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市長　今年は、民生委員という制度ができて100
周年の年にあたります。まずは、速水さんご自
身が民生委員になられた経緯をお聞かせ願えま
すか。

速水　平成18年５月に前任の方が体調を崩され、
自治会長さんから民生委員をしてくれないかと
いうお話をいただいたのがきっかけです。その
前年に亡くなった父が自治会長をしていたり、
母も保護司をしていたりしましたので、私もそ
ろそろ地域の方のために何かしなければという
思いでお受けしました。月に１回程度会議に出
たらいいというような話でしたが、いざなって
みますとなかなか忙しい仕事でした。

市長　最初の説明よりも中身はより大変だったと
いうわけですね。民生委員さん児童委員さん
は、皆さまそのように世の中の役に立つことを
という思いでお引き受けくださっています。
従って、そのご活動の中で、地域をもっと良く

したいという思いを常にお持ちです。そのこと
に私も気付きまして、市長になって２、３年
たったころから、民生委員児童委員の各地区の
集まりを訪問するなど、市政懇談会を約２年か
けて開催しました。この時に、高齢福祉や障が
い福祉、児童福祉についていろいろなご意見を
いただいたのですが、速水さんご自身が活動を
していく中で心に残っていることをお話しいた
だけますか。

速水　民生委員になって２年目くらいのことでし
たが、私よりも２つほど年上の方が２日間くら
い自転車を動かした様子がないということで訪
問したところ、部屋で倒れて亡くなられていた
ことがありました。先日も95歳のお年寄りの家
を訪問した民生委員が、玄関が施錠されていな
いにもかかわらず声を掛けても出て来ないとい
うことで警察と一緒に私が訪問したところ、脱
水症状でベッドから動けなくなっておられ救急
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撮影／津センターパレス

地域福祉のつなぎ役
　平成29年７月５日、三重県民生委員児童委員協議会会長の速水
正美さんをお迎えし、制度創設100周年を迎えた民生委員児童委
員の地域に根差したさまざまな活動について前葉泰幸市長がお話
を伺いました。
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　搬送しました。児童委員としては小学生の下校
の見守りや七夕のお祭り、夕涼み会などに出さ
せていただいて、地域の子どもたちと顔見知り
になれるのはうれしいことです。高齢者に対し
ては心配事の方が多いのですが、こういった経
験は民生委員の活動をしていて良かったことか
と思います。

市長　地域に根ざした活動をしていただいている
ということですね。さて、100周年を迎えた民
生委員制度は「済世顧問制度」として岡山県で
生まれた制度です。その頃は第１次世界大戦末
期で、物価の高騰から米騒動が起こるなど非常
に社会不安が拡大していました。大正５年に岡
山県知事が大正天皇から「県下の貧民の状況は
いかに」と尋ねられ調査したところ、県民の１
割くらいが悲惨な生活をしていることが判明し
たそうです。その結果、大正６年５月から篤志
家が生活に困った方の相談相手となる「済世顧
問制度」が始まりました。従いまして、住民の
生活実態を把握して具体的に対応していくこと
が、民生委員の取り組みの原点だと思います。
100年前のことなので、時
代とともに変化してきてい
るのでしょうね。

速水　100年の歴史の中で活
動の中身も世の中の状況も変わってきていま
す。大正12年になるとそれまでの「済世顧問制
度」から「方面委員制度」という全国統一の制
度が施行され、「三重県方面委員設置規定」に
基づいて津地域も61名の「方面委員」が任命さ
れたという歴史があります。昭和21年には「方
面委員」が「民生委員」という名前に変わり、
その当時は生活保護の方を中心に民生委員が生
活状況の見守りをしていました。平成12年から
は、地域の功労者が就くような名誉職ではなく
なるなど民生委員法が少し変更された部分があ
り、それに伴って活動の中身も民生委員の意識
も変わったのではないでしょうか。

市長　津市では、598名の方が民生委員として活
動されていますが、全国では23万人が、去年の
12月に改選されて３年の任期でお務めくださっ
ています。厚生労働大臣からの委嘱状をお渡し
するときに皆さんにお話ししたことは、１つは
介護保険の仕組みの中で、要介護の状態になら
ないための介護予防、日常生活の支援を津市も
含めた各市町村がやっていこうという「介護予
防・日常生活支援総合事業」が始まること。も
う１つは、住み慣れたところで元気に過ごして

いただく時間をできる限り長くする「地域包括
ケアシステム」を作っていくことが今の我々の
課題であるということです。このような状況の
変化の中で活動され、いろいろお感じになって
いることもあると思いますが。

速水　津市の定数は612名ということで、７月１
日現在、598名の民生委員が決まりましたが、
97.7％で14名の欠員があります。そのうち再任
は310数人です。１人で２つか３つの自治会を

担当しているので自治会
ごとに１期交代で民生委
員を出そうとすると、ど
うしても継続率の低さに

つながります。継続していくともっと細かい活
動ができるのではないかと思います。民生委員
は介護や児童のことについてプロではないの
で、専門の団体や行政とのつなぎ役として頑
張っていきたいと思います。

市長　民生委員はお一人お一人の活動ですが、横
の連絡を取ろうということで、速水さんには
「津市民生委員児童委員連合会」の会長をお務
めいただいているわけです。さらに各市町の民
生委員さんの集まりが横の連絡を取るため「三
　

第36回市長対談　三重県民生委員児童委員協議会会長 速水正美さん

MASAMI HAYAMI

民生委員制度創設100年
時代とともに変化する活動

三重県民生委員
　　　児童委員協議会会長 速水 正美さん

1947(昭和22)年12月28日津市生
まれ。1972(昭和47)年日本土建
入社。1996(平成８)～2007(平成
19)年衆議院議員秘書。2006(平
成18)年５月～民生委員・児童委
員。2010(平成22)年12月～修成
地区民生委員児童委員協議会会
長。2013(平成25)年12月～津市
民生委員児童委員連合会会長。
2016(平成28)年12月～三重県民
生委員児童委員協議会会長。
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　重県民生委員児童委員協議会」があり、その会
長もお務めいただいています。従いまして、速
水さんは津市以外の市町の活動についてもいろ
いろと情報をお持ちかと思い
ますが、重なる部分やユニー
クな部分はありますか。

速水　民生委員には「単位民児
協」と言いまして、一定区域ごとに「民生委員
児童委員協議会」を作りなさいと法律で決めら
れています。津の場合ですと21単位民児協があ
り、そのまとめを津市民生委員児童委員連合会
や三重県民生委員児童委員協議会が行っていま
す。各地域でよく似た活動をしていますが、ユ
ニークなものでは名張市が「こんにちは赤ちゃ
ん訪問」として、赤ちゃんが自分の担当地域で
生まれると保健師さんと主任児童委員が一緒に
訪問する活動をしています。四日市市では、
「地域子育てネット０～６」活動といって０歳
から６歳までのお子さんのところへ家庭訪問を
しています。

市長　毎年ですか。
速水　６歳までは毎年訪問します。また、小学校
へゲストティーチャーとして民生委員が訪問す
ることもありますし、高齢者の方と民生委員が
一緒に食事会をする地域もあります。いろいろ
な工夫をしながら高齢者や子どもたち、赤ちゃ
んとの接点を作っていく努力をしています。

市長　県下のいろいろな活動をご紹介いただきま
したが、速水さんご自身も子育てのためのいろ
いろなサロンや、若いお母さんたちの集まる場

所を作っておられるそうですね。
速水　修成地区では「子育てサロン」を幼稚園の
一室を借りて行っています。主任児童委員さん
が主になって運営しており、多いときですとお
子さんとペアで30組ほどいらっしゃいます。ゆ
くゆくは高齢者のサロンもそこにくっつけて高
齢者と子どもたちの多世代サロンにしたいと考
えていますが、今のところ子育てサロンを年間
80回くらい、週に２日くらいの割合で開催して
います。定期的に必ず来られるお子さんとお母
さんもいますし、来ないと主任児童委員さんが
心配になってご自宅へ電話をしたり声を掛けた
りしています。他の地区から参加される方もい
らっしゃいます。

市長　民生委員の皆さんは特別職の地方公務員で
すが、地域福祉のために無報酬のボランティア
としてご活動いただいています。そのような民
生委員さんの活動を広く知っていただくために
今年の広報津５月16日号から、隔月の16日号
に民生委員児童委員さんの活動をご紹介するシ
リーズをスタートしました。これは委員間の情

報共有に役立てていただくた
めでもありますが、やはり多
くの市民の皆さんに民生委員
児童委員さんのことをご理解

いただくことが地域の力につながっていくので
はないかと思います。

速水　活動はボランティアですし、民生委員法で
も無報酬となっていますが、活動費として年間
５～６万円、月にすると４～５千円の活動費を
　

第36回市長対談 

高齢者と子どもをつなげる
地域ごとにさまざまな工夫
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三重県民生委員児童委員協議会会長 速水正美さん ＆ 津市長 前葉泰幸

　いただいています。民生委員は研修会やいろん
な行事に参加しますので、皆さんその実費に充
てています。民生委員はたくさん手当があると
誤解されている方もいるのですが、正直申し上
げてこれだけの活動費はいただいています。し
かし、民生委員は年に１度、自分たちが単位民
児協に会費を納めるという制度があります。各
単位民児協で金額は違うのですが２千円から１
万円納めるところもあり、自分たちで会費を払
いながら活動をしている部分もあるわけです。
津市の民生委員児童委員連合会の場合は、各単
位民児協の612人から３千円ずついただいて、
運営費に充てています。いまだに「民生委員さ
んってたくさんもらっていますよね」と言われ
ることが一番残念で、時々そのようなことを言
われてがっかりされる民生委員さんがいること
も分かっていただきたいです。

市長　社会に貢献しようというお気持ちから民生
委員をお受けいただいていることであろうかと
思います。そんな歴史を重ねてきた民生委員制
度が100周年ということでいろいろな行事が行
われますが、津の場合は津ま
つりで広く民生委員児童委員
のことをＰＲすることもお考
えのようですね。

速水　全国では７月８～10日に東京で大会があり
１万人が集まりました。三重県では９月12日に
県総合文化センターで100周年記念行事を行い
ます。津市も何かしたいということで21人の会
長さんたちにお尋ねしたところ、外部へ向けて
アピールしたいという声が上がりました。それ
ではせっかくですから10月の津まつりで何かし
ましょうということになった次第です。民生委
員は踊りもできませんので、社会福祉協議会の
テントの横で風船アートをしたり、民生委員の
活動を掲示したり、パレードに参加したりしよ
うと考えています。津まつりで踊りも何もしな
いグループは、あまりないのではないでしょう
か。ぞろぞろと歩くだけになるかもしれません
が、外へ向けて民生委員制度100周年をアピー
ルしようと計画しています。

市長　速水さんがどんな衣裳で登場されるのか楽
しみですね。

速水　いえいえ。私は裏で静かにしています。
市長　ここまでお話を伺ってまいりましたが、民
生委員児童委員さんが地域福祉に大きな役割を

果たしていることは、まぎれもない事実でござ
います。津市社会福祉協議会、地区の社会福祉
協議会の皆さんと力を合わせて地域の一つ一つ

のことをしてくださってい
ると思います。自治会との
連携に加え、地域における
高齢者や子どもたちの見守

りをしていただいておりますが、これからの活
動や在り方、こんな風にしていきたいという思
いをお話しいただけますか。

速水　津市の民生委員というだけでなく、国の方
でも地域共生社会の実現というテーマで「我が
事・丸ごと」地域共生社会実現本部が今年の２
月に創設されたと伺っています。地域で民生委
員だけでなく自治会さん、老人会さん、近隣の
方々も含めた共生社会を作っていかないと、少
子高齢化が進み地域の縁が薄くなってきている
中では安心して暮らせる社会ができていかない
と思います。他の団体とも協力しながら、地域
の安心安全な生活ができていくような形を作っ
ていきたいと思っています。

市長　地域のつながりをしっかり作っていこうと
いうことですね。民生委員さんの活動はお一人
お一人の活動ですが、その力が積み重なって地
域の力になるのだと思います。100年続いてき
た制度がますます発展し、民生委員さん児童委
員さんのさらなるご活躍を心から期待しており
ます。

無報酬のボランティア
手当を誤解され残念…
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津市域の海岸堤防
国の事業 県の事業 市の事業 完成 計画/整備進行中

白塚地区海岸

栗真地区海岸

香良洲漁港海岸

津地区（栗真町屋工区）

津地区（贄崎工区）

津地区（阿漕浦・御殿場工区）

香良洲地区

千里地区海岸

上野地区海岸

河芸漁港海岸

白塚漁港海岸

津
北
部
地
域
海
岸

津
松
阪
港
海
岸

長さ 2,062ｍ
事業費 135億円
※阿漕浦・御殿場工区含む

長さ 2,194ｍ
事業費 42.1億円

長さ 3,485ｍ
事業費 135億円
※栗真町屋工区含む

長さ 2,350ｍ
事業費 71.4億円

長さ 350ｍ　事業費 4.4億円

長さ 823ｍ

長さ 1,773ｍ

長さ 1,153ｍ

長さ 1,000ｍ

長さ 1,000ｍ長さ 1,165ｍ

いよいよ始動！
北部地域の堤防整備
問題点
✓堤防高の不足
✓ひび割れなどの老朽化

H23年度～
県管理の海岸堤防につい
て、津波などの震災に対応し
た整備を県に要望

H30年度
上野地区海岸の工事着手が
決定

整備完了＆進行中！
堤防の背後地域が活性
H４～23年度
香良洲地区、津地区(贄崎工区)の堤防
整備を国が実施

H23年度～
津地区(栗真町屋、阿漕浦・御殿場工区)
の整備スタート

◇堤防整備により浸水リスクが低減
◇堤防背後の宅地開発が進み、世帯数
　が約３割増加
◇企業・病院の設備投資や公共施設の
　新設が相次ぐ

海岸堤防の整備計画

問い合わせ　事業調整室　　229-3134　　229-3345　水産振興室　　229-3175　　229-3168

　南北約20㎞に及ぶ津市域の海岸線。その沿岸地域には住宅や工場、公共施設などが立ち並び、
多くの人が生活しています。しかし、ほとんどの海岸堤防は築堤後50年以上が経過し、ひび割れな
どの老朽化が進むだけでなく、液状化の可能性も懸念されています。また南海トラフ巨大地震の
発生による津波の影響も危惧されていることから、国・県・市による整備計画が進められています。
　ここでは、これまでの海岸堤防の整備状況と今後の計画についてお伝えします。
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これまでとこれからの整備スケジュール

津北部地域海岸堤防と道路の整備に取り掛かります！

地質調査・液状化判定 基本設計
基本計画 詳細設計

事業期間 着手 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

香良洲地区 H４～21 Ｈ５

津地区(贄崎工区) H14～23 Ｈ15

津地区(栗真町屋工区) H23～31 Ｈ24

津地区(阿漕浦・御殿場工区) H23～35 Ｈ26

千里地区海岸 H25～

上野地区海岸 H26～ Ｈ30
(予定)

白塚地区海岸 H27～

栗真地区海岸

香良洲漁港海岸 H13～18 Ｈ13

河芸漁港海岸 H27～

白塚漁港海岸 H27～

国

県

市

エリア

―

―

――

―

―

白塚漁港と河芸漁港の
堤防整備を要望中！

　平成30年度からの海岸保全
施設整備事業の採択に向け
て、国に要望しています。

堤防と一体となった
道路整備も計画！

　上野地区堤防の天端幅を広
げ、道路として活用できるよう、
市道の整備を計画します。

上野地区海岸堤防の
事業化決定！

　三重県は、今年度、上野地
区海岸堤防の詳細設計に取り
掛かりました。平成30年度、工
事着手が予定されています。

完成

聞
い
て
み
ま
し
た
！

海
岸
堤
防
の
魅
力

聞
い
て
み
ま
し
た
！

海
岸
堤
防
の
魅
力 毎日３０分  堤防を歩いている

高橋さん（白塚町在住）

栗真町屋工区
海岸堤防完成記念ウオーク

ヨットハーバーに遊びに来ていた
坂さんファミリー（雲出本郷町在住）

完成

完成
(予定)

整備を要望中

H18完成



下水道の先には何がある
の？

～来年４月から志登茂川
浄化センター供用開始～
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　ねえねえ、シロモチくん。津市に新しい浄化
センターができるって聞いたんだけど？
　志登茂川浄化センターのことだね。三重県が
白塚町と河芸町影重の海岸沿いに建設中の浄化
センターで、来年４月から使えるようになるん
だよ。
　今まで浄化センターはなかったの？

　安濃川から北の地域には大きな浄化センター
がなかったんだ。だから、志登茂川浄化センター
ができると、たくさんの人が下水道を使えるよう
になるんだよ。この浄化センターは、平成10年か
ら建設が始まったんだけど、自然環境を壊さない
ように調査が必要だったから、使えるようになる
までに約20年もかかったんだ。その間、地域の皆
さんにはずっと待っててもらったんだ。
　すごく時間がかかったみたいだけど、来年４
月にはどれくらいの人が下水道を利用できるよ
うになるの？
　浄化センターができるまでの間に、道路の下
に下水道管を入れる工事も進めてきたから、来
年４月には約１万6,000人の皆さんが下水道を
使えるようになるんだよ。
　来年４月には志登茂川浄化センターを利用す
る地域の工事は全部終わるの？
　志登茂川浄化センターは利用できるようにな
るんだけど、まだ下水道管を入れる工事ができ
　

来年４月に１万6,000人が使用可能

　津市の下水道は、三重県の施設である雲出川左岸浄化センターと松阪浄化センター、津市
の施設である津市中央浄化センターほか５つの浄化センターで処理をしています。また、来
年４月からは新たに三重県の施設である志登茂川浄化センターが供用を開始します。



問い合わせ　下水道総務課　　239－1031　　239－1037
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志登茂川浄化センター
平成30年４月
供用開始区域

安濃中央
総合公園

伊
勢
自
動
車
道

Ｊ
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紀
勢
本
線

伊
勢
鉄
道

近
鉄
名
古
屋
線

163

42

10

23
23

306

55
一身田

江戸橋

津

津新町 津市役所

白塚

河芸
豊津
上野

千里伊勢上野
中勢グリーン
パーク

津IC

N

ていないところもあるから、下水道を利用でき
ない人もいるんだ。今、下水道の普及率(平成
27年度末時点)は全国平均で77.8％なんだけど、
三重県で51.7％、津市全体でも45.3％と低いか
ら、もっとたくさんの人に下水道を使ってもら
えるように工事を進めないとだめなんだ。だか
ら、志登茂川浄化センターを利用する地域の工
事も平成47年度末までに完成するように順番
に工事をして、できるだけ早く多くの人に下水
道を利用してもらえるように計画してるんだよ。

　浄化センターが利用できるようになってから
も、下水道管を入れる工事は続けていくんだ
ね。そうすると、下水道を利用できるように
なった地域の人たちはどうすればいいの？
　来年４月から下水道が利用できる地域では、
下水道を利用するために必要になることを、順
番に説明会を開催してお知らせしているんだよ。
下水道を利用するためには、各家庭から流され

る汚水を下水道管へ流すための接続工事をして
もらわないといけないんだ。
　各家庭内での工事は、それぞれ自分で負担し
ないといけないの？
　そうなんだ。下水道が利用できるようになっ
たら、トイレ、風呂、台所、洗面所、洗濯など
の各家庭から流される汚水は下水道に流さない
といけなくなるんだけど、その家庭内の工事は
それぞれのおうちで負担することになるんだよ。
それから、家庭内の工事をするときには、雨の
水が下水道に流れ込まないようにしないといけ
ないんだ。
　家庭から流される汚水と雨の水は別にしない
といけないんだね。他にも必要なことは何かあ
るの？
　下水道は整備された地域の人しか使えないか
ら、利用できるようになったら工事にかかる費
用の一部を負担してもらっているんだ。これは
受益者負担金(分担金)といって、１つの土地に
対して１回だけ負担するものなんだよ。それか
ら、下水道を使い始めたら、水道を使った量に
よって下水道使用料が必要になるんだ。
　下水道が使えるようになったら、すぐに下水
道へつながないとだめなの？
　３年以内につながないといけないんだ。来年
４月から志登茂川浄化センターも利用できるよ
うになるから、たくさんの人に早く利用しても
らって、各家庭から流される汚水をきれいにす
ることで、自然環境を守っていかないとね。
　下水道が使えるようになって、みんなが使う
ようになったら低い下水道普及率の解消にもつ
ながるね。みんなで協力して、きれいな海や川
を未来に残していかなくちゃね。

各家庭で接続工事必要
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問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

来年４月からの保育所等利用申し込み

利用申し込みをするには
支給認定の申請
　保育所等を利用する場合は、２号認定または３号
認定の「支給認定」を受ける必要があります。
※１号認定を受けて認定こども園を利用する場合の申
　し込み方法は、広報津８月１日号をご覧ください。
　受付期間などが異なりますのでご注意ください。
支給認定区分の種類

保育必要量と保育利用時間
　２号認定または３号認定を受けた場合、保育を
必要とする事由や内容に応じて「保育必要量」が
認定されます。認定された「保育必
要量」によって、保育所等を利用で
きる時間が変わります。

１号認定

認定区分 対象となる子ども 利用先
満３歳以上で小学校就学
前の子ども（２号認定を
除く）
満３歳以上で保護者の就労
や疾病等により保育を必要
とする小学校就学前の子ども
満３歳未満で保護者の就労
や疾病等により保育を必要
とする小学校就学前の子ども

市立幼稚園、新制度に移行し
た私立幼稚園、認定こども園
（おおむね４時間の利用）

保育所、認定こども園

保育所、認定こども園、
地域型保育事業

２号認定

３号認定

保育必要量

保育
標準時間

必要に応じて最長11時間
（おおむね７時30分～18時）
※保育所等により異なり
ます。

月120時間以上の就労ま
たは介護・看護、就学、妊
娠・出産、障がい・疾病、
災害復旧により保育が
必要と認められる場合

月120時間未満の就労ま
たは介護・看護、就学、求
職活動などにより保育が
必要と認められる場合

必要に応じて最長８時間
（８時30分～16時30分）

保育
短時間

利用可能時間（１日当たり） 認定条件の例

提出書類と申し込み方法

利用までのスケジュール

受付期間

保育所等とは(保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業)
　保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められた小学校就
学前の子どもに対し、保護者に代わって保育を行う施設です。
　来年４月１日に右ページ一覧にある保育所等の利用を開始したい人の申し込み受
け付けを開始します。
※４月１日より後に利用開始を希望する場合は、利用希望開始日の２カ月前から受
　け付けします。

10月２日 月 ～31日 火

　　　　申込書類の配布

　　　　支給認定申請、保育所等利用申し込みの
　　　　受け付け

　　　　保育所等利用に当たっての面接(日時と
　　　　実施場所は、申込書類受け付け時にお知
　　　　らせします)

　　　　保育所等利用決定のお知らせ、利用開始
　　　　に伴う各保育所等での説明会

９月

10月

11月

３月

提出書類
●支給認定申請書
●就労証明書など保育の必要性を確認するための
書類(右ページ表参照)

●保育所等利用申込書(続紙も含む)
●意見書(支給認定を希望する子どもに障がいが
あるなど配慮が必要な場合のみ)

●平成29年１月１日現在に居住していた市町村が

発行する平成29年度所得課税証明書(平成29年
１月２日以降に津市に転入した人のみ)
申し込み　
　子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、
各保育所等で配布する申込書類に必要事項を記入し提出
提出先
　子育て推進課・各総合支所市民福祉課(福祉課)・
各保育所等
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支給認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例

※利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、支給認定を受けても希望する保育所等を利用できない場合があります。
※支給認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。

就労

保育を必要とする事由 必要書類

妊娠・出産

保護者の
疾病・障がい
同居親族等の
介護・看護

災害復旧

求職

就学

その他

保護者が、常に月60時間以
上労働している（パートタイ
ム、夜間、居宅内労働など、
基本的に全ての就労が対象）

子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがある人
がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている

災害復旧にあたっている

求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている

大学、職業訓練校、専門学校等に通学している（趣味の講
座、カルチャースクールなどは認められません）

上記に類する状態として津市が認める場合

保護者が病気、負傷または心身に障がいがある

母親が出産前後（出産予定日の前後２カ月程度）

被雇用者（会社員、パート、
アルバイト、臨時社員など）

●就労（予定）証明書（雇用主等による証明が必要）
※月60時間以上の就労が確認できない場合は、求職として申請
※産休明け・育休明けの利用申し込みの場合は、職場復帰日の記入が必要
●就労申告書自営業
●就労申告書（内職業者からの証明が必要）
●就労申告書
●水稲共済細目書異動申告書の控え（写し）または耕作状況証明書
●賃借契約書の写し（耕作地を賃借している場合）

内職

農業

●妊産婦医療費受給資格者証の写し、または出産予定日が分かる書類
（例…妊娠証明書の写し、母子健康手帳の写しなど）

●意見書

●意見書（要介護者・要看護者のもの）
●介護・看護・付添状況申立書
●り災証明書
●申立書
●求職中の支給認定に係る誓約書
※求職中で就職した場合は、必ず月60時間以上で就労
●在学（在籍）証明書の原本（受講期間が明記されたもの）
●受講状況が分かるカリキュラムなどの写し
●合格通知書（就学予定の場合）
●就学状況申立書
●その他保育の必要性を証明できる書類（津市が認めたもの）

市内の保育所等一覧
保育所名（公立） 住　所 電話番号

認定こども園（幼保連携型）保育所

来年４月以降も引き続き利用を希望する場合
　就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を
通じて書類を配布しますので、就労証明書など保育
を必要とすることを証明する書類を添えて、期日ま
でにご利用の各保育所等に提出してください。ま
た、現在利用している保育所等から別の保育所等へ
転園を希望する場合は、転園申請書も併せて提出し
てください。なお、幼稚園や教育を提供する認定こ
ども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異な
りますので、詳しくはお問い合わせください。

９月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
　９月分から来年の８月分までの保育料は、平成29
年度の市町村民税額に基づいて算定されるため、９
月分から保育料が変更になります。切り替え後の金
額は、ご利用の各保育所等を通じてお知らせします。
なお、保育料は、保護者の市町村民税額の合計に
よって決まりますが、津市に保護者の課税情報がな
く、またそれらに関する書類の提出がない場合は、
適正に算出されません。場合によっては、さかの
ぼって保育料を変更することがあります。

現在保育所等を利用している人へ

栗真保育園
立誠保育園
観音寺保育園
相愛保育園
高洲保育園
中央保育園
乙部保育園
橋南保育園
雲出保育園
高茶屋保育園
北口保育園
野村保育園
ひとみね保育園
こべき保育園
北部保育園
千里ヶ丘保育園
上野保育園
芸濃保育園
安濃保育園
川合保育園
高野保育園
八知保育園

栗真小川町
島崎町
観音寺町
相生町
高洲町
中央
寿町
船頭町津興
雲出伊倉津町
高茶屋三丁目
久居北口町
久居野村町
久居一色町
久居元町
久居北口町
河芸町千里ヶ丘
河芸町上野
芸濃町椋本
安濃町曽根
一志町八太
一志町高野
美杉町八知

232－3218
228－6342
227－5910
228－2062
225－3157
226－4120
226－0115
228－6344
234－3940
234－2063
255－4566
256－0303
252－0854
256－3331
256－3679
245－0098
245－1167
265－2027
268－2761
293－1633
293－0024
272－0224

保育所名（私立） 住　所 電話番号
白塚愛児園
高田保育園
津愛児園
清泉愛育園
三重保育院
三重保育院乳児保育所
片田保育園
つ保育園
泉ヶ丘保育園
大里保育園
公園西保育園
豊野保育園
ひかり保育園
藤水保育園
志登茂保育園
上浜保育園
はなこま保育園
第二はなこま保育園
風の子藤水保育園
大川乳幼児保育園
すぎのこ保育園
久居保育園
風の丘藤水保育園
ゆたか保育園
さくら保育園
美里さつき保育園

白塚町
一身田町
桜橋三丁目
南丸之内
柳山津興
柳山津興
片田志袋町
藤方
野田
大里睦合町
長岡町
一身田豊野
半田
藤方
一身田平野
上浜町五丁目
高茶屋小森町
高茶屋小森上野町
雲出島貫町
大谷町
久居中町
久居西鷹跡町
戸木町
河芸町中別保
河芸町影重
美里町五百野

232－3214
232－2075
226－0117
228－6380
228－4406
228－4406
237－0585
225－5255
237－1655
232－1522
224－0150
231－1364
226－8085
225－1501
231－1854
227－7592
235－5665
238－1616
238－0355
080-9370-5783
255－5100
259－0080
253－7708
245－1128
245－1163
279－2000

施設名（公立） 住　所 電話番号
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

神戸
香良洲町
白山町南出

229－3167
292－2511
264－0080

施設名（私立） 住　所 電話番号
藤認定こども園
津カトリックこども園
ぼだいじこども園
認定こども園杜の街ゆたか園
認定こども園みらいの森ゆたか園
認定こども園こどもの杜ゆたか園
（仮）幼保連携型認定子供園 清泉幼稚園
（仮）ルーテル二葉認定こども園
（仮）NOBENOこども園

豊が丘二丁目
西丸之内
南中央
河芸町杜の街一丁目
河芸町三行
一身田上津部田
南丸之内
南が丘一丁目
久居井戸山町

271－6970
227－2512
228－7473
244－1166
244－1515
236－6100
228－5341
226－9945
255－4316

地域型保育事業（事業所内保育所）
施設名（私立） 住　所 電話番号

つまちなか保育園 大門 253－5454

地域型保育事業（小規模保育事業A型）
施設名（私立） 住　所 電話番号

どんど子保育園
えがお保育園

久居寺町
久居寺町

254－6080
253－7277

※公立認定こども園は平成30年４月１日開園予定です。また津みど
　りの森こども園の開園までの問い合わせ先は子育て推進課です。

※（仮）幼保連携型認定子供園 清泉幼稚園、（仮）ルーテル二葉認定こども
　園、（仮）NOBENOこども園は平成30年4月開園予定です。また、（仮）
　NOBENOこども園の開園までの問い合わせ先はのべの幼稚園です。
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高齢者外出支援事業

９月18日      は敬老の日
敬老事業にご参加ください

1
TSU NEWS

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

高齢者の皆さんが豊かに暮らすために

　「敬老の日」は、多年にわたり社会に尽くして
きた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日です。高齢者
の皆さんが、いつまでも健康で元気に毎日を過ご
すことができるのは、とても幸せなことです。こ
れからも、安心して自立した生活を送ることので
きる地域社会を目指していきます。
　それぞれの地区では、
各地区社会福祉協議会
が「敬老の日」にちな
んで敬老事業を開催し
ますので、ぜひご参加
ください。

　80歳、90歳の節目の人に敬老祝商品券を、
100歳の節目の人に敬老祝金をお贈りします。９
～10月中旬に、敬老祝商品券は配達業者を通じ
て、敬老祝金は直接お届けします。
対　象　市内に１年以上居住している80・90・
100歳の人
●80歳…昭和11年９月17日～昭和12年９月16日
に生まれた人
●90歳…大正15年９月17日～昭和２年９月16日
に生まれた人
●100歳…大正５年９月17日～大正６年９月16
日に生まれた人

月･祝 80歳・90歳・100歳の節目の
皆さんに敬老祝金を贈ります

2
TSU NEWS ９月25日　 から  シルバーエミカの申請・交付を開始

　2,000ポイントの乗車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」の申請・交
付を開始します。シルバーエミカは申請したその
場で受け取ることができ、その日から路線バスや
コミュニティバスなどで利用できます。

対　象　65歳以上(平成30年３月31日までに65
歳になる人を含む)

受付時間　８時30分～17時15分(土・日曜日、祝
日を除く)

申請・交付場所　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)

申請に必要なもの
　●マイナンバーカード
　●マイナンバーカード作成時の暗証番号(利用
　者証明用電子証明書暗証番号)

　●シルバーエミカ発行時に利用するマイキーID
　登録用パスワード(任意の６～16桁の半角英
　数字)　

※広報津８月1日号で暗証番号を「４桁」と案内
しましたが、安全性を高めるために「任意の６
～16桁の半角英数字」に変更になりました。

申請・交付の流れ

対象となる交通機関　
▶乗車ポイントで運賃支払いができる交通機関
　●三重交通グループの路線バス
　●NPO法人バスネット津の「ぐるっと・つー
　バス」
▶シルバーエミカの提示で乗車無料になる交通機関
　●津市コミュニティバス

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

申請書を記入する

マイナンバーカードの暗証番号を入力する

シルバーエミカ発行時に利用する
マイキーIDとパスワードを登録する

シルバーエミカの裏面に名前を記入して受け取る
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3
TSU NEWS

4
TSU NEWS

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001　各総合支所市民福祉課（市民課）

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001　各総合支所市民福祉課（市民課）

福祉医療費受給資格証の更新
9月中に手続きを！

不育症治療費を助成します
保険適用外の検査費など

保険適用となるものは福祉医療費助成で保険適用となるものは福祉医療費助成で
　不育症治療費助成制度は保険適用外の検査費や治療費を対象としていま
すが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは福祉医
療費助成制度で助成が受けられます。
　津市では、妊娠５カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額
の一部を福祉医療費助成制度で助成していますので、母子健康手帳の交付
を受けたら併せて手続きを行い、「福祉医療費受給資格証」の交付を受け
てください。助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合
わせください。

　福祉医療費受給資格証の更新手続きが必要な人
は、早めに手続きを行ってください。９月中に更
新手続きを行わないと、受給資格を失って医療費
の助成が受けられなくなります。
　10月以降に手続きを行った場合は、改めて受
給資格申請手続きが必要になり、申請月初日の診
療分からの助成になります。詳しくは、保険医療
助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお
問い合わせください。

更新手続きが必要な人
●精神障がい者医療費を受けている人
●障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・
一人親家庭等医療費・子ども医療費を受けてい
る人のうち「更新申請書」が届いた人
※更新手続きが不要な人には、「新しい受給資格
　証」または「受給資格喪失のご案内」を送付し
　ています。

 不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産など
を繰り返して、子どもを持つことができないこと
をいいます。津市では不育症の治療を受ける人の
経済的負担を軽減するために検査費や治療費など
の一部を助成しています。
助成の内容　１治療期間に受けた保険適用外の検
査費や治療費

※１治療期間とは…その妊娠に係る不育症治療を
開始した日から、出産(流産、死産などを含む)
により不育症治療が終了するまでの期間

助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算して
５回まで)

対象者(次の全ての要件を満たす人)
●法律上の夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住している人
●夫婦の前年の所得(１～５月の申請は前々年の
所得)の合計額が730万円未満の人(諸控除があ
ります)
●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養
者

申請方法
　必要書類を保険医療助成課または各総合支所市
民福祉課(市民課)へ提出
※郵送の場合は簡易書留郵便で提出
申請に必要なもの
●不育症治療費助成申請書
●不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた
医療機関で証明を受けてください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、
発行後３カ月以内のもの)
　※個人番号の記載があるものは使用できません。
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
(４～５月に申請する場合は前年度のもの)　
　※所得がない場合でも提出が必要
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　
　※住民票で夫婦関係が確認できない場合に必要
●預金通帳
●印鑑(スタンプ印を除く)
申請期限　不育症治療が終了した日から60日以内



広報 つ！　平成29年９月１日号14

海浜公園内運動施設管理事務所（10月１日　から）

ビジネスカフェの様子

6
TSU NEWS

問い合わせ　経営支援課　　236－3355　　236－3356
ビジネスカフェを開催
和やかな雰囲気の中で

　起業・創業を考えている人や
開業後間もない人の「学び」と
「交流」の場として、ビジネス
カフェを開催しますので、お気
軽にご応募ください。
内　容　美容などの生活関連サー
　ビスを主としたプチセミナー、交流会など
定　員　抽選18人
申し込み　９月22日(金)17時までに、電話、ま
　たはファクス、Ｅメールで応募用紙を経営支援
　課(Ｍ229-3360@city.tsu.lg.jp)へ
※応募用紙は、津市ビジネスサポートセンターの
　ホームページからダウンロードできます。
※９月28日(木)までに応募結果を連絡します。
※証券・金融・保険商品などの販売や投資あっせ
　んを目的とする人、他の交流会・セミナーなど
　への勧誘を目的とする人は対象外とします。

9 30 14:00~16:00
津市ビジネスサポートセンター(あのつピア１階)

5
TSU NEWS

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247
津地域運動施設の受付窓口を変更します

　10月１日(日)のサオリーナのオープンに伴い、
津市体育館・津市民プールを９月30日(土)をもっ
て閉館します。津市体育館は昭和41年から、津
市民プールは昭和48年から、長きにわたるご利
用ありがとうございました。
　これまで津市体育館で行っていた津地域運動施
設の利用受け付けは、海浜公園内運動施設管理事
務所で行います。利用申請や利用料金の支払いの
際など、お間違えのないようにお願いします。
　なお、施設を利用していただくために必要な鍵
の受け渡しは、津球場公園内野球場管理事務所で
も行います。
津地域運動施設（10施設）
古道公園内テニスコート、古河公園
内テニスコート、入江公園内テニス
コート、海浜公園内テニスコート、
津球場公園内野球場、北部運動広
場、西部運動広場、乙部公園内運動広場、南部緑
地公園内運動広場、海浜公園内陸上競技場

9月30日   閉館 津市体育館・津市民プール

　津市ビジネスサポートセンターでは、相談窓口
を設置しています。ビジネスプランの立て方や、開
業後の課題などに対するアドバイスを
中心に、専門家による無料相談や少人
数からの勉強会、各種セミナーなどの
支援メニューを用意しています。 津市ビジネスサポート

センターホームページへ

ところ　〒514-0012 末広町24-32
営業日　年末年始(12月29日～１月３日)を除く全日
受付時間　９時～21時30分
問い合わせ　Ｔ225-3171　Ｆ229-0189
※電話・ファクス番号は、津市体育館の番号を引
　き続き使用

津市体育館・
津球場公園内
野球場

近
鉄
名
古
屋
線

Ｊ
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紀
勢
本
線

津新町

市本庁舎

養正小 東橋内中
敬和小

中消防署
23

163

114

508

42

561

津なぎさまち

海浜公園内運動
施設管理事務所
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土
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映画名曲コンサート～映像を彩ったメロディたち～
時　間　13時～
出　演　兼重直文さん(三重大学教授、ピアノ・トーク)、荒木まどかさん(ハープ)、
　　　　風呂矢早織さん(ピアノ)、佐波真奈己さん(声楽)
映画上映「秋刀魚の味」
時　間　14時30分～16時45分(予定)
内　容　津市にゆかりのある世界的映画監督・小津安二郎氏の最後の作品。　
　　　おかしさと悲しさの入りまじった家族の物語です。

第3回 彼岸花映画祭 in 津
問い合わせ　文化振興課　　229-3250　　229-35448

TSU NEWS

　20回記念大会の今年は、元中日
ドラゴンズ選手の井上一樹さん
と、2017美し国三重市町対抗駅
伝津市代表選手の有志の皆さんを
ゲストランナーにお招きして開催
します。参加者には温泉日帰り入
浴券をプレゼント！

11 19 9:00~
榊原温泉郷周辺日

種目・対象・費用

※20歳未満の人は申し込みに保護者の同意が必要
申し込み　スポーツ振興課または久居体育館、各
総合支所地域振興課にある大会要項で詳細を確
認の上、大会要項に添付された払込取扱票へ必
要事項を記入して郵便局から申し込むか、参加
料を添えて久居体育館へ　※ウェブサイト「ス
ポーツエントリー」からの申し込みも可能
申込期間　９月１日(金)～10月２日(月)

9 30 草生公民館集合   ※雨天時は 10月１日土
　人気のハイキングコースとして親しまれている経ヶ峰。標高819ｍの山頂
からの眺望は最高です。
費　用　300円(傷害保険代含む)
申し込み　各総合支所にある申込用紙に必要事項を記入し、直接地域連携
課、各総合支所地域振興課、安濃体育館に持参するか、ファクスで安濃総
合支所地域振興課へ

9:00~開会式
日

9 30 三重大学 三翠ホール（栗真町屋町）※公共交通機関の利用にご協力ください。土 12:30開場

ハーフ
10㎞
５㎞
３㎞
1.5㎞

高校生以上
高校生以上
高校生以上
中学生
小学生

１組５人まで

3,000円
2,000円
1,500円
500円
500円

１組1,000円

種　目 対　象 参加費

ファミリー
（２㎞、計測なし）

第20回記念 ひさい榊原温泉マラソン参加者募集
元中日ドラゴンズ・井上一樹さんと走ろう！

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8803　　255－09609
TSU NEWS

経ヶ峰ハイキング参加者募集
問い合わせ　安濃総合支所地域振興課　　268－5511　　268－33577

TSU NEWS

元中日ドラゴンズ選手
井上一樹さん

「秋刀魚の味」©1962 松竹株式会社
出演：岩下志麻、笠智衆



○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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昨年の演目 能「葵上」

環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー（津地域）
都市政策課
　229－3290　　229－3336

９月10日は屋外広告の日

教育研究支援課
　229－3528　　229－3017

子どもたちの学習成果の展示

文化振興課
　229－3250　　229－3544

霧山薪能と茶会、箏の演奏

交通政策課
　229－3289　　229－3336

９月20日はバスの日

総務課
　229－3112　　229－3255

平成29年就業構造基本調査

環境保全課
　229－3259　　229－3354

野外焼却の禁止

お知らせ

とき（９月） 内　容展示会名

津市教育
科学展

９日㈯・10日㈰
いずれも９時～16
時30分
16日㈯９時～17時
17日㈰９時～16時
30分

津市社会
科展

理科の
自由研究

社会科の
自由研究

休日納付相談・
納付窓口
９月24日■
9:00～16:00

日

●市税…収税課(市本庁舎２階、
Ｔ229－3136)、特別滞納整理推
進室(市本庁舎２階、Ｔ229－
3216)
●国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料…保険医療助成課
(市本庁舎１階、Ｔ229－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
本庁舎１階、Ｔ229－3149)
●利用者負担額(保育料)…子育
て推進課(市本庁舎１階、Ｔ229－
3167)

イベント

こと

屋外広告物の例

広告旗

広告板

はり紙 壁面広告

壁面広告

立看板

サインポール

気球広告
屋上広告

広告塔

電柱
広告

突出広告

広告幕

　私たちのまちをき
れいにするため、ぜ
ひご参加ください。
と　き　９月24日(日)７時～９
時(小雨決行)　※荒天時は10
月１日(日)に延期

ところ　津地域の道路や公園など

　ごみの焼却は、原則禁止され
ています。ごみを焼却すると、
悪臭や煙が発生し、近隣の迷惑
になるだけでなく、ダイオキシ
ン類が発生するなどの問題もあ
ります。家庭で出たごみは焼却
せずに、決められた収集日に出
してください。
　禁止の例外として、風俗慣習
上や宗教上の行事を行うために
必要な焼却や、農林漁業を営む
ためにやむを得ない焼却などが
ありますが、近所迷惑にならな
いよう、風向きや付近の状況に
十分な配慮をお願いします。

　看板などの広告物は、情報の伝
達やまちの活性化に不可欠なも
のですが、無秩序に設置すると自
然の景観やまちの美観を損ない
かねません。また、管理が適切で
ない場合は、転倒や落下によって
通行人がけがをする恐れもありま
す。このため、屋外に設置する広
告物には、県屋外広告物条例に
よって設置場所や大きさ、その他
の規格にさまざまな規制がありま
す。例えば、店舗や営業所などに
営業用の広告物を設置するときに
は、表示面積が１方向につき10㎡
を超える場合に許可が必要です。

　明治36(1903)年９月20日、
京都で乗合自動車の運行が始ま
り、この日が日本のバス事業の
始まりといわれています。
　この機会に、身近で便利な公
共交通手段であるバスの良さを
再認識し、地球温暖化の防止な
どのためにもバスを利用してみ
ませんか。

　就労状況、就業に関する希望
や就業異動、育児・介護の有無
などについて調査を実施します。
　対象となった世帯には、９月
上旬から、統計調査員証を携帯
した調査員が伺いますので、ご
協力をお願いします。

　津地域小中学生の夏休みの自
由研究を展示します。

ところ　いずれも津リージョン
プラザ３階生活文化情報セン
ター(展示室)・ギャラリー

　池泉回遊式の庭園美を堪能し
ながらの茶会や箏の演奏、夕刻
からは荘厳な雰囲気の中で繰り
広げられる能・狂言の幽玄の世
界をお楽しみください。
と　き　９月30日(土)　茶会と
箏の演奏…14時30分～16時30
分　薪能…17時30分～20時
ところ　北畠神社境内(美杉町上
多気)　※雨天の場合、多気地
域住民センター(多気出張所)
および美杉多気体育館で開催
内　容
●茶会(白山高校茶道部)
●箏演奏(セントヨゼフ女子学園
　高校・中学校箏部)
●能「小鍛冶」喜多流 長田驍さ
　んほか
●狂言「伯母ヶ酒」和泉流 今枝
　郁雄さんほか
●仕舞「養老」「歌占」「六浦」
　「柏崎」「猩々」

こ　　か　　じ

お　　ば　　が　 さけ

よう　ろう

かしわ ざき しょうじょう

うた　うら む　つ　ら



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

介護保険課
　229－3149　　229－3334

地域密着型サービス事業者の公募

人権教育課
　229－3249　　229－3017

日本語指導ボランティア

文化振興課
　229－3250　　229－3544

文芸入門講座

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

ジュニアフェンシング教室

久居総合支所生活課
　255－8841　　256－7666

小中学生による
人権に関するポスター展

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

市民人権講座

建築指導課
　229－3187　　229－3336

美里総合支所
木造住宅の耐震相談会

人権教育課
　229－3249　　229－3017

第９期日本語指導ボランティア
養成講座

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

森林セラピーの郷で
アサギマダラに出会う旅

講座名 とき（10月） 講　師
４日㈬
10時～12時
４日㈬
13時30分～15時
30分

５日㈭
13時30分～15時
30分
13日㈮
14時～15時30分

５日㈭
10時～12時

俳句講座

短歌講座

川柳講座

詩講座

エッセイ・
小説講座

６日㈮
19時30分～

とき（10月） 内容・講師

13日㈮
19時30分～

津市反差別青少年友の会の活動
の意義と今後の目標
原田朋記さん
（ヒューリアみえ研究員）

今まで出会った子どもたち
稲垣満佐代さん
（ヒューリアみえ研究員）

山崎満世さん

中川左和子さん

阪本きりりさん

藤田明さん
松嶋節さん

北川朱実さん

　久居地域の小学５・６年生と
中学生が描いた人権に関するポ
スターを展示します。
と　き　９月16日(土)～24日
(日)９時～22時
ところ　イオン久居店２階(久居
明神町)

とき・内容など

ところ　白山市民会館
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　各200人程度　※１講座
のみの受講も可能

　

　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　９月20日(水)10時～15時
ところ　市美里庁舎１階ロビー
申し込み　電話で建築指導課へ

　地域密着型サービスの整備を
推進するため、地域密着型サー
ビス事業者を公募します。応募
方法など詳しくは、津市ホーム
ページをご覧ください。
公募対象サービス
●定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護

　海を越えて旅する蝶「アサギ
マダラ」。フジバカマの花畑を優
雅に舞うアサギマダラと紅葉が
始まった初秋の太郎生を満喫し
ませんか。
と　き　10月15日(日)10時～15
時　※９時30分から受け付け
ところ　美杉町太郎生地内(太郎
生出張所集合)
定　員　先着50人
費　用　2,000円(保険代、昼食代)
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
申込期間　９月11日(月)～10月
６日(金)　

　普段何気なく使っている日本
語を見直し、再発見する楽しさ
を感じながら、一緒に学んでみ
ませんか。
と　き　10月～来年３月の第２・
４土曜日13時30分～15時30
分(全12回)
ところ　中央公民館情報研修室
定　員　先着20人
申し込み　電話またはファクス
で人権教育課へ
申込開始日　９月４日(月)
　

津市教育委員会では、日本語が
分からなくて困っている子ども
たちを対象に、初期日本語教室
「きずな」を開催しています。そ
こでご協力していただける日本
語指導ボランティアを募集します。
と　き　月～金曜日９時～11時

15分　※参加回数などは応相談
ところ　中央公民館作業室
申し込み　電話で人権教育課へ
　

　「津市民文化」市民文芸広場各
部門の選者による入門講座を開
催します。テキストは「津市民
文化」第11号(500円)を使用し、
当日会場でも販売します。
とき・内容など　

ところ　いずれも津リージョン
プラザ第２会議室
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　先着各30人
申し込み　電話で文化振興課へ
申込期間　９月６日(水)～25日(月)

と　き　10月29日～12月10日
の毎週日曜日９時30分～12時
(全６回)　※11月19日は休講
ところ　三重武道館柔剣道場(産
業・スポーツセンター内)　※
10月29日・11月12日はサオ
リーナフィットネススタジオ
対　象　市内に在住・在学の小中学生
定　員　抽選15人(初めての人優先)
費　用　4,000円(傷害保険料を含む)
申し込み　スポーツ振興課または
津市スポーツ協会、津市体育
館、津市民プール、久居体育館、
各総合支所地域振興課にある所
定の用紙に必要事項を記入し、
直接窓口またはファクスで提出
締め切り　９月25日(月)



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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人事課
　229－3106　　229－3347

職務経験者対象
平成30年度採用津市職員

津リージョンプラザ
　229－3300　　229－3344

津市民文化祭音楽部門出演団体

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市民スポーツ・レクリエーション
フェスティバル「カローリング大会」

募　　集

部　門 とき（来年） ところ

太鼓演奏 １月21日㈰
13時～

３月11日㈰
13時～
３月17日㈯
18時30分～

２月18日㈰
12時30分～
３月４日㈰
10時～

器楽音楽

合唱音楽

三曲

軽音楽

白山総合文化セン
ター
しらさぎホール

津リージョンプラザ
お城ホール

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

　受験資格などの詳細は、現在
配布中の受験案内や津市ホーム
ページをご覧ください。
募集職種　事務職４人程度、技
術職(土木)１人程度

締め切り　９月29日(金)

と　き　10月22日(日)８時30分
～17時
ところ　サオリーナサブアリー
ナ
対　象　小学４年生以上
定　員　先着32チーム　※１チー
ム３～６人(監督と選手兼任可)

費　用　１チーム1,000円(当日
徴収)

申し込み　スポーツ振興課また
は津市体育館、各総合支所地
域振興課にある所定の申込用
紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、ファクスで
スポーツ振興課(〒514-0056 
北河路町19-1 メッセウイン
グ・みえ内)へ
申込期間　９月８日(金)～29日(金)

　

　
対　象　市内に活動拠点を置く
音楽団体(軽音楽は音源による
審査があり、それ以外は応募
者多数の場合に選考を行うこ

とがあります。)
　申し込み　リージョンプラザま
　たは文化振興課、各総合支所
　地域振興課、教委生涯学習課、
　各公民館、各ホールにある所
　定の応募用紙に必要事項を記
　入し、10月31日(火)までに直
　接窓口または郵送、ファクス、
　Ｅメールで津リージョンプラ
　ザ(〒514-8611 住所不要、М
　229-3300＠city.tsu.lg.jp)へ
　※軽音楽は、ファクス・Ｅメー
　ルでの申し込みはできません。
※出演料など詳しくは、募集要
項をご覧ください。募集要項・
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。

昨年度の合唱音楽部門の様子

認知機能アップ教室参加費無料！
参加者
募集

　６回コースの教室で、自宅でできる運動、脳
トレーニング、運動レクリエーション、お口の
体操、講話などを行います。楽しみながら認知
症の予防に取り組みましょう。
対　象　65歳以上

定　員　各30人程度
申し込み　希望する会場の問い合わせ先に直接
　お申し込みください。
持ち物　タオル、水分補給用の飲み物、筆記用
　具など

問い合わせ　地域包括ケア推進室　　　229-3294　　229-3334

みえ医療福祉生活協同組合
地域支援センターえがお２階
つどいホール(柳山津興)

みえ医療福祉生活協同組合
Ｔ213－866814時～

15時～

10時～

13時30分～

10月11日
㈬

10月11日
㈬

10月11日
㈬

10月11日
㈬

10月17日
㈫

10月13日
㈮

10月６日
㈮

10月25日
㈬

10月25日
㈬

10月25日
㈬

10月25日
㈬

10月31日
㈫

10月27日
㈮

10月20日
㈮

11月８日
㈬

11月８日
㈬

11月８日
㈬

11月８日
㈬

11月14日
㈫

11月17日
㈮

11月３日
（金・祝）

11月22日
㈬

11月22日
㈬

11月22日
㈬

11月21日
㈫

11月28日
㈫

11月24日
㈮

11月17日
㈮

12月13日
㈬

12月13日
㈬

12月６日
㈬

12月12日
㈫

12月12日
㈫

12月８日
㈮

12月１日
㈮

12月27日
㈬

12月27日
㈬

12月20日
㈬

12月26日
㈫

12月26日
㈫

12月22日
㈮

12月15日
㈮

13時30分～

13時30分～

13時30分～

高茶屋市民センター
(高茶屋四丁目)

シルバーケア豊壽園
高茶屋居宅介護支援センター

Ｔ238－4165
しおりの里
(野田)

しおりの里
Ｔ239－1313

白塚団地集会所
(白塚町)

白塚ケアサービスセンター
シルバーケア豊壽園

Ｔ236－4010

久居保健センター
(久居新町)

久居ケアサービスセンター
シルバーケア豊壽園

Ｔ254－3600
アサヒスポーツクラブ千里

(河芸町上野)
ジャパンスポーツ運営

Ｔ253－8537
介護老人保健施設あのう
(安濃町東観音寺)

介護老人保健施設あのう
Ｔ267－1800

会　場 問い合わせ・申し込み時　間教室開催日（全６回）
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　市指定無形民俗文化財の｢ざるやぶり神事｣が行われ、
激しいざるの奪い合いで会場は熱気に包まれました。

　森林セラピー基地でのウオーキングイベントで、魚のつ
かみ捕りや流しそうめん、水鉄砲などを楽しみました。

勇壮ざるやぶり神事
７月15日 　八雲神社(河芸町一色)

魚がいっぱい、魚つかみ
７月23日 　美杉町八知

廊下を全力でかけた！
７月９日　旧辰水小学校

異文化交流でカムサハムニダ
６月23日　一志東小学校

　明合幼稚園の園児が夕涼み会で盆踊りを踊ったり、宝探
しなどのゲームをしたりして夏の夕暮れを楽しみました。

みんなで楽しく踊ったよ
７月15日　明合幼稚園

　｢たつみずフェスタ｣が開催されました。雑巾がけ
レースやクイズ大会、コロッケなどが振る舞われ、
600人を超える来場者でにぎわいました。

　一志東小学校４年Ａ組の児童29人が、一志地域
在住の金さんから韓国語のあいさつを学んだり、韓
国から寄付された民族衣装を試着したりしました。

　｢七夕☆星祭り｣で作品展示や生け花な
どの創作体験、太鼓などのステージ発表
のほか、新久居音頭や津のまち音頭を
踊ってたくさんの人が楽しんだよ♪

レッツ☆ダンス
７月１日 　久居総合福祉会館

シロモチくん



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成29年９月１日号20

お知らせ

イベント

裁判員裁判の実施状況
　平成21年５月21日のスタート
から８年が経過した裁判員制
度。平成28年12月末時点、裁判
員に選ばれた人は５万4,964人
で、裁判所に来ていただいた平
均日数は約5.6日です。また、ア
ンケート結果から、裁判員に選
ばれる前後では気持ちに変化が
見られ、多くの人が充実感を
持って裁判員としての職務に従
事したことが分かります。詳し
くは、裁判員制度ホームページ
をご覧ください。
　津地方裁判所(　226－4171)

路線バスの迂回運行
　上下水道工事に伴う交通規制
のため、迂回運行を行います。
該当路線は城山線、迂回区間は
千歳ヶ丘停留所～垂水停留所で
す。ご迷惑をお掛けしますが、
よろしくお願いします。
　９月下旬～来年３月下旬９時
30分～16時30分(日曜日は通常
運行)　※詳細は決定次第現地バ
ス停に掲示
　三重交通
中勢営業所
(　233－
3501)

中退共制度にお任せ！会社の退
職金制度
　国がサポートする中小企業の
ための退職金制度です。国の制
度だから｢安心｣、掛け金が全額
非課税だから｢有利｣、社外積み
立てで管理するから｢簡単｣で
す。詳しくは中小企業退職金共
済事業本部ホームページをご覧
ください。

　同事業本部(　03－6907－1234)

知ってますか？建退共制度
　国の制度なので安全・確実、
掛け金は損金扱い等で、国が一
部補助します。退職金の計算は
企業間を通算して行われ、経営
事項審査でも加点があります。
詳しくは、建設業退職金共済事
業本部ホームページをご覧くだ
さい。
　同事業本部(　03－6731－2866)

福祉・介護の就職フェア
　９月24日(日)13時～15時30分
　ホテルグリーンパーク津６階
(羽所町)　　就職活動支援、求
人情報の提供、福祉施設の個別
面接会など　　福祉・介護の職
場に関心のある人　※託児あり、
９月19日(火)までに要予約
　三重県福祉人材センター(　
227－5160)

囲碁将棋サロン
　毎週金曜日
13時～17時
　ポルタひさ
い２階交流活
動室Ｃ　　自
由対戦方式　　　60人
　成美地区社会福祉協議会ふれ
あいサロン(　256－7361)

消費税軽減税率制度等説明会
　10月16日(月)14時～15時30
分、10月17日(火)10時～11時
30分　　河芸公民館大ホール　
　軽減税率制度の概要や制度対
応に係る支援制度など事業者向
けの説明　
　津税務署(　228－3131) 

白山分屯基地開庁45周年記念行事
　５年に１度のイベントです。
気軽に遊びに来てください。

※荒天の場合中止
　９月17日(日)11時～14時　　
航空自衛隊白山分屯基地(白山町
大原)　　ペトリオット器材と軽
装甲機動車の展示など
　同担当(　269－3111)

第23回みえ県民文化祭
マンドリンとギターの仲間大集
合inはくさん
　９月17日(日)13時～17時　　
白山総合文化センターしらさぎ
ホール　　県内のギターマンド
リン活動団体による合同演奏会
　三重県ギターマンドリン連盟
(　059－352－8664)

拙堂生誕220年記念パネルディ
スカッション～津の生んだ偉大
な学者齋藤拙堂に学ぶ～
　江戸時代末期に津藩校有造館
の第３代督学(校長)として全国
的に活躍した漢学者齋藤拙堂の
業績を、パネルディスカッショ
ンを通じて顕彰します。
　９月18日(月・祝)13時30分～
15時30分　　中央公民館ホール
　　200人
　齋藤拙堂顕彰会事務局(　226－
2722）

平成29年度里親説明会
　親の病気や事故、
養育困難など、さ
まざまな理由で保
護者と一緒に暮ら
せない子どもたち
を家庭へ迎え入れ、温かい愛情
をもって育てる里親について学
んでみませんか。　※事前申し込
み不要
　９月29日(金)13時30分～15
時30分　　橋西地区市民セン
ター(松阪市川井町)　　里親制
度の説明、里親体験談、質問コー
ナー 
　県児童相談センター(　231－
5669)

う　 かい



　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　

　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(〒
514－0056 北河路町19-1 メッセウ
イング・みえ１階、　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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申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

個人戦：小中学生、高校生
団体戦：大学生以上（一般の部）

先着50人
先着50人
500人
制限なし
先着

16チーム

先着60人

先着
24チーム

18チーム

250人

40チーム

９チーム

５チーム

制限なし

制限なし

制限なし

500人

600人

28チーム

９月５日㈫～15日㈮

９月５日㈫～30日㈯

９月５日㈫～10月10日㈫

９月11日㈪～10月13日㈮

９月５日㈫～10月31日㈫

９月５日㈫～29日㈮

９月１日㈮～15日㈮

当日受け付け
９月８日㈮～22日㈮
９月14日㈭～29日㈮

９月５日㈫～15日㈮

９月５日㈫～29日㈮

９月５日㈫～22日㈮

９月５日㈫～22日㈮

９月15日㈮まで
９月５日㈫～15日㈮

９月30日㈯まで

10月13日㈮まで

９月５日㈫～28日㈭
９月５日㈫～10月19日㈭

剣道

卓球

ソフトバレーボール

グラウンドゴルフ

スポーツ吹矢

ラグビーフットボール

バレーボール
（一般男子の部） 芸濃総合文化センター内アリーナ

芸濃総合文化センター内アリーナ、河芸
体育館、朝陽中学校体育館

芸濃総合文化センター内アリーナ、芸濃
中学校体育館

津球場公園内野球場、安濃中央総合公園内
野球場、芸濃グラウンド、美里グラウンド

古道公園内テニスコート、橋南中学校テ
ニスコート

古道公園内テニスコート 中学３年生以上

久居体育館
津高校グラウンド（新町三丁目）

中学生
高校生以上

白山体育館、南が丘中学校体育館

一志中学校体育館、南が丘中学校体育館

河芸体育館

バレーボール
（中学男子の部）

バレーボール
（中学女子の部）

ソフトテニス
（中学生の部）

バスケットボール
（中学生の部）

バドミントン
（中学生の部）

ソフトテニス
（一般・シニアの部）

軟式野球
（一般の部）

ボウリング

陸上競技

９月24日㈰

10月15日㈰

10月22日㈰

10月17日㈫

10月29日㈰、11月３日（金・祝）

10月29日㈰

10月29日㈰

10月22日㈰・29日㈰、11
月３日（金・祝）

11月11日㈯・12日㈰

11月11日㈯

11月12日㈰
11月５日㈰

10月15日・22日、11月５
日・12日いずれも日曜日

10月22日・29日
いずれも日曜日

10月１日㈰
10月22日㈰
10月１日㈰
10月８日㈰

津グランドボウル（垂水）
久居ボウリングセンター（久居井戸山町）
三重交通Ｇ スポーツの杜伊勢（伊勢市）
安濃中央総合公園内体育館

小学生以上
小学生以上
小学生以上
18歳以上（高校生不可）

中学生男子チーム

中学生女子チーム

大学・社会人チーム

18歳以上（高校生不可）

久居中学校体育館

河芸第１・２グラウンド

一志テニスコート

18歳以上（高校生不可）

中学２年生以下の男子

18歳以上（高校生不可）

中学２年生以下の女子

中学生チーム

中学１・２年生

スポーツ吹矢経験者

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民体育大会

サッカー

ラグビーフットボール

簡単ヨガ

スローエアロビック

９月23日（土・祝）10：00～12：00
10月９日（月・祝）９：00～16：00
10月14日㈯10：00～12：00
10月16日・30日、11月13日・27日、12月11日
いずれも月曜日９：30～10：15（全５回）

10月16日・30日、11月13日・27日、12月11日
いずれも月曜日10：30～11：15（全５回）

サオリーナフィットネス
スタジオ

４歳～中学生
小学５・６年生（経験者）
小学５年生

海浜公園内陸上競技場
海浜公園内陸上競技場
海浜公園内陸上競技場

50人
120人
100人

先着各20人

18日㈯午前
18日㈯午後
19日㈰午前
19日㈰午後

乙種全種、丙種
甲種、乙種第４類

乙種第４類

とき（11月） 種　目

募　　集
危険物取扱者試験予備講習会
　９月27日(水)
９時～17時　
　三重県文化会
館２階大会議室
(県総合文化セ
ンター内)　　乙種第４類を受験
する人　　　70人　　7,000円
(テキスト代含む)
　９月13日(水)～25日(月)に津
市防火協会または各消防署(所)
にある所定の申込用紙に必要事
項を記入し、直接同協会窓口(津
市消防本部内)へ　※土・日曜日、

祝日を除く９時～16時
　同協会(　256－4222)

危険物取扱者試験

　18日は高田短期大学(一身田
豊野)、19日はサン・ワーク津
　甲種5,000円、乙種3,400円、
丙種2,700円　
　９月13日(水)～25日(月)に津
市防火協会、各消防署(所)にあ
る所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接、消防試験研究セ

ンターへ　※同センターホーム
ページからも申し込みできます。
　同センター(　226－8930)

久居ハロウィーンパレード参加者
　10月22日(日)13時30分～16
時予定　　久居まつりで約１㎞
をハロウィーンの仮装をしてパ
レード　※小学３年生以下は保
護者同伴　　500人
　９月15日(金)～10月15日(日)
に久居まつりハロウィーンパ
レード専用ホームページから
　久居まつり実行委員会事務局
(久居総合支所地域振興課内、　
255－8846)



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成29年９月１日号22

柔道・剣道・弓道・なぎなた

空手道・居合道・太極拳

１万5,000円

１万1,100円

種　目 受講料

募　　集
新入学留学生への生活支援物資
　大学の秋入学に伴い、新しい
留学生が来日します。不慣れな
日本での生活を支援するため、
石けん、洗剤、タオルなどの未使
用の日用品を提供してください。
　９月１日(金)～22日(金)　　
市本庁舎１階市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流課
内、　229－3146)

津市シルバー人材センター入会
説明会
　９月13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・軽易な仕事を探して
いる人
　同センター(　224－4123)

吉田沙保里トークショー
　第30回東海ブロック大会津大

会の第一分科会で、吉田沙保里
選手のトークショー「吉田沙保
里選手の“ガッ津”を学ぶ!!」を開
催します。
　10月21日(土)14時30分～17
時　※開場は14時　　サオリー
ナ　　　500人
　９月25日(月)までに専用サイ
ト(https://ws.formzu.net/dist/
S79487935/)に必要事項を入力
　津商工会議所青年部(　228－
9141)

武道教室(10月～３月)
　三重武道館

　小学１年生以上　※弓道は中
学１年生以上
　９月24日(日)までに三重武道
館にある所定の申込用紙に必要
事項を記入し同館へ(月曜日休

館)　※栗真中山町にある同館は
９月24日(日)に閉館し、10月１
日(日)に産業・スポーツセンター
内に移転します。
　同館(　231－0969)

津市民登山大会
　10月15日(日)７時30分～17時
　津球場公園第一駐車場集合　
　熊野古道馬越峠道コース　　
　40人　　3,000円(当日徴収)
　９月15日(金)までに往復はが
きで住所、氏名、年齢、性別、
電話番号、緊急連絡先を津市ス
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)へ　※往
復はがき１通につき２人まで記
入可(必着)
　内容に関すること…津峠の会
担当(　090 －
1291－7403)、
申し込みに関す
ること…同協会
事務局(スポー
ツ振興課内、　
229－3254)

太極拳初級講習会(見学可能)
　10月～来年３月の毎週木曜日
19時～21時　※月２回土曜日開
催の１年コースは来年３月に募
集　　橋南市民センター、橋南
会館　　１万1,000円(入会金
1,000円を含む) 
　９月29日(金)までに電話また
はファクス、Ｅメールで日中友好
協会三重県連合会
(　246－8580、　
226－7086、　tsu-
taikyoku@mie-
eiga.co.jp)へ

　個性を生かしたい！経験を生かしたい！自分の店を持ちたい！
そんな人の夢の実現を後押しします。入門から完成度の高いビジ
ネスプラン策定までを学ぶチャンスです。奮ってご参加ください。
と　き　10月28日、11月4日・11日・18日・25日いずれも土曜
　日10時～16時(全５回)
ところ　津商工会議所５階会議室(丸之内)
内　容　創業の心構え・マーケティング・資金調達などの講義と、
　ビジネスプラン作成・プレゼンテーション演習の実践
対　象　新たに創業を予定する人、創業後おおむね５年以内の人、
　第二創業を考えている人
定　員　先着30人
費　用　5,000円(税込)
申し込み　同会議所にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、
　ファクスまたはＥメールで同会議所(Ｔ228－7317、Ｆtsucci@
　ztv.ne.jp)へ　※申込用紙は同会議所ホームページからもダウ
　ンロードできます。
※当事業は創業サポーターソケッ津の創業支援の一環として行い
　ます。

つ創業塾

問い合わせ　津商工会議所中小企業相談所
　　　　　　Ｔ228－9141　Ｆ228－7317

はじめの一歩を応援します



　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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講　師内　容

ロコモとメタボ

運動と栄養

元気づくり体
験：１日の疲
れを残さない
アドバイス！！

山川徹さん
（伊勢赤十字病院
副院長）

石原領子さん
（鈴鹿医療科学大
学管理栄養士）

大澤裕美さん
（元気づくり大学
副学長）

健　　康

無料相談

三重中国語文センター生徒
　30～70
代の幅広
い年代の
皆さんと
すぐに使
える中国
語を一緒に勉強しませんか。費
用など詳しくは、三重県日本中
国友好協会へお問い合わせくだ
さい。
　毎週(初級は金曜日、中級は木
曜日、上級は水曜日)18時30分
～20時30分　　三重県日本中国
友好協会(北丸之内)
　電話またはＥメールで同協会
(　227-0470、　jimukyoku@
jcfa-mie.jp)へ

ドイツ語講座
　三重大学ドイツ人留学生によ
る語学講座で、ドイツ語会話の
基礎や文法について学びます。
クラスはレベル別に２つあり、
体験後に選択可能です。
　10月６日～12月15日の毎週金
曜日(全10回)　　アスト津５階
研修室　　１万2,000円(三重日
独協会会費を含む)
　電話で同協会事務局(　232－
0594)へ

女性マイカー点検教室
　10月14日(土)13時30分～16
時　　三重県自動車整備振興会
(桜橋三丁目)　　タイヤ交換や
発煙筒の使用方法などの点検実
技　　　50人　
　９月５日(火)から電話または
ファクスで住所、氏名、電話番
号を津安芸自動車整備組合(　
225－6511、　225－6512)へ

高齢期の暮らしやすい
整理収納セミナー
　10月17・24・31日、11月７
日いずれも火曜日14時～16時
(全４回)　　県生涯学習セン

ター２階小研修室(県総合文化セ
ンター内)　　高齢期を安心安全
に暮らすための整理収納につい
ての講座　　50歳以上　　　20
人　　各回800円
　９月８日(金)から電話または
ファクスでくらしの夢プラン担
当(　・　059－321－2970)へ

転倒予防教室
　９月28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
「介護保険制度について」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

住民健康講座
　９月14日(木)14時～15時　　
イオン久居店内子育て応援広場
はぐはぐ(久居明神町)　　西川
康さん(にしかわ小児科院長)に
よる講演「子どもによくある病
気と対処のしかた」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

三重県医師会健康教育講演会
　９月21日(木)14時～16時　　
三重県医師会館(桜橋二丁目)　

※講演前後に栄養相談有り
　三重県医師会事務局(　228－
3822)

がん医療に関する市民公開講座
　９月30日(土)第１部11時～12
時30分、第２部13時30分～15時
　アスト津４階アストホール　　
専門医、認定看護師による講演｢肺
がんから身を守る方法～毎日の
生活習慣の工夫から最新の治療
方法まで～」など　　　250人
　三重中央医療センター(　259－
1211)

薬を知る講座
　９月10日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階健康教
室　　｢最近の癌研究 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)

司法書士による法律相談
　９月13日(水)13時30分～16
時30分　　市本庁舎　　相続、
多重債務、金銭問題など　　　
８人　
　９月５日(火)８時30分から電
話で地域連携課(　229－3105)へ

10月１日～７日は公証週間
公証人による相談(要予約)
　遺言、相続、離婚、各種契約
などの相談に公証人が答えます。
　９月30日(土)10時～16時　　
津合同公証役場(丸之内養正町)
　10人　
　同公証役場(　228－9373)へ

全国一斉！法務局休日相談所
(予約優先)
　登記、境界、戸籍、国籍、人
権などの相談に法務局職員、司
法書士、土地家屋調査士、公証
人、人権擁護委員が答えます。
　10月１日(日)10時～16時　　
津地方法務局(丸之内)
　津地方法務局(　228－4191)へ

がん
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津市長活動日記「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

Mayor’s Column

津市長コラム「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマについて語ります

津市長　前葉　泰幸
　津市の海岸堤防は、昭和28年の台風13号と昭和
34年の伊勢湾台風による被害を契機として整備さ
れたものがほとんどです。築造から50年以上が経
過し、老朽化による防護機能の低下が懸念されて
います。
　現在、津南部の香良洲から栗真町屋までの海岸
堤防は、国が抜本的な改修を加えています。この
一帯は重要港湾・津松阪港の区域として、平成４
年度から始まった国直轄の事業が計画的に進めら
れているのです。香良洲漁港海岸については、津
市の管理のもとで事業を実施し海岸保全施設の整
備を完了しています。
　昨年春には志登茂川北側の三重大学から栗真環
境公園まで1.5kmの堤防改良工事が完成しまし
た。高さは６m、液状化対策のための地盤改良工
事も施され、高潮だけでなく津波への備えも強固
なものとなっています。本年度は志登茂川河口付
近と阿漕浦・御殿場工区の事業が進行中ですが、
さらに北の白塚河芸地域の皆さまからも整備を求
める声が多く寄せられてきています。
　ところが、これらの堤防は国のものではありま
せん。栗真環境公園から北へ1.2kmは三重県、そ
の北１kmは白塚漁港で津市、さらに0.8kmの県の
堤防を挟み、河芸漁港１kmは市、以北の2.9kmは
県のもの、と海岸の管理者が複雑に入り組んでい
るのです。
　県や市が海岸堤防をつくり直そうとしても、そ
の巨額の事業費を自治体独自で賄うことは困難で
す。国の交付金を受けて財源とする必要がありま
すが、それには国に交付金獲得のための要望活動
を行うところから始めなければなりません。津北
部海岸の場合、県管理部分を所管するのは国土交

通省水管理・国土保全局で、市管理部分は水産庁
になります。
　近年、南海トラフ巨大地震等による大規模な津
波の発生が危惧される中、住宅が密集する津北部
海岸堤防沿いの地域住民の不安と整備への願いは
切実です。国に津南部の直轄事業を確実に推進す
ると同時に、北部海岸堤防の整備についても交付
金の対象事業として選んでいただくために、知事
のご支援と県の担当部局のご尽力、そして国会議
員のお力添えをいただきながら、市長として各省
庁への要望活動を続けてきました。
　本年６月からは東海市長会長に就任し、静岡・
愛知・岐阜・三重の96の市長を代表する立場で、
要望や協議のため国の省庁を訪ねる機会が増えて
きています。これまでも中部国道協会会長として
国土交通省を訪問したり、三重県漁港漁場協会会
長として水産庁との協議の場に出席したりする機
会が多かったこともあって、今では、事業を所管
する長官や局長をはじめとする幹部と顔がつなが
り、津市の実情を丁寧にお聞きとりいただけるよ
うになりました。所管する事業全体を見渡す立場
にあり個々の事業内容にも精通する担当幹部との
面談は常に真剣勝負です。津市の事業の重要性に
ご納得いただけるよう、毎回入念な準備をして臨
みます。大きな権限を持つ彼らが地図と首っ引き
で現地の画像を確認し、事業を進めるために知恵
を絞ってくださるのも、こうした近しい信頼関係
ができてきたからだと思っています。
　津北部海岸については、平成25年度より整備に
必要な調査を実施していた県が、来年度、上野地
区から高潮及び地震・津波対策工事に着手するこ
とを表明しました。厳しい財政状況の中での県の
決断で、北部海岸堤防問題は新しい局面を迎えま
す。約７kmにわたる海岸すべての堤防の整備が事
業化されるためには、地区ごとに複雑に絡み合う
問題のひとつひとつに粘り強く向き合っていく覚
悟が必要です。県との連携のもと、これからも真
摯に堤防事業の推進に向けた取り組みを続けてま
いります。

誰が堤防をつくるのか

し

し ん

　津市・上富良野町友好都市提携20周年
　記念事業(上富良野町)…7月15～17日
　開拓の祖、田中常次郎氏
は安東地区出身、十勝岳噴
火災害からの復興に尽力
した吉田貞次郎村長は一
身田出身。両都市の絆です。

　第66回津花火大会（阿漕
　浦海岸）…7月29日
　今年も1万発。「津なら
ではの夏・華・美」と題し、
虹の架け橋カラフル花火
など、新たな魅力を加え、
夜空を七色に染めました。

なつ はな び
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交付年月日　 平成　　　年　　  月　　  日29
有効期限　　平成　　　年　　  月　　  日

記号番号

被保険者氏名
生年月日
資格取得年月日
世帯主氏名　　　  津市　太郎
世帯主住所　　　  三重県津市西丸之内23̶1

30 309国民健康保険
被 保 険 者 証

保険者番号
保険者名　　　　  三重県津市

1234567

津市　太郎
ツ シ    タロウ

240010

10 1

平成　　　年　　  月　　  日28
昭和　　　年　　  月　　  日　　性別　男17 110

7 21

ジェネリック医薬品を使っていますか？ジェネリック医薬品を使っていますか？

10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります

こんなときは手続きが必要ですこんなときは手続きが必要です

　現在使っている国民健康保険被保険者証(以
下、保険証という)の有効期限は、９月30日で
す。10月１日からは新しい保険証を窓口で提示
してください。
　新しい保険証は、９月中旬に国民健康保険被保
険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送しま
す。１通の封筒につき３枚までの保険証が入って
います。被保険者が４人以上の場合は、複数の封
筒で送付しますので、ご注意ください。
　旧保険証は、10月１日以降に各自で処分して
ください。処分する場合は、有効期限を確認の
上、住所・氏名などが分からないように裁断する
など、十分注意してください。
　なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有

効期限が９月30日ではない場合があります。そ
の場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の
被保険者証が届きます。

他の健康保険(社会保険など)に加入したとき
　社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いま
すが、国民健康保険の資格喪失届出に関しては、
ご自身で行う必要があります。
手続きに必要なもの 
●新しい健康保険証
●津市国民健康保険の保険証
●印鑑
●個人番号カード、または通知カードと身分証明書
保険証を破損や紛失したとき
　破損や紛失をして保険証が使えなくなったとき
は、すぐに保険医療助成課
または各総合支所市民福祉
課(市民課)、各出張所に届
け出て、再交付を受けてく
ださい。

再交付に必要なもの　
●印鑑
●個人番号カード、または通知カードと身分証明書
交通事故などで国民健康保険を使いたいとき
　交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の
人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使
う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられ
ています。本来は、加害者が医療費の全額を負担
しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康
保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替
えて支払い、後で加害者へ請求することになりま
すので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出して
ください。自損事故の場合でも、国民健康保険を
使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運
転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給
付対象にはなりません。

新しい保険証

平成29年９月１日発行
平成29年 第４号
保険医療助成課

　229－3160　　229－5001
国保だより国保だより

　ジェネリック医薬品とは、最初に開発された
薬(新薬)の特許が切れた後に作ら
れた薬のことです。開発のための
コストが低く抑えられるため、新
薬に比べて安いことが多く、経済

的負担が軽減されます。
　また、効き目や安全性などは新薬と同等であ
ることが厚生労働省に認められていて安心です。
　まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジ
ェネリック医薬品を活用してください。

印

みほん
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あなたの腎臓を守りましようあなたの腎臓を守りましよう

CKD（慢性腎臓病）とはCKD（慢性腎臓病）とは

～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～

　お薬手帳は、あなたが使っている薬を記録するための手帳です。病院や薬局に
必ず持って行きましょう。また、お薬手帳は薬局ごとに持たずに、１冊にまとめ
ましょう。
＜お薬手帳のメリット＞
●薬の重複や不適切な飲み合わせを防ぐことができる
●副作用歴、アレルギー、過去の病気などが明確に伝えられる
●災害時などにいつも使っている薬が分かる　など　　

注意してください！
●食塩の過剰摂取
●過度の飲酒
●喫煙
●鎮痛薬の常用

次のいずれかまたは両方が
３カ月以上続く状態

腎臓にやさしい生活習慣を！！

血清クレアチニン値をもとに
推算した、腎臓の働き(ＧＦＲ)
が健康な人の60％以下に低下
する(ｅＧＦＲ：推算糸球体
ろ過量が60ml／分／
1.73㎡未満)

タンパク尿な
どの尿異常、画
像診断や血液
検査、病理所
見で腎障害
が明らか

腎機能の低下

腎不全

お薬手帳を活用しましょう

（日本の成人の８人
に１人が罹患と推計）

【原因としては】
　  　　肥満→
　高血圧症→
　糖尿病→
　　脂質代謝
　　　異常症→

ＣＫＤ

初期は自覚
症状なし

心筋梗塞
脳卒中
の原因にも

放っておくと
りかん

高齢者 高血圧や糖尿病、肥満などの
生活習慣病やメタボリック
シンドロームがある

過去に心臓病や腎臓病
になったことがある

家族に腎臓病の人がいる タバコを吸っている検診などでたんぱく尿が
見つかったことがある

こんな人は要注意です！

日本腎臓病学会「CKD診療ガイド」2007より日本腎臓病学会「CKD診療ガイド」2007より

腎障害

　生活習慣病の陰でひそかに進行しているかも
しれないＣＫＤの発症予防のために定期的な健
康診査を受けましょう。
　特定健康診査では、腎機能の働きがわかる尿
検査や、クレアチニン、尿素窒素の検査のほ
か、血圧測定、脂質検査、血糖検査などを受け
ることができます。特定健康診査を受けるには、

受診券が必要です。受診券は、40～74歳の被保
険者の人に送付します。自分の健康管理のため
にも特定健康診査を毎年受けましょう。特定健
康診査の詳しい内容については、受診券に同封
の案内をご覧ください。
　なお、受診啓発のため、特定健康診査を受診
していない人には９月ごろに通知を送付します。

特定健康診査を受けましょう
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