
椋本幼稚園
明幼稚園
安西・雲林院幼稚園
みさと幼稚園
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
川合幼稚園
高岡幼稚園

幼稚園名 ところ 問い合わせ対象児地域

津

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

一志

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児
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私立認定こども園（１号認定こども）

市立認定こども園（１号認定子ども）
入園願書配布日　８月21日(月)～
配布場所　問い合わせ先の幼稚園、教委学校教育
課、香良洲教育事務所、白山教育事務所

受付期間　９月１日(金)～15日(金)
受付場所　希望するこども園の問い合わせ先の幼
稚園または教委学校教育課

※入園願書の配布、受け付けともに、期間内の８
時30分～17時15分(土・日曜日を除く)

通園できる認定こども園

私立幼稚園

入園願書配布期間　９月１日(金)～15日(金)
受付期間　10月２日(月)～13日(金)　
※土・日曜日、祝日を除く
●入園願書の提出方法など、詳しくは同園(観音
　寺町、Ｔ227-1711)へお問い合わせください。

三重大学教育学部附属幼稚園(３・４歳）

募集定員認定こども園名 ところ 問い合わせ

３歳児：40人
４歳児：40人
５歳児：若干名

津みどりの森
こども園 神戸

Ｔ229－3391
（学校教育課）
Ｔ226－0204
（神戸幼稚園※）
Ｔ228－8822
（修成幼稚園）

３歳児：30人
４歳児：若干名
５歳児：若干名

香良洲浜っ子
幼児園 香良洲町 Ｔ292－2511

（香良洲幼稚園）

３歳児：40人
４歳児：若干名
５歳児：若干名

白山こども園 白山町
南出

Ｔ264－0080
（白山幼稚園）

対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ
高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
大川幼稚園
ふたば幼稚園
津幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園

一身田町
丸之内
大谷町
白塚町
南河路
河辺町
久居二ノ町

Ｔ232－2251
Ｔ228－3637
Ｔ226－3131
Ｔ232－3228
Ｔ228－8897
Ｔ225－4638
Ｔ255－4316

３～５歳児

※神戸幼稚園は、来年３月末まで園舎増改築工事のため、神戸
小学校１階の仮園舎にて保育を行いますので、入園願書の提
出などお間違えのないようにお願いします。

●入園願書の配布、提出方法などは各園で異なり
　ます。詳しくは各園へお問い合わせください。

※平成30年度開園予定
●入園願書の配布、提出方法などは各園で異なり
　ます。詳しくは各園へお問い合わせください。

津
香良洲

白山・美杉

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

居住地域 市立認定こども園

認定こども園名 ところ 問い合わせ
藤認定こども園 豊が丘二丁目 Ｔ230－1280
認定こども園
杜の街ゆたか園

河芸町杜の街一
丁目 Ｔ244－1166

認定こども園
みらいの森ゆたか園 河芸町三行 Ｔ244－1515

認定こども園
こどもの杜ゆたか園 一身田上津部田 Ｔ236－6100

津カトリックこども園 西丸之内 Ｔ227－2512
ぼだいじこども園 南中央 Ｔ228－7473
（仮称）
NOBENOこども園 ※ 久居井戸山町 Ｔ255－4316

（のべの幼稚園）
（仮称）認定子ども園
清泉幼稚園 ※ 南丸之内 Ｔ228－5341

（清泉幼稚園）

(仮称)ルーテル二葉
認定こども園 ※ 南が丘一丁目

Ｔ226－9945
（ルーテル二葉
幼稚園）

平成30年度開園

市立幼稚園と市立認定こども園（１号認定子ども）について

募集開始　９月１日(金)～ 募集開始　９月１日(金)～

●希望者が定員を超えた場合、抽選を実施します。なお、幼稚園は該当
小学校区の居住者を、認定こども園の「津みどりの森こども園」は神
戸・修成・新町・櫛形・片田小学校区の居住者を優先します。抽選日
などについては、８月21日(月)から配布する案内をご覧ください。

●募集締め切り後、３歳児保育実施園で定員に余裕がある場合、12月ご
ろに二次募集を実施する予定です。この場合は、居住地域外からも入
園を申し込むことができます。ただし、幼稚園については、居住地域
内に３歳児保育実施園がある場合は申し込めません。詳しくは、教委
学校教育課へお問い合わせください。 幼稚園 認定こども園

利用者負担額(保育料)に
ついてはこちら
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地　域 と　き ところ 備　考
久　居

河　芸

芸　濃

美　里

安　濃

一　志

美　杉

９月３日㈰
８時30分～12時

９月９日㈯
９時30分～12時15分

10月15日㈰
８時30分～12時

９月３日㈰
９時～11時30分

10月22日㈰
８時～11時30分

※香良洲、白山地域は、今年度の訓練を実施済みです。

竹原地域住民セン
ター周辺 雨天決行

旧辰水小学校グラ
ウンド

雨天時は、旧辰
水小学校体育館

安濃中央総合公園
内サブグラウンド

雨天時は、９月
10日㈰に実施

自主防災会・自治会によって開催日時や会場が異なります。

自主防災会・自治会によって開催日時や会場が異なります。

上野小学校グラウ
ンドおよび体育館

雨天時は、上野
小学校体育館

芸濃中学校グラウ
ンド

雨天時は、芸濃
中学校体育館

と　き ところ 内　容

10月５日㈭
19時～21時

中央公民館
ホール

中央公民館
ホール

中央公民館
ホール

中央公民館
ホール

中央公民館
ホール

中央公民館
ホール

開講式
オリエンテーション
防災に関する基礎講義

10月15日㈰
９時～16時

タウンウオッチングおよび災害図上演習
　グループに分かれ、街を歩いて防災対策を観察し、
それを基に災害時を想定して図上で対策を検討します。

11月６日㈪
19時～21時

橋北公民館
研修室Ａ

防災（学習）ゲーム「クロスロード」
　災害時の厳しい決断をシミュレーションするゲー
ムで、災害発生時を疑似体験します。

11月25日㈯
13時30分～16時30分

【オープン講座】市民と共に進める津市の防災行政
　阪神淡路大震災の語り部から被災・避難体験談を
聞き、市民とともに進める防災行政について考えま
す。　※受講生以外も参加できます。

12月７日㈭
19時～21時

【オープン講座】風水害を中心とした自然災害に対する自助・共助
　風水害を中心とした自然災害にどう備えるのかを
考えると同時に、自助・共助について具体的な例を
基に考えます。　※受講生以外も参加できます。

来年１月18日㈭
19時～21時

中央公民館
会議室、研
修室Ａ・Ｂ

【オープン講座】災害時における要配慮者への対応講義と疑似体験
　アレルギーや障がいを持つ人の話を聞き、災害時
に支援が必要な人をどう支えるのかを考え、疑似体
験します。　※受講生以外も参加できます。

２月４日㈰
13時30分～16時30分

【オープン講座】自主防災協議会の取り組みについて
　講義や意見交換などを行います。　※受講生以外
も参加できます。

２月18日㈰
13時30分～16時30分

受講生による発表会
閉校式

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

防災ゲームの様子

９月１日は防災の日
８月30日～９月５日は防災週間

家庭や地域で話し合いましょう

受講生募集！！ 津市民防災大学 

　台風や大雨、地震など自然災害から被害を軽減するためには、被害を最小限にする備えと適
切な防災活動が重要です。この機会に、災害への認識を深め、備えを十分にし、被害の軽減に
努めましょう。なお、今年の津市総合防災訓練は、11月12日(日)に行います。詳しくは、広報
津11月１日号でお知らせします。

　日頃から、非常持ち出し品の準備・点検、避難
経路や避難場所の確認、災害時の連絡方法、身の
回りの安全対策など、家族や地域の皆さんと話し
合っておくことが大切です。

非常持ち出し品の例
　非常食、飲料水、携帯ラジオ、懐中電灯、ろう
そく、ヘルメット、靴、笛、
ライター、ナイフ、缶切り、
ティッシュペーパー、タオ
ル、ビニール袋、軍手、救急
医療品、常備薬、貴重品(通
帳・印鑑)、現金など

　各地域で防災訓練を行います。詳しくは、開催地
域の総合支所地域振興課へお問い合わせください。

　地震などの
大規模災害に
備え、防災に
ついて講習や
実習を通して
楽しく学びま
せんか。誰で
も取り組める内容ですので、ぜひお気軽
にご参加ください。
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　先着40人
申し込み　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、Ｅメー
　ルで防災室(〒514－8611 住所不要、　
　229－3104＠city.tsu.lg.jp)または各総
　合支所地域振興課、各出張所へ　※申込
　書は各窓口にあるほか、津市防災ホーム
　ページからもダウンロードできます。
申込開始日　８月16日(水)

参加しよう！地域の防災訓練

スケジュール

無料
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サオリーナ
芸濃中学校
サオリーナ
安濃中央総合公園内体育館
津高校（新町三丁目）
サオリーナ
メッセウイング・みえ
久居体育館

競　技 会　場 日程（平成30年）
８月２日㈭～５日㈰
８月２日㈭
７月27日㈮～８月１日㈬
７月27日㈮・28日㈯
７月27日㈮・28日㈯
８月８日㈬～12日㈰
８月４日㈯～７日㈫
８月５日㈰～７日㈫

柔道
レスリング
なぎなた

バレーボール（女子）

ハンドボール

事業主の皆さんへ

ご利用ください！申告に便利なeLTAX(エルタックス)1
TSU NEWS

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

　津市では、インターネットを利用して地方税の
申告や申請ができる「eLTAX(エルタックス)」を
導入しています。
eLTAX(エルタックス)とは
　地方税における申告などの手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムで、次の
ようなメリットがあります。 
●eLTAXを利用している複数の地方公共団体へ
　の申告が一度に送信できます。　
●eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトや
　eLTAX対応フリーソフト「PCdesk」を使って
　送信できます。 
●特別徴収税額通知(当初分)を電子受信するサー
　ビスが受けられます。

eLTAX(エルタックス)で利用できるサービス
税　目 内　容 担当課

個人市民税・
県民税

法人市民税

固定資産税
（償却資産）

給与支払報告書と総括
表、給与所得者異動届
出書などの特別徴収関
係手続き

中間・確定・修正申告、
法人設立・設置・異動
届

全資産申告、増加資産・
減少資産申告

資産税課
家屋担当
　229－3132
　229－3331

市民税課
諸税担当
　229－3129
　229－3331

市民税課
市民税担当
　229－3130
　229－3331

津市環境審議会の委員を募集

　津市では、「津市環境基本条例」に基づき「津
市環境審議会」を設置しており、年間４回程度、
平日に会議を開催しています。現在の審議会委員
の任期満了に伴い、委員を公募します。
対　象　▶市内に在住・在勤・在学で、平成29年
　４月１日現在18歳以上の人　※津市の議員・
　常勤職員・他の審議会などの委員を除く　
　▶環境の分野に関心があり、知識・経験のある人
定　員　４人程度(選考あり)

任　期　委嘱した日から２年間
申し込み　環境政策課または各総合支所地域振興
　課にある申込用紙に必要事項を記入し、「津市の
　環境について思うこと」をテーマに800字程度に
　まとめた作文と併せて直接窓口または郵送、ファ
　クス、Ｅメールで環境政策課(〒514-8611 住
　所不要、М229-3139@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可
申込期間　８月１日(火)～18日(金)

来年三重県で45年ぶりに開催のインターハイ

津市で５競技を開催！
問い合わせ　国体・障害者スポーツ大会準備室　　229－3373　　229－3247

問い合わせ　環境政策課　　229-3139　　229-3354　　

　三重・愛知・岐阜・静岡の４県で29競技32種目が開催される「平成30年度全国高
等学校総合体育大会」。三重県での開催が45年ぶりとなるこの大会で、津市では県
内最多となる５競技を開催します。

3
TSU NEWS

インターハイ
マスコットキャラクター

ウイニンくん

Ⓒインターハイ

2
TSU NEWS
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資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の固定資産税を減額
こども支援課
　229－3155　　229－3334

児童扶養手当の現況届

都市政策課
　229－3290　　229－3336

緑化運動を応援します

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

津市国民健康保険加入中の
40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

市民交流課
　229－3252　　227－8070

忘れずに受けましょう
はかりの定期検査

環境保全課
　229－3259　　229－3354

川や水路で異常を発見したら
すぐに連絡を

お知らせ

とき（８月） ところ
８日㈫
10時～12時

市本庁舎南別棟津市計
量検査所

美杉総合文化センター

久居体育館

市白山庁舎

香良洲公民館

高茶屋市民センター

橋南市民センター

一志高岡公民館

市本庁舎南別棟津市計
量検査所

17日㈭
10時15分～12時
18日㈮
10時～12時
21日㈪
10時15分～12時
22日㈫
10時～12時
13時～14時
23日㈬
10時～12時
23日㈬
14時～15時
24日㈭
10時～12時
31日㈭
13時～15時

　住宅の建設を促進するため、
次の要件を満たす場合に、一定
期間固定資産税が減額されます。
減額要件　居住部分が２分の１
以上の住宅(以下「住宅」とい
う)で、居住部分の床面積が
50㎡(一戸建て以外の貸家住
宅は一区画の面積が40㎡)以
上280㎡以下の新築の家屋

減額税額　居住部分１戸当たり
120㎡までの部分の固定資産
税額を２分の１に減額

減額期間　一般の住宅…新築し
た年の翌年度から３年度分(３
階建て以上の中高層耐火住宅
などは新築した年の翌年度か
ら５年度分)　認定長期優良住
宅…新築した年の翌年度から
５年度分(３階建て以上の中高
層耐火住宅などは新築した年
の翌年度から７年度分)

　

　対象者には受診券を順次送付
しています。健康診査の内容など
詳しくは、同封の案内または広報
津６月16日号と同時配布の「平成
29年度がん検診と健康診査のご
案内」をご覧ください。また電話
や訪問で受診を呼び掛けていま
すので、ご理解をお願いします。
受診方法　県内の協力医療機関
での個別健診または市内で行
う集団健診のいずれかを選択

健診期間　
　個別健診…７月～11月
　集団健診…７月～12月
費　用　500円(平成28年度市・
県民税非課税世帯は無料)

※昭和17年９月１日～12月20日
生まれで特定健診対象の人
は、後期高齢者医療保険の切
り替え時期と重なるため、75
歳の誕生日前日までに受診し
ていただく必要があります。
※特定健康診査を受診後、一定の
基準に当てはまる人には、生活
習慣を改善するための支援が
受けられる特定保健指導の案
内を送付します。案内が届いた
ら、ぜひご利用ください。

　はかりは、使用している間に
精度に誤差が生じる場合があり
ます。このため、商店や工場、
病院などで取り引きや証明に使
用するはかりは、２年に１度の
定期検査を受けることが計量法
で定められています。これらの
はかりを持っている場合は、必
ず定期検査か計量士による代検
査を受けてください。今年度に
市が行う定期検査は表のとおり
です。(家庭用のはかりは対象外)

※警報発令など荒天の場合は中
　止となる場合があります。
対象地域　津地域(修成・育生・南
が丘・藤水・高茶屋・雲出)、久居・

香良洲・一志・白山・美杉地域

　児童扶養手当を受給している人
は、毎年現況届を提出し、認定を受
ける必要があります。提出しない
と、受給資格があっても手当を受
けることができませんので、必ず
受付期間内に提出してください。
受付期間　８月１日(火)～31日(木)
申し込み　こども支援課または各
総合支所市民福祉課(福祉課)へ

　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　９月～来年３月
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　８月１日(火)～31日(木)
※詳しくは、都市政策課または
各総合支所地域振興課へお問
い合わせください。

　「川に油が流れている」「魚
の死骸が浮いている」など、川
や水路で異常を発見したら、以
下へご連絡ください。きれいな
川と私たちの暮らしを守るた
め、迅速な通報をお願いします。
連絡先　環境保全課または三重
河川国道事務所(Ｔ229-2218)



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
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募　　集

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

建築指導課
　229－3187　　229－3336

美杉総合支所
木造住宅の耐震相談会

イベント

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室
久居総合支所地域振興課
　255－8812　　255－0960

ひさい音楽祭出演団体

久居総合支所地域振興課
　255－8846　　255－0960

ひさい版仮装大笑2017出場者
橋北公民館
　227－1738　　222－2526

生き生きライフ講座

人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

消防救急課
　254－1603　　254－1607

上級救命講習

事業推進課
　224－5106　　224－9944

江頭2:50爆笑ライブ

人事課
　229－3106　　229－3347

平成30年度採用津市職員

健康水泳秋のコース アクアフィットネス

と
き

10月５日～11月30日
の毎週木曜日10時～
11時30分　※11月23
日（木・祝）は休講

10月６日～12月１日
の毎週金曜日10時～
11時　※11月３日（金・
祝）は休講

定
員
抽選50人
（初めての人優先）

抽選30人
（初めての人優先）

費
用

5,500円
（傷害保険料を含む）

3,500円
（傷害保険料を含む）

　国土交通省では、道路を利用し
ている皆さんに道路の役割や重
要性、大切さを認識してもらうた
めに、８月10日を道の日、８月を
道路ふれあい月間としています。
この機会に、道路の大切さを再認
識し、安全・快適な利用を心掛け
ましょう。また、市道に穴が空いて
いるなど危険な状態を発見した
ときは、市へ連絡してください。

　江頭2:50さんのお笑いライブ
で一緒に楽しみましょう。
と　き　８月５日(土)11時30分
ごろ～、13時25分ごろ～　※
10時開場

ところ　津市モーターボート競
走場ツッキードーム
入場料　100円(20歳未満は無料)

　試験日程、採用予定人数、受験資
格などの詳細は、８月２日(水)に津市
ホームページで公開します。また、広
報津８月16日号にも掲載予定です。

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　８月16日(水)10時～15時
ところ　市美杉庁舎１階ホール
申し込み　電話で建築指導課へ

　ひさい音楽祭を運営・出演する
団体を募集します。出演時間は、
入退場含めて10分以内です。
と　き　来年２月12日(月・祝)13時～
ところ　白山総合文化センター
しらさぎホール
対　象　市内を中心に活動する
クラシック音楽の演奏形態を
もつ音楽団体
申し込み　久居総合支所地域振
興課にある応募用紙に必要事項
を記入し提出　※応募用紙は
電話、Ｅメール(М255-8812@

　city.tsu.lg.jp)で取り寄せ可能
申込期間　８月１日(火)～18日
(金)　※18日は17時まで

と　き　９月８日(金)10時～11
時30分
ところ　橋北公民館研修室Ａ(ア
スト津４階)
内　容　講座「悪徳商法にご用
心‼～安心安全なシニアライ
フを送るために～」
対　象　市内に在住・在勤の60歳以上
定　員　先着70人
申し込み　はがきで住所、氏名、
年齢、電話番号を橋北公民館
(〒514-0009 羽所町700)へ
申込期間　８月７日(月)～27日
(日)必着

　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　９月10日(日)９時～18時
ところ　中消防署安濃分署
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　８月14日(月)～25日(金)

ところ　サオリーナ屋内プール
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　８月25日(金)

　毎年恒例のひさい版仮装大笑
に出場してみませんか。
と　き　10月29日(日)
ところ　津リージョンプラザお
城ホール
定　員　15組程度(書類審査あり)
申し込み　９月15日(金)までに
久居総合支所地域振興課へ

　人権意識を高めるため、標語を
募集します。入選した人は、来年
１月13日(土)開催の津市人権講
演会で表彰し、粗品を進呈しま
す。入選作品は市に帰属するも
のとし、人権啓発に活用します。
応募方法　はがき、またはファク
ス、Ｅメ―ルで郵便番号、住所、
氏名、電話番号、人権標語を、
人権課(〒514-8611 住所不
要、M229-3165@city.tsu.lg.
　jp)へ　※Ｅメールの件名は
「人権標語」としてください。
締め切り　９月29日(金)必着
※入選者にのみ11月30日(木)ま
でに入選結果を連絡します。



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　※参加費など

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)
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申込期間 費　用種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■ふれあいスポーツ教室

小学６年生 100人 ８月２日㈬～18日㈮サッカー

大人のためのバレト
ン

シェイプアップアク
ア

キッズチアダンス・
ジュニアチアダンス

正しいストレッチと
ヨガ

９月２日㈯10：00～12：00

10月４日～12月６日の毎週水曜日
18：45～19：45（全10回）
10月４日～12月６日の毎週水曜日
20：15～21：15（全10回）

10月10日～12月12日の毎週火曜日（全10回）
16：30～17：15（キッズ）、17：15～18：00（ジュニア）

10月16日～12月18日の毎週月曜日
13：15～14：45（全10回）

海浜公園内陸上競技場

サオリーナ屋内
プール
サオリーナフィッ
トネススタジオ

サオリーナフィッ
トネススタジオ

サオリーナフィッ
トネススタジオ

高校生以上

キッズ：４歳～小学２年生
ジュニア：小学３～６年生

高校生以上

抽選30人 ８月１日㈫
～25日㈮ 各5,000円

各5,000円
※別途ポンポン代

（1,500円程度）必要

5,000円

８月１日㈫
～25日㈮

８月１日㈫
～25日㈮

抽選各20人

抽選20人

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

お知らせ

募　　集

イベント

年金請求書の手続き漏れはあり
ませんか？
　８月１日より老齢基礎年金の
受給資格を取得するための期間
が、｢25年｣から｢10年｣に短縮さ
れました。日本年金機構から対象
となる人に黄色の封筒(A4サイ
ズ)をお届けしていますので、ま
だ、請求手続きをしていない人
は、ねんきんダイヤル(　0570－
05－1165)に電話で予約の上、津
年金事務所で手続きを行ってくだ
さい。また平成30年９月までに限
り、後納制度で過去５年以内の国
民年金保険料を納めることがで
きます。詳しくは、津年金事務所
までお問い合わせください。
　津年金事務所(　228－9112)

　

県内初！旧校舎を利用した
｢みさとの学校マルシェ｣
　学校の教室、廊下、給食室な
どに約70店舗が大集合。
　８月20日(日)10時～15時　　
旧長野小学校(美里町北長野)　

　こだわりの物産販売や屋台、
体験教室、お化け屋敷など
　長野地域まちおこし協議会(美
里総合支所地域振興課内、　279－
8111)

第22回ビーチバレーin御殿場2017
　熱気あふれる試合や、無料で
参加できるアトラクションをお
楽しみください。
　８月20日(日)９時～18時　　
御殿場海岸(藤方)
　ビーチバレーin御殿場実行委員
会(観光振興課内、　229－3234)

サンクスフェスタin道の駅美杉
　美杉地域の特産品を一堂に集
めた年に一度の大感謝祭です。
　８月27日(日)10時～14時　※
少雨決行、荒天中止　　道の駅
美杉　　卵つかみ、抽選会など
　美杉地域産物加工販売施設運
営協議会(美杉総合支所地域振興
課内、　272－8085)

夏休みの自由研究を応援
｢昔のくらし 久居のようす｣展
　８月16日(水)～21日(月)10時
～16時 ※16日(水)のみ11時～
　久居ふるさと文学館２階　　
昔の道具や写真、紙芝居、昔話
の展示のほか、久居の歴史、文
化、人物などについての紹介

　久居城下案内人の会担当(　
080－1556－4559)

人形大使｢ミス三重｣90周年里帰り展
　90年前の日米友情人形交流でア
メリカのネブラスカ州へ送られた「ミ
ス三重」。県内に残る「青い目の人
形」９体も同時に展示しています。
　９月３日(日)まで　※月曜日
休館　　三重県総合博物館Mie
Mu(一身田上津部田)
　答礼人形｢ミス三重｣の会担当
(　090－4867－1476)

音声訳入門講座
　９月６日～10月18日の毎週水
曜日13時30分～15時30分　　
津センターパレス３階津市社会
福祉協議会　　受講後｢広報津｣
などの録音ボランティアに参加
できる人　　　20人　　864円
(テキスト代)
　８月７日(月)～22日(火)に津市
社会福祉協議会(　246－1165)へ



　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　
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弓道

柔道

剣道

居合道

太極拳

なぎなた

空手道

５日㈫・７日㈭
14時～16時
５日㈫・９日㈯
18時30分～20時30分
５日㈫・７日㈭・９日㈯
18時30分～20時30分
５日㈫・９日㈯
19時～21時
６日㈬
19時～20時30分
７日㈭・８日㈮
14時～15時30分
７日㈭
19時30分～20時30分
９日㈯
14時～15時30分
８日㈮
19時～21時
９日㈯
15時～17時

とき（９月）種　目

健　　康

無料相談

星と語ろう
　９月２日(土)19時15分～21時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　月・土星・夏の星座の
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)
　８月８日(火)～28日(月)の８時
30分～17時に直接窓口または電
話で同センター(　228－4025)へ
※窓口優先

デイキャンプ
　９月10日(日)13時～20時30分
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　野外ゲーム、野外炊
事、キャンプファイア　 　　50
人　　大人1,000円、小中学生
500円(未就学児は無料)
　８月７日(月)～25日(金)にファ
クスで参加者全員の住所、氏名
(ふりがな)、年齢(学年)、電話
番号をNPO法人After School 夢
(　253－4322)へ
　同担当(　253－
4322)

夏休み親子ゴルフ体験会
　８月27日(日)12時～17時　　
スポーツプラザマツダ(庄田町)、
伊勢中川ＣＣ(一志町井生)　　
打ちっ放しと３ホールのラウン
ド体験　　小学生とゴルフ経験
がある保護者　　　12組(24人)
　８月７日(月)～25日(金)に直
接スポーツプラザマツダへ 
　同会実行委員会担当(　256－
5321)

Kids Jazz コンサート
～みんなでおとをたのしもう～
　子どもたちが童謡や即興音楽
を楽しめる、バリアフリーに配
慮したコンサートです。
　８月31日(木)13時30分～15時
※開場は12時30分　　県文化会
館小ホール(県総合文化センター

内)　　200人　　大人1,800円(当
日2,000円)　※小学生以下は無料
　８月25日(金)までにＥメール
でKids Jazz (　kidsjazz100@
yahoo.co.jp)へ
　同担当(　050－3704－2835)

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　８月29日(火)10時～12時　　
高田短期大学(一身田豊野)　　子
育て中の母親(１人目の子どもが
未就学児であること)　※託児あり
(託児を希望する人は、申し込み時
にお知らせください)　　　10人
　500円(軽食代を含む)
　８月８日(火)から同短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日、祝日を除く

三重武道館武道教室体験会

　三重武道館(栗真中山町)　　
小学１年生以上(弓道は中学１年
生以上)
　８月17日(木)～27日(日)に直
接窓口または電話、ファクスで
氏名、年齢、電話番号、参加種
目を同館(　231－0969、　231－

1381)へ　※月曜日休館

高田短期大学公開講座
　９月23日(土・祝)13時～14時30
分　　同短期大学図書館グルー
プワークエリア(一身田豊野)　　
野呂健一さん(同短期大学准教
授)による公開講座｢日本語は曖
昧な言語か？｣　　高校生以上　
　　30人
　９月８日(金)までに往復はがき
で講座名、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を高田短期大学公
開講座係(〒514-0115 一身田豊
野195)へ　※同短期大学ホーム
ページからも申し込みできます。
　同短期大学(　232－2310)

転倒予防教室
　８月24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「交通安全について」と転倒予
防体操　※要約筆記あり　　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

薬を知る講座
　８月13日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　｢漢方薬の話 東洋医療と漢方
薬｣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)

弁護士による法律相談(面談)
　８月28日、９月25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
間は１人30分以内)
　８月23日(水)８時30分から電話
で男女共同参画室(　229－3103)へ
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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

　「高齢者のコミュニティバス運賃を無料にします」
　これは私が２期目の津市政をお預かりするにあ
たってお約束した10の目標の中のひとつです。
　津市は地域の足としてコミュニティバスを運行
し、24路線を年間約８万8,000人の方にご利用い
ただいております。65歳以上の高齢者は運賃を無
料とし、外出に活用していただこうと検討作業を
開始した平成27年の夏、思わぬ問題が持ち上がり
ました。
■コミュニティバス無料化に壁
　コミュニティバスの年間運営経費は約１億
5,000万円。ざっと計算すると、運賃収入1,200万
円と国からの補助金3,800万円を除く１億円はも
ともと市の持ち出し分です。乗客の約８割は高齢
者であることから、運賃収入の1,000万円減を覚
悟すれば、この施策は成り立つと踏んでいまし
た。ところが、運賃を無料にすると利用者とカウ
ントされず、１便１名以上の乗車という補助要件
をクリアできない路線が出てきます。そのため国
庫補助が大幅に減額されることになるという見解
が国の担当官から示されたのです。
　補助金を失い１億5,000万円の経費をほぼ全額
市が負担することなど、とうてい受け入れられる
話ではありません。運賃の無料化という方針その
ものを根本的に見直すことになりました。乗車券
を高齢者に配布するなど他の方策を探ってみるも
のの、手間やコストのかかるチケット方式は極力
避けたいところです。なんとかならないものかと
考える日が続きました。
■国が動いた
　翌28年５月、第１回津市地域公共交通活性化協
議会を開催することになり、思い立って冒頭の挨
拶の場で、目下の困りごととしてこのことに触れ
てみました。それが会議に出席していた国の上席
担当官の耳に留まり、後日詳細なヒアリングが実
施されることとなったのです。再度担当部局に照
会をかけてくださった結果、無料の乗車人数を把
握することを条件に補助金の対象とすることが認
められ、一気に運賃の無料化に向けた展望が開け
てきました。
■路線バス利用の外出支援策でまたも窮地に…
　コミュニティバスと同様に路線バスも高齢者の
外出支援事業の対象とするべく検討を進めており
ましたが、これまた難渋を極める交渉が待ってい
ました。バスカードを高齢者に配布するアイデア
を三重交通㈱に相談したところ、平成28年春から
ＩＣカードに移行するためバスカードの新規発行
は行わないとの回答。ここでもまた紙の乗車券方
式が俎上にのぼります。時代に逆行するようなこ
のチケット構想を却下し、ＩＣカードに乗車ポイ

ントを付与して配布する方式での協議を始めたも
のの、その場合、システム開発の費用に１億円近
くかかることが判明します。
　いよいよ万策尽きたかと思った平成28年８月
末、別の用務で訪問した総務省で、偶然、解決の
糸口が見つかります。担当幹部が面談の残り時間
を使って、自身が手掛ける地方自治体向けの新事
業の構想を熱く語り始めたのです。それはマイナ
ンバーカードを活用した地域活性化戦略でした。
■新サービスの実現にマイナンバーカードを活用
　マイナンバーカードには、税や年金などの事務
手続きに用いられる個人番号とは別の場所に、公
的な身分証明となり、その他の情報を記録できる
「マイキー」と呼ばれるＩＣチップが備わってお
り、幅広く活用することが可能です。各自治体の
図書館など公共施設利用のために複数枚作成する
カードを１枚に集約して住民の利便性の向上と業
務の低コスト化を図るなど全国で行政サービスの
改革を推進できます。さらには、地域経済の活性
化に向けて、ボランティアやイベント参加ポイン
トなど自治体独自で発行するポイントに、地元商
店街ポイント、クレジットカードやマイレージな
どのポイントを導入することで民間資金を地域へ
と呼び込み、経済の好循環を拡大していこうとい
うスケールの大きなプロジェクトです。
　平成28年秋からの予算を確保し、モデル事業の
準備へと駒を進めるため、各地方自治体や商店街
などに説明を始めたところのようでした。聞く
と、交通系事業の枠は空いているとのこと。路線
バス運賃を自治体ポイントとしてＩＣカードに付
与するアイデアを、その場で提案してみたとこ
ろ、今後、他の自治体でも応用可能な事業である
と認められ、津市の施策も実証事業のひとつに採
用されることになりました。
　懸案だった乗車ポイントの管理システムはマイ
ナンバーカードを活用して地域を応援する国のプ
ロジェクトの１事業として構築されます。１億円
近い高額のシステム開発費を前に一度は諦めかけ
た施策も実現の目途が立ち、ここにようやく高齢
者外出支援事業の準備にとりかかる環境が整った
のです。65歳以上の市民の方に「シルバーエミ
カ」を交付する際、初回のみマイナンバーカード
をご用意願うのは、カードの電子証明書「マイ
キー」を使って個人を認証し、2,000ポイントを
付与するからです。受け取られた「シルバーエミ
カ」は、ご提示いただくだけでコミュニティバス
にご乗車になれ、路線バスとぐるっと・つーバス
では毎年2,000円分のご利用が可能です。　　
■国に届いた住民サービスにかける熱意
　自治体が新しい施策を独自で作り上げるのはた
やすいことではありません。今回は、国の担当官
の真摯な姿勢と創造性あふれる発想が突破口と
なって、市民の皆さまに新しいサービスをご利用
いただくことができるようになりました。国との
緊密で良好な関係をこれからも大切にしてまいり
ます。 

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

「シルバーエミカ」誕生秘話

そ　じょう

しん　 し
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保育料軽減のお知らせ
平成29年８月１日発行

子育て推進課
　229－3167　　229－3451

保育料変更のお知らせ

算定
の例

０歳

１歳

２歳

４歳

５歳

小学
４年生～

小学
１～３年生

３歳

４月 翌年３月

世帯の収入

支給認定区分と

世帯の
市町村民税額

ひとり親世帯等(※１)
【１・２・３号】非課税、所得割非課税、その他の世帯

【１号】所得割額１円以上77,101円未満
【２・３号】所得割非課税、所得割額１円
以上57,700円未満

【１号】所得割額77,101円以上 【２・３号】所得割額57,700円以上

支給認定保護者と同一世帯にい
る３歳～小学３年生の子ども

支給認定保護者と同一世帯にい
る０歳～小学校入学前の子ども

第１子：保育料表のとおり
第２子以降：０円

第１子：保育料表のとおり
第２子：半額
第３子以降：０円

対

象

多子軽減の
算定対象

保育料の軽減

※小学校入学前の子どもについては算定対象施設に就園または
　 利用している子どもに限る。
【算定対象施設】

幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、特別支援学校幼稚部、児童

心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援など

第１子：保育料表のとおり
第２子：半額
第３子以降：０円

支給認定保護者と生計を一にする下記の者
① 支給認定保護者に監護されている、または、されていた者
② 支給認定保護者またはその配偶者の直系卑属

年収360万円以上相当の世帯年収360万円以上相当の世帯

認定区分
教育・保育
の必要量

対象になる
子どもの年齢

利用できる施設

１号認定 教育標準時間 ３～５歳
幼稚園、
認定こども園

保育標準時間
（最長11時間）

保育短時間
（最長８時間）

保育標準時間
（最長11時間）

保育短時間
（最長８時間）

２号認定

３号認定

保育所、

認定こども園
３～５歳

０～２歳

保育所、

認定こども園、

地域型保育事業

　平成27年４月から子ども・子育て支援新制度がスタートし、幼稚園や保育所などの利用に
関する手続きや利用者負担額(保育料)の算定なども、この制度に基づき運用しています。　
　今年４月からの国の基準変更に伴い、年収360万円未満相当の一部の世帯に対して、さら
なる多子世帯の軽減措置や保育料の軽減措置の拡充を行いました。

保育料の軽減措置の適用を受けるため
には、申請が必要な場合があります。

保育料とは

　新制度に移行した幼稚園(※１)や保育所、認定こども園、
地域型保育事業の施設などを利用する場合に、教育や保育に
要した費用の一部を保護者が負担するものです。
　保育料の額は、国が定める水準を限度として、支給認定区
分別に、原則として父母の市町村民税額(※２)に応じて市が
決定します。
※１…平成29年度は市立幼稚園、ふたば幼稚園、聖ヤコブ幼稚園、ルー
　　　テル二葉幼稚園が対象
※２…父母以外が家計の主宰者と判断される場合には、家計の主宰者を含
　　　めた合計額で決定します。なお、４月～８月分は前年度の、９月～
　　　翌年３月分は当年度の市町村民税額をもとに算定します。

支給認定区分

※１…市町村民税所得割額が77,101円未満の母子(父子)家庭や在宅障がい児(者)など
のいる世帯を指します。また、ひとり親世帯等には、子どもの母(父)が婚姻に
よらないで母(父)となった場合も含み、保育料の決定は、地方税法の寡婦また
は寡夫の規定を準用して算出した市町村民税額に基づいて行います。

第４子 保育所 ０歳児
(第３子扱い) ０円

第３子 保育所 ２歳児
(第２子扱い) 半額

第１子 小学１年生
【算定対象外】

第２子 保育所 ４歳児
(第１子扱い)

保育料表のとおり

第２子 小学１年生
(第１子扱い) 

第１子 小学４年生
【算定対象外】

第３子 幼稚園年長
(第２子扱い) 半額

第４子 幼稚園年少
(第３子扱い) ０円

平成29年度の保育料算定例

多子世帯・ひとり親世帯等の保育料の軽減措置

「同居要件」「年齢制限」「同時入所要件」は必要無し「同居要件」「年齢制限」「同時入所要件」は必要無し

第１子
保育料表のとおり

第２子 ０円

第１子 寮で生活する
　　　高校１年生

　　　　　※生計が同一

第２子 半額

第３子 ０円

平成28年度の市町村民税額
に基づく保育料

 ９月

平成29年度の市町村民税額
に基づく保育料

年収360万円未満相当の世帯年収360万円未満相当の世帯

その他の世帯
【１号】非課税、所得割非課税

【２・３号】非課税

対象を拡大

ひとり親世帯等の保育料

軽減を拡大

所得割額１円以上77,101円未満

従来と同様一部拡充
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●幼稚園の利用手続きに関すること　
　 教委学校教育課　　229-3391　　229-3257　
●保育所・認定こども園・地域型保育事業の利用手続きに関すること
　 子育て推進課(保育担当)　　229-3167　　229-3451
●子ども・子育て支援新制度に関すること
　 子育て推進課(子育て推進担当)　　229-3390　　229-3451
　

問い合わせ

階層 保育料（円）

１ 0

ひとり親世帯等 0

その他の世帯 2,000

ひとり親世帯等 0

その他の世帯 2,000

ひとり親世帯等 2,000

その他の世帯 5,800

ひとり親世帯等 2,000

その他の世帯 9,600

６ 12,500

７ 14,000

８ 17,600

市町村民税所得割額 61,601円以上77,101円未満

市町村民税所得割額 77,101円以上143,101円未満

市町村民税所得割額 143,101円以上211,201円未満

市町村民税所得割額 211,201円以上

定　義

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯等

市町村民税所得割非課税世帯

市町村民税所得割額 １円以上61,601円未満

２

３

４

５

平成29年４月以降の新たな保育料表

【１号認定】　該当施設：幼稚園、認定こども園

【２号認定・３号認定】　該当施設：保育所、認定こども園、地域型保育事業

市立幼稚園の保育料の経過措置
　市立幼稚園の保育料は、平成32 
年度に左記の保育料となるよう、平
成27年度以降段階的に引き上げる
経過措置を適用しているほか、平成
27年４月８日までに入園した子ど
もについては、第４階層から第８階
層の保育料を卒園まで6,000円とす
る特例措置を適用しているため、左
記の保育料表と異なります。
　詳しくは、教委学校教育課にお問
い合わせください。

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

１ 0 0 0 0

ひとり親世帯等 0 0 0 0

その他の世帯 3,000 2,900 4,500 4,400

ひとり親世帯等 2,800 2,700 3,550 3,450

その他の世帯 6,000 5,800 7,500 7,300

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,250 4,150

その他の世帯 7,000 6,800 9,000 8,800

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 8,000 7,800 10,000 9,800

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 9,000 8,800 11,200 11,000

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 10,500 10,300 12,500 12,200

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 11,600 11,400 13,800 13,500

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 12,700 12,400 15,100 14,800

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 14,000 13,700 16,500 16,200

ひとり親世帯等 3,000 2,900 4,500 4,400

その他の世帯 16,300 16,000 19,000 18,600

１２ 16,300 16,000 19,000 18,600

１３ 18,600 18,200 21,500 21,100

１４ 21,000 20,600 24,000 23,500

１５ 23,000 22,600 27,500 27,000

１６ 25,000 24,500 31,000 30,400

１７ 29,000 28,500 36,000 35,300

１８ 30,000 29,400 41,500 40,700

１９ 32,000
(３歳児) 31,400

(４・５歳児) 30,200
44,000 43,200

２０
(３歳児) 33,000

(４・５歳児) 32,600

(３歳児) 32,400

(４・５歳児) 30,200
48,000 47,100

５ 市町村民税所得割額 12,100円以上24,200円未満

６ 市町村民税所得割額 24,200円以上36,400円未満

生活保護世帯等

２ 市町村民税非課税世帯

３ 市町村民税所得割非課税世帯

４ 市町村民税所得割額 １円以上12,100円未満

支給認定区分ごとの保育料（円）

２号(３歳児以上) ３号(０～２歳児)階層 定　義

７ 市町村民税所得割額 36,400円以上48,600円未満

８ 市町村民税所得割額 48,600円以上57,700円未満

９ 市町村民税所得割額 57,700円以上65,800円未満

市町村民税所得割額 135,900円以上169,000円未満

１０ 市町村民税所得割額 65,800円以上74,400円未満

１１ 市町村民税所得割額 74,400円以上77,101円未満

市町村民税所得割額 77,101円以上84,700円未満

市町村民税所得割額 169,000円以上257,500円未満

市町村民税所得割額 257,500円以上301,000円未満

市町村民税所得割額 301,000円以上

市町村民税所得割額 84,700円以上97,000円未満

市町村民税所得割額 97,000円以上110,400円未満

市町村民税所得割額 110,400円以上123,100円未満

市町村民税所得割額 123,100円以上135,900円未満

※赤字の保育料は、平成29年４月から変更したもの
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