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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。

広
告
掲
載
欄

香良洲橋渡り納め式に集まった大勢の住民の皆さん。63年間の役目を終えた香良洲橋は、新しい橋に生まれ変わる。(10月７日 香良洲町)表紙

軽自動車税の税率のお知らせ軽自動車税の税率のお知らせ特集
P６

特集
P２

特集
P４

（仮称）津市久居ホール（仮称）津市久居ホール

文化・教育・スポーツの振興に
貢献された皆さんを表彰
文化・教育・スポーツの振興に
貢献された皆さんを表彰
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ピアノ
ルーム
ピアノ
ルーム

アトリエアトリエ

ミュージック
ルーム１
ミュージック
ルーム１

多目的
アートルーム
多目的

アートルーム

専用展示ギャラリー専用展示ギャラリー

エントランスロビーエントランスロビー

情報ラウンジ情報ラウンジ カフェカフェ

前舞台前舞台

舞台舞台

客席客席

久居ホール
サービスセンター
久居ホール

サービスセンター
市民

サービスコーナー
市民

サービスコーナー

１階

・絵画、書、写真、工芸などの展示スペース
・大きな作品の展示にも対応できるよう、
天井高を確保
・展示規模に応じ３部屋に間仕切り可能

・展示、小規模の演劇やコンサート、
集会、リハーサルにも使える活用範
囲の広い多目的スペース
・ホールの映像を上映しサブスペー
スとして活用

・利用手続き、チケット販売
・利用者へのサービスの提供
や活動サポート

・美術・工芸などの創作
活動スペース

・ピアノを備えた練習
　スペース

エントランスロビーエントランスロビー

専用展示ギャラリー

多目的アートルーム

久居ホールサービスセンター情報ラウンジ

アトリエ ピアノルーム

・催し物のお知らせ
・地域情報の発信など

　津市では、久居駅周辺の活気あるまちづくりを進めており、その新たな文化拠点として、ホールや展示
ギャラリーなどを備えた「(仮称)津市久居ホール」の整備に着手しました。実演芸術の振興にとどまら
ず、あらゆる文化芸術の創造と発信を行い、活動場所を提供することで学びと交流を促進し、地域の活性
化を目指します。さらに、ユニバーサルデザインにも配慮し、誰もが文化芸術に触れる環境を作ります。
　今後は、平成32年６月のオープンに向け、建設工事の入札手続きなどに取り組んでいきます。

平成32年６月  供用開始予定！

津市久居ホール　（
仮
称
）

地域をつなぐ
開かれた独自性ある
文化芸術の創造拠点
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バンド
ルーム
バンド
ルーム

カルチャー
ルーム３
カルチャー
ルーム３

カルチャー
ルーム２
カルチャー
ルーム２

カルチャー
ルーム１
カルチャー
ルーム１

ミュージック
ルーム２
ミュージック
ルーム２

ミーティング
ルーム

ミーティング
ルーム

舞台上部舞台上部

客席客席

授乳室授乳室

親子室親子室

舞台上部舞台上部

客席客席

２階 ３階

・住民票などの証明書発行や
自治会活動の支援

・文化芸術活動やまちづく
り活動などに対応

・茶道、華道など幅広い用途に対応で
きるように流し台や温水器を設置
・２部屋に間仕切りが可能

・演劇、舞踊、音楽、伝統芸能など、多様なニーズに対応
・舞台が観客に取り囲まれるようにバルコニー席を設け、舞台を包
み込む空間を創出
・演者と観客の距離が近くなり一体感が得られるよう、市内のホー
ルで初めて前舞台を設置。オーケストラピットとしても利用可能
・舞踊や演劇などで花道を設置することにより、客席と距離が近く
なり、観客への効果的な演出が可能
・舞台開口部の高さを十分確保し、音響反射板を備えることで、合
唱、吹奏楽、クラシックコンサートなど美しい生音の響きを伝える
・場面転換を効率的かつスムーズに行えるよう、舞台の設備を電
動化

ホール(客席数720席)

・生楽器の演奏に対応し
た練習スペース

・ドラム・アンプなどを備
え、電気楽器など大音
量の演奏に対応した練
習スペース

市民サービスコーナー カルチャールーム１・３ カルチャールーム２

バンドルーム

ミュージックルーム１・２

問い合わせ　文化振興課　　229-3202　　229-3544

165

114

776

15

24

成美小学校

北口保育園

至
久
居
Ｉ
Ｃ

久居農林高校

誠之小学校 久居駅

所在地　　久居東鷹跡町246
駐車場　　278台　　　
延床面積　約6,060㎡
建設予算　57億9,221万6,000円　　　　

前舞台前舞台 花道花道
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津市教育功労者

津市文化功労賞

黛元男さん(久居元町)
　20歳のころから詩の作品を発表し、「三重詩人」に入会するなど創作活動を本格
化。昭和44年発刊の第１詩集「ぼくらの地方」で第９回中日詩賞を受賞され、その
後、５冊の詩集を発表されています。また、三重県詩人クラブ代表などを歴任され、本
市発行の文化情報誌「津市民文化」の詩部門の選者や同誌開催の文芸入門講座の講師も
務めるなど詩の普及や後進の指導に当たり、津市の文化振興に長年貢献されています。

　平成29年度津市文化功労賞・津市文化奨励賞・津市スポーツ功労賞・津市スポーツ奨励賞
の受賞者と津市教育功労者の表彰式が、11月17日に行われました。受賞・表彰された皆
さんを紹介します。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　(受賞および表彰別50音順)

文化・教育・スポーツの振興に
貢献された皆さんを表彰

問い合わせ　文化振興課　Ｔ229－3250　Ｆ229－3544　教委教育総務課　Ｔ229－3292　Ｆ229－3332
　　　　　　スポーツ振興課　Ｔ229－3254　Ｆ229－3247

長年にわたり津市の文化の振興に尽力し、その業績が顕著である個人や団体に贈られる賞

津市文化奨励賞
津市の文化の振興に寄与し、その業績が顕著で今後一層の活躍が期待される個人や団体に贈られる賞

長年にわたり津市の教育の振興発展に貢献した個人や団体を表彰

兼重優子さん(半田)
　幼少よりピアノを始め、日本ピアノ教育連盟ピアノオーディション東海地区中学生の
部の代表として全国大会に出場され、大学時代には、フッペル平和祈念鳥栖ピアノコン
クールコンチェルトコースにて読売新聞西部本社賞を受賞されています。現在は、プロ
のピアニストとして三重県や愛知県を中心に活動する傍ら音楽教育者として後進の指
導に当たり、クラシック音楽の普及と発展に寄与され、今後一層の活躍が期待されます。

高茶屋日本語教室がんばる会(高茶屋)
　日本語指導を通
して外国人住民を
支援し、多文化共
生を実現していく
ことを目的として
平成17年に創立
されました。毎週土曜日の夜に日本語教室を開
き、授業後には外国人住民の生活相談に応じてい
ます。また、面接練習や避難研修会の開催、津市教
育委員会が実施する外国人住民向け事業の企画
運営への協力など、長きにわたり多文化共生の実
現に多大な貢献をされています。

ことすが

まゆずみ もとお

かねしげ ゆうこ

谷川士清の会(八町)
　平成11年に創
立されて以来、士
清の命日に毎年開
催する「士清まつ
り」をはじめ、「親
子洞津谷川塾」で
の講師、市内小学校への出張講座、毎年市内小
中学生から募集する「谷川士清書道コンクー
ル」の開催、士清旧宅等でのボランティアガイ
ドなどを行い、江戸時代に多大な業績を残した
国学者谷川士清の積極的な顕彰活動に多大な貢
献をされています。



広報 つ！　平成29年12月１日号 ５

津市スポーツ功労賞
長年にわたり津市のスポーツの振興に尽力し、その功績が顕著である個人や団体に贈られる賞

津市スポーツ奨励賞
津市のスポーツの振興に寄与し、その功績が顕著で今後一層の活躍が期待される個人や団体に贈られる賞

野田登さん(伊賀市)
　長年にわたり、津市スポーツ少年団本部および津市スポーツ協会の役員を務め、本市
におけるスポーツの振興に大きく貢献されました。現在も、少年サッカーの指導者とし
て活躍する傍ら、津市サッカー協会の役員としてサッカー競技の普及や運営に尽力され
ています。

青山孝明さん(神戸)
　津工業高校バレーボール部の
トレーニングの一環でビーチバ
レーを始め、今年８月に全日本
ビーチバレージュニア男子選手
権で優勝されました。大学でのバ

レーボールリーグ戦優勝とビーチバレー大学日本一
を目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

土方直樹さん(神戸)
　津工業高校バレーボール部の
トレーニングの一環でビーチバ
レーを始め、今年８月に全日本
ビーチバレージュニア男子選手
権で優勝されました。社会人でも

バレーボールを続け、競技を通して経験を積むことを
目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

中村日南さん(夢が丘)
　小学１年生からなぎなたを始
め、昨年８月に全日本少年少女
武道(なぎなた)錬成大会試合競
技小学６年生の部で優勝され
ました。初心を忘れず一つ一つ

の試合に一生懸命取り組んでいくことを目標とす
るなど、今後一層の活躍が期待されます。

南里研二さん(半田)
　小学３年生からセーリングを
始め、昨年10月の第71回国民体
育大会セーリング競技成年男子 
レーザー級での優勝など、数多く
の好成績を収められています。

三重とこわか国体での優勝や東京オリンピック出場
を目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

杉野正尭さん(安濃町浄土寺)
　小学１年生から体操を始め、
今年６月の第71回全日本体操競
技種目別選手権大会男子あん馬
での優勝など、数多くの好成績を
収められています。来年の世界

選手権の出場や東京オリンピックでの金メダル獲得
を目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

藤本大輝さん(夢が丘)
　中学１年生から陸上競技を
始め、昨年８月に全国中学校
体育大会第43回全日本中学校
陸上競技選手権大会男子走幅
跳で優勝されました。より長

く三重県のトップにいることを目標とするなど、
今後一層の活躍が期待されます。

太田悠斗さん(岩田)
　高校入学を機にウエイトリフ
ティングを始め、昨年10月に第
71回国民体育大会ウエイトリフ
ティング競技成年男子94㎏級ク
リーン＆ジャークで優勝されまし

た。三重とこわか国体での優勝を目標とするなど、今
後一層の活躍が期待されます。

ビャンバスレン  ハリウンさん(一志町高野)
 ３歳からレスリングを始め、
今年７月に第34回全国少年少
女レスリング選手権大会女子
の部６年生45kg級で優勝され
ました。吉田沙保里選手のよ

うにオリンピックで優勝することを目標とするな
ど、今後一層の活躍が期待されます。

のだ のぼる

あおやま たかあき なんり けんじ

おおた ゆうと ひじかた なおき

すぎの たかあき

なかむら ひな ふじもと ひろき
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問い合わせ　市民税課　　229－3129　　229－3331

軽自動車税の税率のお知らせ

原動機付自転車、二輪車、
小型特殊自動車

税率（年税額）

軽自動車

小型特殊
自動車

二輪小型自動車（250㏄超）

車種区分

原動機付
自転車

第１種（50㏄以下）
第２種乙（50㏄超90㏄以下）
第２種甲（90㏄超125㏄以下）
ミニカー
二輪（125㏄超250㏄以下）
農耕用
その他

2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
2,400円
5,900円
6,000円

車種区分

三　輪 3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

営業用
自家用
営業用
自家用

軽
自
動
車

四
輪
以
上

乗
用

貨
物

税率（年税額）

平成27年３
月31日まで
に最初の新
規検査をし
た車両

平成27年４
月１日以降
に最初の新
規検査をし
た車両

最初の新規
検査から13
年を経過し
た車両

三輪・四輪以上の軽自動車

車種区分

1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

三　輪
営業用
自家用
営業用
自家用

軽
自
動
車

四
輪
以
上

乗
用

貨
物

税率（年税額）平成30年度のみ
電気軽自動車・天然
ガス軽自動車※１

ガソリン車・ハイブリッド車※２
基準１ 基準２

※１　天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物を低減する車両が対象です。
※２　いずれも平成17年排出ガス基準75％低減達
成車（★★★★）または平成30年排出ガス基準
50％低減達成車が対象です。

　　●乗用…平成32年度燃費基準値より＋30％以  
　　　　　　上達成した車両
　　●貨物…平成27年度燃費基準値より＋35％以
　　　　　　上達成した車両
　　●乗用…平成32年度燃費基準値より＋10％以
　　　　　　上達成した車両
　　●貨物…平成27年度燃費基準値より＋15％以
　　　　　　上達成した車両

グリーン化特例(軽課)が適用されます！
平成30年度のみ

　排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、平成
30年度のみ下表の税率が適用されます。なお、各燃費基準
の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

平成29年４月１日～平成30年３月31日
までに最初の新規検査をした車両

基
準
１

基
準
２

軽 自 動 車 税 Ｑ ＆ Ａ

　私の軽自動車(乗用・自家用)は、初度検査
年月が平成17年３月です。平成30年度の軽自
動車税はいくらになりますか？

　初度検査年月が平成29年８月ですね。平成27
年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両
の税率は、10,800円です。ただし、自動車検査証
の備考欄に「平成32年度燃費基準30％向上達成
車」と記載されていれば5,400円、「平成32年度
燃費基準10％向上達成車」と記載されていれば
8,100円に軽減されます。この軽減は平成30年度
分に限るもので、平成31年度からは10,800円の
税率が適用されますので、ご注意ください。

　初度検査年月から13年を経過した車両につい
ては、12,900円です。

　８月に軽自動車を新車(乗用・自家用)に買い替
えました。平成29年５月には前の車の軽自動車
税7,200円を納付したのですが、平成30年５月
に納付する軽自動車税は、いくらですか？

最初の新規検査って何？

　初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交
付)を受けたときの検査をいいます。
　最初の新規検査を受けた年月については、自動
車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。
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問い合わせ　資産税課　　229－3132　　229－3331

固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく
　法人や個人が事業を営むために所有している構
築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、
土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
　平成30年１月１日時点で、市内に償却資産を

所有する人は、多少にかかわらず申告してくださ
い。申告書などは、12月上旬に発送予定です。
申告書が届かない場合はご連絡ください。

提出方法　１月31日(水)までに資産税課または同
課久居分室、各総合支所市民福祉課へ　※提出
期限間近になると窓口が混雑します。申告書の
書き方が分からない場合は、以下の書類と印鑑
を持参して、早めに資産税課へご相談くださ
い。

●市から送付した償却資産申告書 

●確定申告書
●固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる
　書類
※申告がない場合は条例に基づき10万円以下の
　過料が科されることがあります。また、申告誤
　りなどがあった場合は、現年度を含め最大５年
　度分の修正申告を求めています。

業　種 償却資産

共通

小売店

飲食店

理・美容業

駐車場

工場

建設業

ガソリンスタンド

農業・漁業

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、発電設備

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫

理容および美容機器、サインポール、テレビ

駐車装置、照明などの電気設備

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

パワーショベル、ポータブル発電機

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業用機械、農業用器具、漁船

課税対象となる償却資産の例（業種別抜粋）　土地・家屋以外の、
事業の用に供すること
のできる有形の固定資
産で、法人税法または
所得税法の規定による
所得の計算上、減価償
却の対象となる資産を
いいます。
　ただし、次の資産は固定資産税の償却
資産の対象となりません。
●自動車税・軽自動車税の課税客体 
●耐用年数１年未満の資産 
●取得価額が10万円未満の資産で、法
　人税法等の規定により一時に損金算入
　されたもの(少額償却資産) 
●取得価額が20万円未満の資産で、法
　人税法等の規定により３年間で一括し
　て均等償却するもの(一括償却資産)

eLTAX(エルタックス)で電子申告ができます
　津市では、固定資産税(償却資産)の申告に
eLTAXを導入しており、自宅やオフィスから
インターネットを利用して申告できます。
　利用には事前に届け出が必要ですので、詳

しくはeLTAXホームページをご
覧ください。

エルタックス|HP 検索

平成30年度

償却資産とは

申告書の提出を
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給与支払報告書の総括表を送付
事業主の皆さんへ

平成30年津市消防出初式
集まれ子どもたち！！

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

問い合わせ　消防団統括室　　254－1602　　256－7755

　平成30年度(平成29年分)給与支払報告書の総
括表を12月上旬に各事業所に発送します。平成
29年分の給与支払報告書と一緒に、１月19日
(金)までの提出にご協力をお願いします。総括表
が届いていない場合や紛失した場合は市民税課へ
ご連絡ください。
　給与支払報告書にはマイナンバー(法人番号・個
人番号)の記載が必要です。個人事業主は「給与支
払者の個人番号又は法人番号」の欄に個人番号を
記載し、本人確認書類(個人番号カードなど)の写し
を添付してください。
※詳しくは総括表と同封の「個人事業主の皆様へ」
　のチラシを参照してください。

1  7 9:00~12:00

内容／ところ
●消防分列行進(子ども消防隊長参加)、消防音楽隊演奏、木遣り
披露

●式典(表彰など)
●各種体験コーナー(はしご車など展示・煙体験・救急法)、子ど
も防火衣を着ての写真撮影会／正面玄関前

●消防訓練、一斉放水／西側駐車場

日

必ず個人住民税の特別徴収を

メッセウイング・みえ

子ども消防隊長募集！

　消防出初式で消防車に乗って行進
しよう！今回は消防団車両にも乗る
ことができます。
対　象　市内に在住の５～12歳
定　員　抽選15人程度
申し込み　電話またはファクスで消
防団統括室へ
申込期間　12月４日(月)～12日(火)

エルタックス

※午後からサオリーナで成人式が開催されるため、お帰り
の際には周辺道路の通行規制が実施されます。ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

マイナンバーの記載が必要です

　給与所得者の個人住民税(個人市町村民税・個
人県民税)は、事業主が給与から特別徴収(引き去
り)して、給与所得者に代わって市町村に納入す

　普通徴収にする場合は、給与支払報告書を提出
するときに、仕切り紙(退職者用)または個人住民
税普通徴収への切替理由書を添付してください。
eLTAXまたは光ディスクなどで給与支払報告書
を提出する場合は、摘要欄に「理由　(または　、
　、　)」と入力し「普通徴収」欄にチェックを
入れてください。

ることとされています。パート・アルバイト・期
限付き雇用の従業員を含む全ての従業員が対象で
す。
　ただし、退職者と次の　～　に該当する場合
は、普通徴収に切り替えることができます。

　乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
　給与が支給されない月がある
　事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの
　場合に限る)
　退職予定者(５月末までに退職予定の人)

や

1
TSU NEWS

2
TSU NEWS
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3
TSU NEWS

4
TSU NEWS 勤労青少年講座 参加者募集！

39歳までの勤労者の皆さんへ

津市で開催の５競技

インターハイのポスターデザインが決定！

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

問い合わせ　国体・障害者スポーツ大会準備室　　229-3373　　229-3247

　アロマオイルを使ってセルフケアをし、冷え・
むくみ・肩こりをやっつけましょう！！
と　き　12月15日、１月19日、２月２日・16
日、３月２日いずれも金曜日19時～20時30分

定　員　抽選20人
費　用　2,000円
持ち物　ヨガマットまたはバス
　タオル、フェイスタオル、膝
　上までまくれる服装、飲み物

　初心者大歓迎！小銭入れやペンケース、名刺入
れなど、希望のオリジナルレザー小物が作れます。
と　き　12月18日、１月15日・29日、２月19
日、３月５日いずれも月曜日18時45分～20時
45分
定　員　抽選10人
費　用　3,000円(作成する
　小物によって追加負担が
　必要になる場合あり)
持ち物　筆記用具、定規

いずれも
ところ　サン・ワーク津
対　象　市内に在住・在勤の39歳までの勤労
者(学生不可)
申し込み　直接窓口または電話、Ｅメールで講
座名、住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号
を商業振興労政課(M229-3114@city.tsu.lg.
　jp)へ　※参加費は講座初回日に集めます。
締め切り　12月７日(木)

　市内高校生を対象に「平成30年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)」のポス
ターデザインを募集し、応募があった84点の中から津市開催５競技それぞれのポスターデ
ザインが決定しました。このポスターデザインは市内各所へ掲示する大会ＰＲポスター
や、大会プログラムの表紙として使用するなど、各競技の顔として大会を盛り上げます。

全５回の短期講座です。仲間づくりや趣味への第一歩にご活用ください。

　正月らしい和風アレンジから、バレンタインに
飾りたくなるかわいいアレンジまで、イベントに
合わせて自分だけのすてきな作品を作りましょう。
と　き　12月22日、１月５
日・19日、２月２日・16
日いずれも金曜日18時45
分～20時45分
定　員　抽選10人
費　用　１万円
持ち物　筆記用具、はさみ、
新聞紙、ごみ袋、持ち帰り
用の袋

アロマトリートメント講座 フラワーアレンジメント＆プリザーブドフラワー講座

レザークラフト講座

バレーボール女子
津西高校１年
野口陽平さん

ハンドボール
白山高校３年
澤田壮登さん

なぎなた
高田高校１年
林咲良さん

柔道
津東高校２年
久世さくらさん

レスリング
白山高校３年
伊藤博基さん

決定したポスターデザイン

Ⓒインターハイ
インターハイ
マスコットキャラクター
ウイニンくん



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

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付

都市政策課
　229－3181　　229－3336

都市計画の変更案の縦覧

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権を考えるつどい

人権課
　229－3165　　229－3366

津市人権講演会

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510　　266－2522

Geino Xmas 2017 19th

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

2017年度
安濃人権フェスティバル

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

南長野イルミネーション
ファンタジー2017

お知らせ イベント

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

Cafe HONOBUONO
カ フ  ェ　　　　　ほ　　の　　ぼ　　～　　の

　第３期の納期限は
12月25日(月)です。
忘れずに最寄りの金
融機関または郵便
局、コンビニから納
めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、第４期
からの口座振替になります。

縦覧期間　12月１日(金)～15日(金)
縦覧場所　都市政策課
内　容　津都市計画地区計画の
変更(①上野地区地区計画②桜
橋三丁目地区地区計画③豊が
丘地区地区計画)

意見書の提出　縦覧期間中は、住
民と利害関係人は、市長宛て
に意見書を提出できます。

　中心市街地の活性化につなげ
ようと、三重短期大学と三重大学
の学生が企画・運営するコラボカ
フェが１日限定でオープンします。
と　き　12月17日(日)11時～16時
ところ　街の駅だいもん(大門大
通り商店街内)

と　き　12月10日(日)13時～15
　時30分
ところ　美杉総合文化センター
多目的ホール
内　容　小中学生の人権作文発
表、梅ヶ広教育集会所中学生学
習会の発表、江嶋修作さん(解放
社会学研究所所長)による講演
「『ひと』としての誇りにかけて～
差別・いじめが起こる仕組み～」

と　き　12月16日(土)13時15
分～(12時45分から受け付け)
ところ　サンヒルズ安濃ハーモ
ニーホール
内　容　第１部…人権標語・メッ
セージ、人権ポスター入選者
の作品発表と表彰　第２部…
吉村和真さん(京都精華大学副
学長・国際マンガ研究センター
教授)による講演「マンガと偏
見の複雑な関係～登場人物の
外見と話し方から考える～」
第３部…明合地区老人クラブ
「寿会」の活動紹介

と　き　１月13日(土)12時30分

～(12時開場)
ところ　津リージョンプラザお
城ホール
内　容　第１部(12時30分～)…
人権ポスター・人権標語の表彰、
人権作文の発表、宮西達也さん
(絵本作家)による講演「ニャー
ゴのやさしさ・ティラノのおもい
やり」　※手話通訳あり
　第２部(15時～)…宮西達也さ
ん原作のアニメーション映画
「おまえうまそうだな」　
定　員　先着600人
※当日12時～16時30分に津リー
ジョンプラザ３階生活情報セン
ター(展示室)で人権ポスターや
原爆パネルの展示も行います。

と　き　12月２日(土)～１月15
日(月)17時～22時

ところ　南長野生活改善センター

ところ　芸濃総合文化センター
▶ペットボトルツリー、イルミ
ネーションの点灯式
と　き　12月17日(日)16時30分～
点灯期間　12月17日(日)～25日
(月)18時～21時(25日は19時まで)

▶クリスマスコンサート
と　き　12月17日(日)18時～
▶メインイベント
と　き　12月24日(日)13時～　
内　容　キッズステージ、電飾
カーパレー
　ド、光と花
　火のファン
　タジーなど

●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、Ｔ
229-3167)

休日納付相談
・納付窓口

12月17日■
９：00～16：00

日



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

広報 つ！　平成29年12月１日号 11

募　　集

人事課
　229-3106　　229-3347

津市育休代替任期付職員

安濃総合支所地域振興課
　268－5517　　268－3357

安濃ふれあい農園利用者
橋北公民館
　227－1738　　222－2526

生き生きライフ講座

建築指導課
　229－3187　　229－3336

河芸総合支所
木造住宅の耐震相談会

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

津市生活・介護支援
サポーター養成講座

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

パブリックコメント
津市第８次高齢者福祉計画・
第７期介護保険事業計画案
介護保険課
　229－3149　　229－3334

三重短期大学大学総務課
　232－2341　　232－9647

平成30年４月１日採用予定
三重短期大学専任教員

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

パブリックコメント
津市障がい福祉総合プラン案

ところ

15時～ 市白山庁舎２階
203会議室

19時～ 一志高岡公民館１階
小会議室
市芸濃庁舎２階
大会議室
安濃中公民館２階
研修室１
サンデルタ香良洲１階
すこやかルーム
久居総合福祉会館２階
研修室１・２
中央公民館２階
研修室Ａ
美里社会福祉センター２階
児童室
河芸ほほえみセンター２階
第１・２研修室
美杉総合文化センター１階
会議室１・２

15時～

19時～

15時～

19時～

９時～

14時～

25日
㈪ 15時～

26日
㈫ 14時～

とき（12月）

18日
㈪

19日
㈫

22日
㈮

23日
（土・祝）

　育児休業を取得する職員の代
わりに勤務する任期付職員を募
集します。
募集職種　保育士、保健師、技
能員(調理員)

任　期　育児休業を取得する職
員の育児休業期間内(１回の任
期は最長３年間)

採用方法　試験の合格者は平成
30年４月１日から５年間採用候
補者名簿に記載され、職員の育
児休業の状況などに応じて採用

締め切り　12月22日(金)
※詳しくは津市ホームページま
たは人事課・各総合支所地域
振興課などで配布する受験案
内をご覧ください。

　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　12月20日(水)10時～15時
ところ　市河芸庁舎１階玄関ホール
申し込み　電話で建築指導課へ

　
　　貸農園で土と親しみ、収穫の
喜びを味わいませんか。
利用期間　平成30年４月１日～
平成31年３月31日(以後も更
新可能)　※平成30年１月から
の利用もできます。

ところ　安濃町内多1038-1
面積・費用　１区画当たり約19
　㎡、年額3,000円
募集区画　抽選５区画
申し込み　安濃総合支所地域振
興課にある申込書に必要事項
を記入し、直接窓口または郵

送で安濃総合支所地域振興課
(〒514-2326 住所不要)へ
申込期間　12月５日(火)～19日(火)

　福祉・介護に関する知識や技
術について、20時間程度の講義
を受講した後、地域包括支援セ
ンターと共に高齢者が住み慣れ
た地域で生活が送れるように支
援します。講座の内容は、11月
に開催したものと同じです。
と　き　１月12日・26日、２月２
日・９日・16日いずれも金曜日
ところ　一志保健センター健康
教育室
定　員　先着30人
申し込み　電話で高齢福祉課へ
申込期間　12月11日(月)～27日(水)

専門分野　経済原論
採用職および人員　教授または
准教授、講師１人
応募資格　大学院修士課程(博士
課程前期)修了(平成30年３月
修了見込みも含む)またはそれ
と同等以上の研究上の業績を
有するなどの条件を満たす人 
締め切り　１月９日(火)17時

募集期間　12月11日(月)～１月
11日(木)必着
閲覧場所　障がい福祉課、総務
課情報公開室、各総合支所市
民福祉課(福祉課)、津市ホー
ムページ
提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで障がい福
祉課(〒514-8611 住所不要、М
　229-3157@city.tsu.lg.jp)へ

募集期間　12月11日(月)～１月
11日(木)必着
閲覧場所　介護保険課、高齢福
祉課、総務課情報公開室、各
総合支所市民福祉課(福祉課・
市民課)、津市ホームページ
提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで介護保険
課(〒514-8611 住所不要、М
229-3149@city.tsu.lg.jp)へ
説明会
　この計画と介護保険制度につ
いて、説明会を開催します。

　

と　き　１月17日(水)10時～11
時30分
ところ　アスト津４階アストホール
内　容　講座「楽しくリフレッ
シュ！簡単健康体操～元気な
シニアライフを送るために～」
対　象　市内に在住の60歳以上
持ち物・服装　運動靴、飲み
物、タオル、動きやすい服装
定　員　先着70人
申し込み　電話で橋北公民館へ
申込期間　12月７日(木)～１月
　10日(水)
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　森林セラピーコースを歩いて地域を知る公民館講
座。今回はノルディックウオーキングで塚原ヒスト
リーコースの魅力を堪能しました。

仲間と楽しくウオーキング
10月24日 　美杉町下之川

みんなで “バンザイ”
10月18日 　旧大井小学校

　毎年恒例のひさい版仮装大笑が開催されました。
９組が出場し、アイデアに富んだ仮装に会場は大いに
盛り上がりました。

会場ほっこり、ひさい版仮装大笑
10月29日　津リージョンプラザお城ホール

　歌声茶房が開催され地域の高齢者を中心に35人が
参加しました。昭和の懐メロや童謡などを歌ったり、
体を軽く動かすゲームをしたりして楽しみました。

絶景を満喫
９月30日　経ヶ峰

　晴れ渡った絶好の登山日和の
中、経ヶ峰ハイキングに238人
が参加したよ。参加した皆さん
は頂上でお弁当を食べたり、俳
句を詠んだりして楽しみ、下山
後は振る舞いのぜんざいで疲れ
た体を癒したんだ♪

アンちゃんとノンちゃん
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　みさと幼稚園の運動会が行われま
した。子どもたちは元気いっぱいに
走ったり踊ったりし、保護者の皆さ
んも一緒に楽しみました。

　津市の魅力を発信するイベント｢つデイ｣が開催さ
れ、北海道上富良野町との友好都市提携20周年を記念
し、物産販売などを行い、多くの人でにぎわいました。

　役目を終えた香良洲橋の｢さようなら香良洲橋｣渡
り納め式が開催され、町内外から集まった約1,000
人がそれぞれの思いを胸に別れを惜しみました。

　芸濃名所めぐりが行われ、芸濃ふるさとガイド会の
案内のもと、参加した皆さんは伊勢街道である楠原宿
から椋本宿までの約7.3㎞のコースを歩きました。

　河芸｢江｣の会と道の駅津かわげのコラボ事業とし
て、第２回河芸名所めぐりが行われ、参加者はマ
リーナ河芸などを訪問しました。

芸濃地域の名所探訪
10月26日 　芸濃各所

秋うらら、名所を訪問
10月26日　河芸各所

運動会がんばったよ！
９月30日　みさと幼稚園　

上富良野町との友好都市展
10月25日・26日 　三重テラス(東京都)

63年間ありがとう、香良洲橋
10月７日 　香良洲橋



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(〒
514－0056 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)

広報 つ！　平成29年12月１日号14

お知らせ
イベント

明治150年│

ひろばdeプレゼント交換│

第69回人権週間
　12月４日～10日は人権週間で
す。｢みんなで築こう 人権の世
紀～考えよう 相手の気持ち 未来
へつなげよう 違いを認め合う心
～｣などの目標を掲げ、啓発活動
を展開します。家庭や職場で人
権について考えてみましょう。
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

｢未来につなぐ相続登記｣～次世
代を担う子どもたちのために～
　不動産を相続した後、長期間
相続登記をせずに放置しておく
と、さらに次の相続が発生して
相続人の確定が難しくなった
り、相続登記の手続き費用が高
額になったりするなどの問題が
生じます。大切な不動産を次世
代に引き継ぐため、相続登記の
手続きを進めましょう。
　また、相続登記を簡素化する
ため法定相続情報証明制度を開

始しました。詳しくは、法務局
ホームページをご覧ください。
登記手続きの依頼については、
三重県司法書士会(　221-5553)
へお問い合わせください。
　津地方法務局不動産登記部門
(　228－4372)

来年は｢明治150年｣
　平成30年は明治
元年から起算して満
150年に当たります。
政府は｢明治以降の歩みを次世代
に遺す施策｣、｢明治の精神に学
び、さらに飛躍する国へ向けた施
策｣、｢明治150年に向けた機運を
高めていく施策｣の３つを柱とし
て、明治期を振り返り将来につな
げる取り組みを地方公共団体や
民間企業とともに行っています。
　内閣官房｢明治150年｣関連施
策推進室(　03－3581－1357)

障がい者の法定雇用率の引き上げ
　来年４月１日(日)から障がい
者法定雇用率が0.2％引き上げに
なります。また、対象となる事
業主の範囲が従業員45.5人以上
に広がり、平成33年４月までに

さらに0.1％引き上げとなります。
　ハローワーク津(　228－9161)

海山物大集合！！
おさかなまつりin道の駅美杉
　12月16日(土)10時～14時(少
雨決行、荒天中止)　　道の駅美
杉　　津の海の幸、山の幸を一
堂に集めた物産販売、たまごつ
かみ、抽選会など
　美杉地域産物加工販売施設運
営協議会事
務局(美杉
総合支所地
域振興課内、
　272－80
85)

ひろばdeプレゼント交換
　プレゼント交換で人とつなが
り、交流を図るイベントです。
　12月17日(日)10時～14時(受け
付けは13時50分まで)　　まん
中広場(大門)　　１人1,000円程
度のプレゼント(包装不要)を交換
　津市ＮＰＯサポートセンター
(　213－7200)

締め切り種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

12月22日㈮

12月26日㈫

１月22日㈪

サッカー

スキー

１月４日㈭９：00～16：00

２月３日㈯９：00～15：00

１月13日㈯10：00～12：00

小学４年生

小学３年生

海浜公園内陸上競技場

荘川高原スキー場

フットボールフィールド白塚
（白塚町）

100人

100人

50人

締め切り種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民体育大会

１月22日㈪

12月22日㈮ハンドボール

スキー

１月13日㈯

２月４日㈰

高校生以上サオリーナメインアリーナ

荘川高原スキー場
（岐阜県高山市）

小学生以上（一人でリフトに
乗車でき、中程度の傾斜を滑
ることのできる人）

小学生以上（一人でリフトに
乗車できる人）

男10チーム
女５チーム

50人



　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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健　　康

募　　集

無料相談

高等工科学校生徒・自衛官候補生
　防衛省では、平成30年採用の
高等工科学校生徒・自衛官候補
生を募集しています。応募資格
など詳しくは、自衛隊三重地方
協力本部のホームページをご覧
ください。
　同本部津募集案内所(　224－
4324)

三重中央医療センター
附属三重中央看護学校
平成30年度一般入学生
　試験日１月11日(木)
　12月４日(月)～１月４日(木)
に願書を同校へ(必着)　※募集
要項・願書の請求は、電話また
はファクス、Ｅメールで「募集要
項請求」と明記し、住所、氏名、
電話番号を同校(　259－1177、
　259－1170、　miechuo@ztv.
ne.jp)へ

55歳からのスキルアップパソコン
　１月10日(水)～12日(金)・15
日(月)～18日(木)いずれも９時
20分～16時10分(全７回)　　サ
ン・ワーク津　　ハローワークに
求職登録している55歳以上　　
15人　※選考あり
　12月28日(木)18時までに三重

県内のハローワークにある所定の
申込用紙に必要事項を記入し、郵
送またはファクスでランゲート(〒
604-8141 京都市中京区泉正寺町
328 西川ビル４階、　075－741－
7863)へ　※ランゲートのホーム
ページからも申し込みできます。
　ランゲート(　050－5847－6854)

転倒予防教室
　12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｢備
えて安心 防災について｣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

認知症家族教室
　毎月第４金曜日13時30分～
15時30分　　県立こころの医療
センター２階講堂(城山一丁目)
　講義と交流会　　認知症の人
を介護している家族
　同センター(　235－2125)

司法書士による法律相談
　12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
　12月５日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

弁護士による法律相談(面談)
　12月25日、１月22日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15時
　市本庁舎３階相談室　　女性
　　各日８人(予約優先、相談時
間は１人30分以内)
　12月20日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ

ハラスメント対応特別相談窓口
　12月15日(金)まで、三重労働
局と地域の労働基準監督署で
は、職場でのハラスメントに対
する特別相談窓口を設けていま
す。専門家による相談を直接窓
口または電話で受け付けますの
で、ご利用ください。
　12月15日(金)までの８時30分
～17時15分　※土・日曜日、祝
日を除く　　津第二地方合同庁
舎(島崎町)　　三重労働局(パワ
ハラ…　226－2110、マタハラ・
セクハラ…　226－2318)、津労
働基準監督署(　227－1282)　
※匿名可、プライバシー厳守
　同局雇用環境・均等室(　226－
2318)

プール以外
の施設

歩行用
温水プール

12月23日（土・祝）～28日㈭

12月29日㈮～１月３日㈬

１月４日㈭・５日㈮

１月６日㈯～

休業

通常営業

１月２日㈫

１月３日㈬

１月４日㈭

１月５日㈮

１月６日㈯～

温泉施設 プールなど
年末年始の営業時間・休業のお知らせ年末年始の営業時間・休業のお知らせ

通常営業10時～21時
（入館は20時30分まで）通常営業10時～21時

（入館は20時まで）

10時～18時
(入館は17時まで)

休業

休業

休業

休業

休業

10時～17時30分
（入館は17時まで）※12月28日㈭は休館日

プール・その他施設

12月29日㈮～１月３日㈬

１月４日㈭～

12月29日㈮～
１月１日（月・祝）

榊原自然の森
温泉保養館 湯の瀬
　252－1800

あのう温泉
　268－5678

一志温泉
やすらぎの湯
　295－0118

サオリーナ全館（　223－4655）

美里保健センター運動施設（　279－3550）

通常営業10時～21時
（入館は20時30分まで）

通常営業10時～21時
（入館は20時30分まで）

休業

通常営業

通常営業

休業

通常営業
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 つ！久居で新しい文化ホールの

建設が始まります！

　津市長に就任した平成23年４月末、老朽化した
久居市民会館の建て替えは喫緊の重要課題でし
た。久居駅東口に店舗・ホテル・結婚式場などを
併設する文化ホールを新築する計画がすでに提示
されていたものの、西口のポルタひさいの窮状を
案じる地元から、さらなる民間活力の導入による
開発に疑問と反対の声が寄せられていたのです。
　熟慮の末、翌年春、このプランを白紙に戻すこ
とを表明し、平成25年２月、東鷹跡町の久居庁舎
跡地に新しい「(仮称)久居ホール」を建設する案
をお示ししました。その直前には久居市民会館が
雨漏りなどの不具合で休館を余儀なくされるとい
う、待ったなしの状況でのことでした。
　折しも、前年６月に「劇場法」(劇場、音楽堂等
の活性化に関する法律)が制定され、音楽・演劇・
舞踊などの「実演芸術」の振興や発表の場の充実
を求める機運が高まってきていました。久居地域
の住民の皆さまからは、副都市核にふさわしい品
格を有し、文化・交流活動の拠点としてにぎわい
を創出する会館を待ち望む声をたくさん耳にして
おりました。
　劇場法施行直後の先進事例となるホールづくり
を始めるのですから、ホール整備の指針となる基
本計画の策定作業をコンサルティング会社に丸投
げするわけにはいきません。検討委員会を設置し
て地域で文化活動を展開する方々にご参加いただ
き、ホールをどのようなものにしていくのかを平
成25年６月から10回にわたって審議を重ねまし
た。翌年８月には建築・施設運営・文化政策など
の専門家による整備有識者委員会を組織し、出来
上がった基本計画をもとにホールの機能・規模・
運営方法について検討を加えました。７回の会議
で、劇場法の趣旨を踏まえた新時代にふさわしい
舞台技術を備えたホールを徹底的に追求するとと
もに、アートスペースには多様なニー
ズに対応可能なフレキシブルな仕様を
取り入れ、ごく少人数の催しから大規
模な展覧会まで自由にレイアウトでき
る空間を導き出すこととなりました。
　設計業務に着手することとなったの
は、平成27年12月。ここでも翌年
早々に建築設計に関するハード面と管
理運営に関するソフト面を担当する検
討委員会を立ち上げ、設計内容に利用
者の目線を取り入れられるようにしま
した。あらかじめ住民への説明会や各
種団体、地元高校への聞き取りを実施

し、とりまとめた要望を委員会が調整します。設
計の進捗段階ごとに意見反映の協議が行われ、基
本設計に追加や変更を加えていく仕組みです。こ
うした入念な準備と議論を経て、今年５月、実施
設計が完成しました。
　最後に残されたのが駐車場用地問題です。久居
庁舎が建っていた土地は旧久居市の所有でした
が、周辺の駐車場用地は民有地であり、これまで
賃借を続けていました。恒久的な施設としてこの
地に新たなホールを建築する以上、駐車場用地に
津市が賃料を今後も払い続けることは後世につけ
を残す結果となってしまいます。とはいえ、地権
者の方々にとって用地買収に応じることは、先祖
代々受け継がれてきた大切な土地を自分の代で手
放すという大きな心理的なご負担をお掛けするこ
とになります。交渉は困難を極めました。それで
も３年余にわたり担当職員の説明に耳を傾けてい
ただいたことで、最終的には芸術文化の拠点を後
世に残すことの意義をご理解くださり、ついにご
協力をいただけることとなりました。
　ホールの建設工事を始めるためには議会の承認
をいただく必要があります。異例のことではあり
ますが、一刻も早く関係議案と予算をご審議願う
ために10月末に臨時議会を招集し、ご議決いただ
きました。
　地域の方には、大変長らくお待たせしてしまい
ました。時間はかかりましたが、その分、寄せら
れた多くのご意見が随所に反映され、斬新で使い
勝手の良いホールの青写真が出来上がることにな
りました。　
　解体され交流広場の整備事業が進む久居市民会
館の跡地。昭和54年夏、ここでＮＨＫ学校音楽コ
ンクールが開催され、当時高校２年生だった私は
津高校音楽部の一員として参加しました。竣工間
もないホールはどこもかしこも美しく輝き、ス
テージの柔らかな照明に包まれながら課題曲を歌
い上げた高揚感は今でも心に深く刻まれていま
す。私が久居市民会館の真新しい舞台から感じた
きらめきとはまた一味も二味も違う多くの感動が
ここから生まれ、地域文化の発信拠点となること
を信じ、副都市核・久居にふさわしい新ホールの
建設に、いよいよ取り掛かります。

しんちょく
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固定資産税特集

平成29年12月１日発行
資産税課

　229-3131　　229-3331固定資産税特集

　固定資産税は、毎年「賦課期日」である１月１
日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して
「固定資産」という)を所有している人が、その
固定資産の価格を基に算定された税額をその固定
資産の所在する市町村に納める税金です。

　また、都市計画税は、都市計画事業に要する費
用の一部に充てるために設けられた目的税で、都
市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内
に所在する土地・家屋を所有している人に、固定
資産税と合わせて課税されます。

　相続人が２人以上いるときは、相続人全員が納
税する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金
の賦課徴収および還付に関する書類を受領する代
表者を指定することができます。代表者を決めた
場合は「相続人代表者指定届」を資産税課へ提出
してください。指定された代表者へ納税通知書な
どを送付します。
　当該届の提出がないときは、相続人の中から任
意に代表者を選出し、納税通知書などを送付する
ことがあります。
※すでに所有権移転登記をした人、年内に所有権
移転登記をする人は、この届け出の必要はあり
ません。

　固定資産の登記名義人などが賦課期日(１月１日)以前に死亡または消滅している場合、相
続前または消滅前に売買・贈与などで登記名義人などから所有権を譲り受けた人がいない
ときは、相続人などが納税義務者になります。

　遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人
に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記
名義人を変更してください。
　登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要
ですので、詳しくは津地方法務局(Ｔ228-4191)
にお問い合わせください。
　未登記家屋の場合は、遺産分割協議書などを添
付した変更届を資産税課へ提出してください。

　固定資産税を納める人は、原則として毎年１月１日時点の固定資産の所有者です。

※未登記の土地・家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人

土地・家屋の一例

償却資産の一例

土地・家屋 不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人

固定資産税・都市計画税とは

納税義務者は誰？

固定資産の登記名義人などが死亡・消滅している場合

固定資産税・都市計画税について

固定資産 納税義務者

相続人代表者指定届 登記名義人および未登記家屋所有者の変更
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固定資産税特集

　評価替えとは、資産価格の変動に対応し、評価
額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のこと
をいいます。
　固定資産税は、固定資産の価格、つまり「適正
な時価」を課税標準として課税されます。このた
め、本来であれば、毎年度評価替えを行い、これ
によって得られる「適正な時価」をもとに課税を
行うことにより納税者間における税負担の公平を

図ることになります。
　しかし、膨大な量の土地や家屋について毎年度
評価を見直すことは、実務的に不可能であること
や、課税事務の簡素化を図る必要があることなど
から、土地と家屋については原則として３年間は
評価額を据え置くこととされており、３年ごとに
評価額の見直しを行っています。

　固定資産税の土地の評価は、総務大臣が定める
「固定資産(土地)評価基準」に基づき、地目別に
定められた評価方法により行います。
 地目は、固定資産評価基準では宅地、田、畑、
鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の
９種類に区分されており、固定資産税の評価上の
地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年
の賦課期日(１月１日)の土地の現況により認定し
ます。
　宅地の価格は、市内を土地の利用状況の似た区
域にグループ分けし、その区域内の標準的な宅地
の鑑定評価価格を基礎とし、評価額を求めます。

　固定資産税の在来分家屋(平成29年１月１日ま
でに建築された家屋)の評価は、まず、平成27年
度の再建築価格(同一の場所に同一家屋を新築す
る場合に必要とされる費用)に、３年間の物価変
動を反映した再建築費評点補正率(基準年度ごと
に設定)と経年減点補正率(築年数による減価率)に
よる補正を行い、評価額を求めます。求められた
額が平成27年度評価額を上回る場合は、平成27
年度評価額を平成30年度評価額として据え置き
ます。

固定資産の評価替えとは

平成30年度は固定資産の評価替え年度

評価替えにおける評価の仕組み

固定資産の評価替えについて

ＦＹ
２０１８

問
い
合
わ
せ

資産税課　Ｔ229-3131（土地担当）
　　　　　Ｔ229-3132（家屋担当）
　　　　　Ｆ229-3331（共通）
久居分室　Ｔ255-8826　Ｆ255-1998

土　地 家　屋

　平成29年度は評価替えの年度ではないため、
土地および家屋の価格は、地目の変換、家屋の増
改築などの特別の事情がある場合を除いて、原則
として平成27年度(前回の評価替え年度)を基準年
度とした評価額に据え置かれています。(ただ

し、平成28・29年度に地価の下落があり、価格
を据え置くことが適当でない区域の土地の価格に
ついては、価格を修正しています。)
　平成30年度は評価替えの年度となるため、３年
間の価格変動を反映させた評価額に見直します。
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　ペットボトルは単一素材のためリサイクルの
優等生です。より品質の高いリサイクルを行う
ために素材の違うキャップやラベルをはずして
出しましょう。はずしたキャップやラベルも大
切な資源ですので、容器包装プラスチックの日
に出しましょう。

　より品質の高いリサイクルを行うためには、
素材の違うペットボトルとラベルは分別する必
要があります。
　今までは、リサイクル工場で、ペットボトル
とラベルの重量差を利用して、風力など機械で
選別・除去していましたが、近年はペットボト
ルの軽量化が進み、ラベルとの重量差が小さ
く、機械での選別・除去がしにくくなっている
ため、ご協力をお願いします。

　汚れているペットボトルは、リサイクル資源
として品質が低下します。中身が残っていると
家庭での保管や収集、運搬、選別のとき衛生面
で問題が生じます。食器を洗った残り水など
で、軽くすすいで水切りするだけで十分な効果
が得られますので、ご協力をお願いします。

●プラマークがあるものは、
　容器包装プラスチックの
　日に出してください。
●透明または半透明の袋に
　入れて出してください。

平成29年12月１日発行
平成29年　第４号
環境政策課

　229－3139　 229－3354

環境だより環境だより

環境だより

環境だより

環境だより環境だより環境だより環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして

ラベルをはがして出しましょう！

リサイクルの流れ なぜラベルをはがすの？

なぜすすがないといけないの？

容器包装
プラスチック

ペットボトル

家庭　ペットボトルを
その他の家庭ごみと
分別します。キャップと
ラベルをはずして、軽
く汚れをすすぎます。

津市　家庭から出たペッ
トボトルを収集します。
収集したペットボトルに
異物が混入している場合
は取り除き、圧縮梱包し、
出荷します。

リサイクル工場　市か
ら引き取ったペットボ
トルを細かく砕き、衣
料品やプラスチック製
品の原料となるものを
作ります。また、化学的
に分解して清涼飲料な
どのペットボトル用の
樹脂にする工場もあり
ます。

※ラベルとキャップはペットボトルとは
　素材が異なります。

衣料品などの製品に
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空き家情報バンクへご登録ください！

　利用予定がない空き家は、不動産業者などを利
用し、賃貸や売却などの利活用を考えましょう。
▶売却や賃貸に関する相談
　問い合わせ　三重県宅地建物取引業協会
　　(　227-5018)

　平成26年に国が行った空家実態調査による
と、空き家を取得した経緯は「相続した」が
52.3％と最も多く、空き家の放置と相続は大き
く関わりがあります。津市では、現存する空き
家への対応と併せ、新たな空き家の発生を抑制
するため、空き家の活用を進めています。

　相続登記が行われず、前所有者名義のままにな
っていることが多くあります。
　将来のトラブルを防ぐため、現在の所有者名義
になっているかを確認し、きちんと登記を済ませ
ておきましょう。
▶登記や相続に関する相談
　問い合わせ　三重県司法書士会(　224-5171)

問い合わせ　環境保全課　　229-3398　　229-3354

１ 登記を確認しましょう１ 登記を確認しましょう

　空き家が放置される要因として、所有者の死
後、相続が適切に行われず、多数の相続人が生
じるなどした結果、管理意識が乏しくなる、意
思決定が困難になるといったことがあります。
現所有者は住まいを次代へ適切に引き継いでい
けるよう、次の所有者をあらかじめ決めておき
ましょう。

　津市では、空き家の賃貸・売却を希望する所有者からいただ
いた物件情報を登録し、その情報を賃借・購入を希望する人へ
提供する「空き家情報バンク」を運用していま
す。
　市内に空き家を持つ人で賃貸・売却を希望する
場合は、ぜひご登録ください。詳しくは都市政策
課(　229-3290)までお問い合わせください。

２ 次の所有者を決めておきましょう２ 次の所有者を決めておきましょう

３ 空き家を有効に活用しましょう３ 空き家を有効に活用しましょう

　倒壊の危険性が高い老朽化した
空き家や管理が困難な空き家は、
取り壊しもご検討ください。

４ 空き家を壊すことも管理の一つです４ 空き家を壊すことも管理の一つです

　空き家の所有者は法的に管理責任があります。
当面はそのままにする場合も適切な管理が必要で
す。自分で空き家を管理できない場合、空き家管
理代行業者に依頼するのも、一つの方法です。

５ 空き家を適切に管理しましょう５ 空き家を適切に管理しましょう

　空き家に関する相談は、環境保全課または各総
合支所地域振興課で受け付けています。受け付け
た相談は、速やかに現地を調査
し、対応できる部署に引き継ぎ、
助言、指導などを行います。

６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください

放置空き家の予防のススメ放置空き家の予防のススメ

登録物件の一例空き家情報バンクへ

猫はんてん講習会
　タンスで眠っている着物を利用し
て、軽くて暖かい猫はんてんを作り
ませんか。
と　き　１～３月の第２日曜日、９
　時30分～16時(昼休憩含む)
ところ　環境学習センター(津市リサ
　イクルセンター２階)

対　象　市内に在住の人
定　員　各回10人
持ち物　着物、ミシン(持参可能な　
　人)、裁縫道具
費　用　受講料500円(材料の綿代別)
申し込み　電話で環境学習センター　
　(　237-1185)へ
申込期間　12月９日(土)～24日(日)
　９時～17時　※月曜日休館　
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市では処理できないもの 捨て方Ｑ＆Ａ

食用油はどうやって処分するの？

古くなった消火器はどう処分するの？

　収集日に出せなかったごみや、大量に出たご
みは、右表のごみ処理施設へ直接搬入してくだ
さい。12月29日(金)・30日(土)も搬入できま
す。年末年始は施設や周辺道路の混雑が予想さ
れますので、十分注意して搬入してください。
搬入できる日時
　月～金曜日８時30分～12時、13時～16時30
分(12月31日～１月３日を除く)　※施設使用料
など、詳しくは環境施設課(　237-0671)へお問
い合わせください。　※資源物については、市
内６カ所のエコ・ステーションをご利用くださ
い。詳しくは「ごみ分別ガイドブック」、津市
ホームページをご覧ください。

燃やせるごみ

津　河芸
芸濃

西部クリーン
センター

クリーンセンター
おおたか

リサイクル
センター

※分別して搬入
してください。

久居　 一志
美里　 白山
安濃　 美杉　
香良洲

全地域

ごみの種類 地　域 搬入場所

年末年始のごみの搬入年末年始のごみの搬入

　年末になると大掃除などでごみを出す量が多
くなりますが、以下の処理困難物、危険物は市
では処理できないので集積所に出したり、処理
施設に搬入したりしないようにお願いします。
これらの処理については、販売店や専門の処理
業者にご相談ください。

　購入店もしくは、消火器リサイクル推進セン
ター(　03-5829-6773)までお問い合わせくださ
い。　※受け付けは９時～17時(土・日曜日、祝・
休日および12時～13時を除く)

　使用後の食用油は、市販の油凝固剤を使用す
るか、不要になった布類などに染み込ませて燃
やせるごみの日に出してください。

燃やせないごみ、
金属、びん、
ペットボトル、
容器包装プラスチック、
その他プラスチック、
蛍光灯、乾電池、
危険ごみ

自動車・オートバイ
のタイヤ

塗料・シンナー

バッテリー

オイル・灯油など

　年末年始のし尿のくみ取りの利用は大変混
雑しますので、早めにお申し込みください。
津地域
　津環境整備事業協同組合(　233-6622)へ

その他の地域
　直接、各し尿のくみ取り業者へ
問い合わせ　
　環境政策課(　229-3141)

年末年始のし尿のくみ取りはお早めに！

　年末から年始にかけて宴会などの機会が増える
と思いますが、「30・10運動」は、宴会などで
出る食べ残しを減らすことにより、食品ロスを
減らそうとする運動です。

●注文の際は適量に！
●宴会開始後 30分は席を立たず食事を楽しむ！
●宴会終了前の 10分は自分の席に戻って、再度
　食事を楽しむ！

残さず食べよう！「30・10運動」の実践を残さず食べよう！「30・10運動」の実践を
さんま る 　  い ち ま るさ ん ま る 　  い ち ま る
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津市香良洲墓園の使用者を募集しています津市香良洲墓園の使用者を募集しています

西山公園

香海中学校

松松 阪阪 市市

23

コンビニ

香良洲墓園香良洲墓園

市香良洲庁舎

コンビニ

　津市では津市香良洲墓園の使用者を募集しています。希望する人は、
現地で区画の状況を確認の上、お申し込みください。
ところ　香良洲町131
１区画面積　0.77㎡
募集区画　98区画
費　用　１区画あたり使用料５万円・管理料３万円
対象者　市内に在住の人
申し込み　香良洲総合支所地域振興課の窓口にある
　申込用紙に必要事項を記入し、直接窓口または郵送で香良洲総合支所
　地域振興課(〒514-0392 香良洲町1878)へ
問い合わせ　同課(　292-4308)

　津市ではごみ収集中の車両火災が今年も４件
発生しました。主な原因として、中身が残った
カセットボンベやスプレー缶が金属の日に出さ
れたことで、ごみ収集車内で缶が圧縮され中身
のガスが漏れ出し、金属摩擦などで発生する火
花でごみに引火したものと考えられます。
　車両火災を防ぐために、次のことに注意しま
しょう。

使い捨てライター

中身の残ったカセットボンベ・スプレーなどの缶

石油ストーブ

使い捨てライターだけを
透明・半透明の袋に入れて

中身の残ったカセットボンベ・スプレー缶
だけを透明・半透明の袋に入れて

灯油、乾電池を抜いて

金属の日に出す

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

穴を開けたものは、
金属の日にも出せます

乾電池は危険ごみの日
に出す(３カ月に１回)

残った灯油の処分は
販売店にご相談ください

ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！

車両火災の原因とな
る、中身の残ったカセッ
トボンベ・スプレー缶、
使い捨てライターなど
は、危険ごみの日に出
してください！
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