
市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。
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安濃小学校で行われた交通安全教室。津市交通教育プロバイダから安全な横断歩道の渡り方などを教わりました。(６月15日)表紙

※撮影のため一時的にマスクを外しています

News
P６

新型コロナワクチン接種のお知らせ新型コロナワクチン接種のお知らせ

津市職員募集
津市で一緒に働きませんか
津市職員募集
津市で一緒に働きませんか

特集
P４

特集
P２

幼稚園・認定こども園の園児を募集幼稚園・認定こども園の園児を募集
１号認定子ども
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津市ホームページにある接種協力医療機関一覧のページで、各医療機関
の予約方法や最新の情報をご確認の上、予約してください。

229-3353 229-3346問い合わせ　新型コロナウイルスワクチン接種推進室

　新型コロナワクチン接種について、７月に12歳～64歳の市民の皆さんに接種券を発送しました。
接種券をお持ちの人は、年齢別に予約を受け付けています。ご自身の接種できる時期を確認の上、
予約して接種を受けてください。

津市 ワクチン予約

津センターパレス１階(大門7-15) 木・土曜日14時～17時
日曜日、祝・休日９時30分～12時30分、14時～17時
※８月12日(木)・14日(土)・15日(日)は実施しません。

木・土曜日14時～17時
日曜日、祝・休日10時15分～13時15分、14時45分～17時45分
※８月12日(木)・14日(土)・15日(日)は実施しません。

イオンモール津南３階(高茶屋小森町145)

久居インターガーデン内(久居明神町2490)

市内の接種協力医療機関個別接種

予約方法

0570-059567
津市新型コロナワクチン接種予約・相談電話窓口(コールセンター)

津市新型コロナワクチン接種予約サイト

電話またはインターネットで接種を受けたい会場を予約してください。

集団接種

予約方法

接種協力
医療機関一覧

ワクチン接種
予約サイト

　新型コロナワクチンの集団接種会場では、市民の皆さんに安心・安全に接種を受けていただけるよう、
日々努力を重ねています。そんなワクチン会場でご活躍いただいている医師、薬剤師、看護師、歯科医
師、救急救命士の皆さんを紹介します。

　市民の皆さんが安心して接種を受けられる
よう、会場で医師は一丸となって予診と接種
に取り組んでいます。不安な人には接種を受
ける前に体調面や自分が飲んでいる薬の影響
について、丁寧に説明します。今後も行政と
連携しながら多くの市民の皆さんへ接種機会
を提供していきます。

　会場ではトラブルや問題のないよう、
緊張感を持ちつつ、スムーズな接種に当
たっています。希望する人全員が一日も
早くワクチン接種を終えて、心の安心、
心のやすらぎを得られるように力を尽く
すことが医師の使命です。これからも津
市の皆さんのために頑張ります。

　薬剤師は各会場とも一丸となって薬液充
てんに取り組んでいます。接種が始まる１
カ月ほど前から、薬剤師は週に数回の研修
を重ね、技術の向上に努めてきました。そ
の甲斐もあってか、非常にスムーズな運営
ができています。一日でも早く安心して過
ごせる日常を取り戻すため強い使命感と緊
張感を持ってこれからも頑張ります。

医師  浦和健人さん 医師  伊與田義信さん
薬剤師  寺田幸司さん
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　掲載内容は令和３年７月９日時点の情報です。今後の接種スケジュールや内容は変更とな
る可能性がありますので、最新情報については広報津と同時期に配布のチラシや津市ホーム
ページ「新型コロナワクチン接種について」をご覧ください。

●医療従事者

●65歳以上の高齢者

●基礎疾患を有する人

●高齢者施設等従事者

●12歳～54歳の人

２月～

４月12日～

６月18日～

７月２日～

７月16日～

●64歳以下の障がい者施設等の入所者
●ホームヘルパー等の居宅サービス・訪問系サービスの従事者

津市 ワクチン

津市独自

津市独自

１万2,000回／週の
ペースで接種中

７月20日～

●60歳～64歳の人

●55歳～59歳の人

●子どもと接する従事者

　津市では高齢者や基礎疾患を有する方に加え、独自にホームヘルパー、教員、保育士などへの優
先接種を進めています。現在、年代ごとに予約を受け付けている一般の方についても、ワクチンの
在庫管理を徹底し、予約の設定を柔軟に運用していくことによりスムーズな接種を進めてまいりま
す。市民の皆さまには、秩序を保ったご予約にご理解ご協力いただいていることに心から感謝いた
します。

ご協力ありがとうございます

津市長

　ワクチンを接種された人が
安心できるよう、スタッフに
声を掛けやすいような雰囲気
づくりを大切にしています。
接種すること自体に不安を感
じている人も多いかと思いま
すが、経過観察ブースには看
護師がたくさんいるので、
ちょっとしたことでも気軽に
お声掛けください。

　市から協力依頼があり、同じ医療人として歯科医師のワ
クチン接種に協力することになりました。私たち歯科医師
は、日頃から神経が集中する口腔内へ注射しており、肩筋
肉への注射も、座学と実技で研修を受けていますので、安
心して歯科医師接種ブースにお並びください。コロナ終息
に一歩でも近づくよう歯科医師一同尽力してまいります。

　接種を受けられた皆さんへ積
極的に声掛けすることを心掛け
ています。経過観察中に変わっ
た様子がないか、特に顔色の変
化に注意しています。救急救命
士は救急現場で即座に判断を求
められることが多く、そういっ
た経験を生かし、もしもの時に
スムーズに対応できるよう準備
しています。

看護師  出口千力さん

歯科医師  萬好哲也さん

救急救命士  坂倉亨さん
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窓口で　人事課、案内(市本庁舎１階)、消防総務課および各消防署、市教育委員会庁舎１階、アストプ
ラザ(アスト津４階)、各総合支所、各出張所などで配布

インターネットで　津市ホームページからダウンロード
※受験資格など、詳しくは各受験案内や津市ホームページをご覧ください。

各受験案内の入手方法

令和３年度津市職員採用試験(９月試験)

第１次試験（筆記試験等） ９月19日　日受付期間 ８月２日　～27日月

学歴等 生年月日

事務職 ２人程度

技術職（機械）

技術職（土木）

技能員（清掃員等）

技能員（調理員）

１人程度

技術職（建築） １人程度

２人程度

３人程度

６人程度

消防職 ５人程度

昭和61年４月２日以降平成16年４
月１日までに出生の人

共通する受験資格…地方公務員法第16条（欠格条項）の各号のいずれにも該当しない人

受験資格
募集職種 採用予定人数

中学校卒業以上の学歴を有する人

昭和61年４月２日以降平成16年４
月１日までに出生の人

昭和61年４月２日以降に出生の人

⑴または⑵の要件を満たす人
⑴　学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専
　門課程）・高等学校・中学校またはこれらに相当すると市長が認める学校等
　を卒業（修了）した人または令和４年３月卒業（修了）見込みの人
⑵　市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

⑴または⑵の要件を満たす人
⑴　アおよびイの要件を満たす人
　ア　学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専
　　門課程）・高等学校またはこれらに相当すると市長が認める学校等を卒業
　　（修了）した人または令和４年３月卒業（修了）見込みの人
　イ　上記アに掲げる学校等において、技術職（土木）については土木に係る専
　　門課程、技術職（機械）については機械に係る専門課程、技術職（建築）につ
　　いては建築に係る専門課程を履修した人
⑵　市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

⑴　学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専
　門課程）・高等学校・中学校またはこれらに相当すると消防長が認める学校
　等を卒業（修了）した人または令和４年３月卒業（修了）見込みの人
⑵　消防長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人
上記⑴または⑵の条件を満たし、次の全ての条件を満たす人
ア　日本国籍を有する人
イ　身体健全で消防業務を遂行するに当たって支障のない人

金

職種が
いっぱい！

津市職員募集

た
～　
　
　
　
　
　

や~

40代で
転職！やりがい

ある仕事！

試験内容など
詳しくは

各受験案内または
津市ホームページを
ご覧ください。

令和３年度津市職員採用試験(９月試験)を下表のとおり実施します。採用日は令和４年４月１日です。
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津市職員採用試験（職務経験者対象）
受付期間 ８月２日　～９月22日月 第１次試験…エントリーシートによる書類選考

経歴・免許等 生年月日

事務職

事務職
(障がい者対象)

１人程度

１人程度

言語聴覚士 １人程度

共通する受験資格…地方公務員法第16条（欠格条項）の各号のいずれにも該当しない人
※上記の受験資格は一部のみを記載したものです。詳細については必ず受験案内をご確認ください。

募集職種等 採用予定人数
受験資格

問い合わせ

※他の日程に行われる試験（事務職等）との併願が可能

今年度36歳になる人から受験可能 ！

昭和37年４月２日以降昭和61年４
月１日までに出生の人

津市職員採用試験(障がい者対象)

学歴等 生年月日

事務職
(障がい者対象) ２人程度

共通する受験資格…地方公務員法第16条（欠格条項）の各号のいずれにも該当しない人

募集職種等 採用予定人数
受験資格

第１次試験（筆記試験） 10月31日　日受付期間 ８月２日　～27日月 金

水

●事務職、事務職(障がい者対象)、技術職(土木・機械・建築)、技能員
(清掃員等・調理員)、言語聴覚士…人事課（　229－3106、　229－
3347)
●消防職…消防総務課（　254－0351、　256－7755）

昭和61年４月２日以降平成16年４
月１日までに出生の人

⑴または⑵の要件を満たし、かつ、⑶～⑹のいずれかの要件を満たす人
⑴　学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専
門課程)・高等学校・中学校またはこれらに相当すると市長が認める学校等
を卒業(修了)した人または令和４年３月卒業(修了)見込みの人
⑵　市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人
⑶　身体障害者手帳の交付を受けている人
⑷　児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健
指定医または障害者職業センターが交付した判定書(知的障がいであると判
定する旨が記入されたもの)を有する人
⑸　都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付する療育手帳の交
付を受けている人
⑹　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

⑴の要件を満たし、かつ、⑵～⑸のいずれかの要件を満たす人
⑴　平成28年４月１日から令和３年７月31日までの間に、民間企業等におけ
る職務経験が３年以上ある人
⑵　身体障害者手帳の交付を受けている人
⑶　児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健
指定医または障害者職業センターが交付した判定書(知的障がいであると判
定する旨が記入されたもの)を有する人
⑷　都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が交付する療育手帳の交
付を受けている人
⑸　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

平成28年４月１日から令和３年７月31日までの間に、民間企業等における
職務経験が３年以上ある人

平成28年４月１日から令和３年７月31日までの間に、医療機関・社会福祉
施設等における職務経験(言語聴覚士としての職務経験に限る)が３年以上
ある人で、言語聴覚士免許を有する人

求める職務経験等の一例

津市職員の募集

・シティプロモーションやＴＶ番組の撮影・編集等の経験を有する人

・ＩＣＴやＤＸに係る知識や技術および経験を持った人

私たちと一緒に

働きましょう！
申し込みは
インターネットで
受け付けています
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幼稚園・認定こども園の園児を募集

入園願書配布日　８月17日(火)～
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(水)～17日(金)
受付場所　希望する幼稚園
入園願書の配布・受付時間　期間
内の８時30分～17時15分(土・
日曜日を除く)　
※希望者が定員を超えた場合は、
該当小学校区の居住者を優先と
して、抽選を実施します。詳し
くは８月17日(火)から配布する
案内をご覧ください。
※募集締め切り後、定員に余裕の
ある幼稚園は、随時入園申し込
みを受け付けます。詳しくはお
問い合わせください。

問い合わせ　市立幼稚園

▲

教委学校教育課(　229－3391　　229－3257)、各幼稚園、教委各教育事務所
　　　　　　市立認定こども園

▲

子育て推進課(　229－3167　　229－3451)、各認定こども園
　　　　　　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30年４月２日～平成31年４月１日生まれ
４歳児　平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ
５歳児　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ

　令和４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。
※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

市立幼稚園

１号認定子ども

地域 対象児 幼稚園名 ところ 昼食 問い合わせ

津

久居

河芸

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

南立誠幼稚園

敬和幼稚園

藤水幼稚園

高茶屋幼稚園

大里幼稚園

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

千里ヶ丘幼稚園

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

桜橋二丁目

中河原

藤方

高茶屋三丁目

大里窪田町

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

河芸町千里ヶ丘

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

給食

給食

弁当

弁当

給食

弁当

弁当

弁当

弁当

弁当

弁当

弁当

給食

給食

給食

給食

給食

給食

給食
※預かり保育実施園

228－8509

227－0504

227－0552

234－2616

232－5913

255－2654

256－6513

255－5366

252－0883

255－3256

252－1167

255－7130

245－4093

245－4121

279－2331

268－2363

268－2362

268－2360

293－6502

　市内に在住の３～
５歳児は、全地域の
幼稚園へ申し込みが
できます。



245－4092(豊津幼稚園)　
245－1167(上野保育園)
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私立認定こども園（１号認定子ども）

市立認定こども園（１号認定子ども）
入園願書配布日　８月17日(火)～
配布場所　各認定こども園、子育て推進課、豊津幼
稚園、河芸教育事務所

受付期間　９月１日(水)～17日(金)
受付場所　希望する認定こども園(河芸こども園は上
野保育園または豊津幼稚園)

入園願書の配布・受付時間　期間内の８時30分～17
時15分(土・日曜日を除く)

※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、芸濃こども園は芸濃小学校

区の、香良洲浜っ子幼児園は香良洲小学校区の、
一志こども園は一志西小学校区の、河芸こども園
は上野・豊津小学校区の居住者を優先します。
※希望者が定員を超えた場合は抽選となります。抽
選日などについては、８月17日(火)から配布する
案内をご覧ください。
※募集締め切り後、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。詳しくは、
お問い合わせください。

私立幼稚園

三重大学教育学部附属幼稚園(３・４歳児)

募集開始日　９月１日(水)
※３歳になる年の４月から利用できます。また、全
園給食・預かり保育を実施しています。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。

対象児 園　名 ところ 問い合わせ 地域 園　名 ところ 問い合わせ

津

久居

河芸

藤認定こども園

認定こども園
こどもの杜ゆたか園

津カトリックこども園

ぼだいじこども園

認定子供園清泉幼稚園

ルーテル二葉
認定こども園

藤水保育園

風の子藤水保育園

津こども園

ＮＯＢＥＮＯこども園

風の丘藤水保育園

幼保連携型認定こども園
すぎのこ保育園

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

ゆたか認定こども園

豊が丘二丁目

一身田上津部
田

西丸之内

南中央

南丸之内

南が丘一丁目

藤方

雲出島貫町

南河路

久居井戸山町

戸木町

久居中町

河芸町杜の街
一丁目

河芸町三行

河芸町中別保

230－1280

236－6100

227－2512

228－7473

228－5341

226－9945

225－1501

238－0355

228－8897

269－5500

253－7708

255－5100

244－1166

244－1515

245－1128

高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
大川幼稚園
ふたば幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園

満３～
５歳児

一身田町
丸之内
大谷町
白塚町
河辺町
久居二ノ町

　232－2251
　228－3637
　261－2021
　232－3228
　225－4638
　255－4316

通園できる認定こども園
居住地域 園　名 ところ 募集定員 問い合わせ

津

河　芸

芸　濃

香良洲※

一　志

白山・美杉

津みどりの森こども園

河芸こども園

芸濃こども園

香良洲浜っ子幼児園

一志こども園

白山こども園

神戸

河芸町上野

芸濃町椋本

香良洲町

一志町高野

白山町南出

３歳児：40人　４・５歳児：若干名

３・４歳児：各15人　５歳児：若干名

３歳児：30人　４・５歳児：若干名

３歳児：30人　４・５歳児：若干名

３歳児：30人　４・５歳児：若干名

３歳児：40人　４・５歳児：若干名

226－0204

265－2027

292－2511

293－0024

264－0080

※雲出小学校区の居住者も申し込むことができます。

入園願書配布期間　８月30日(月)～９月17日(金)９
時～17時(土・日曜日を除く)
受付期間　９月13日(月)～28日(火)９時～17時(土・
日曜日、祝日を除く)
入園希望者説明会　９月４日(土)
募集定員　３歳児…約30人、４歳
児…約10人
※入園願書の提出方法など、詳しく
は同園(観音寺町、　227－1711)
へお問い合わせください。

※募集開始日、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。

令和４年度
開園
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現況届は８月31日　までに提出を！
児童扶養手当のご案内

※各種控除もあるため、所得額は目安です。

一部支給対象児童 全部支給
４万3,150円～１万180円
１万180円～5,100円の加算
6,100円～3,060円の加算

４万3,160円
１万190円の加算
6,110円の加算

２人目児童
２人以上 ３人目以降

児童１人

　次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の
最初の３月31日までの児童(心身に中程度以上の障
がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母
または父や母に代わって児童を養育している人(養
育者)に対して手当が支給されます。
●父母が婚姻を解消した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母に重度の障がい(国民年金の障がい等
　級１級程度)がある児童
●父または母の生死が明らかでない児童
●父または母が裁判所からＤＶ保護命令を受けた児童
●母が婚姻によらないで懐胎した児童　など
次のような場合、手当は支給されません。
●児童の住所が国内にないとき
●児童が児童福祉施設などに入所している、または
　里親に預けられたとき
●児童の父、母または養育者の住所が国内にないとき
●児童の父または母が、婚姻の届け出はなくても、事
実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
※上記以外にも支給されない場合がありますので、
必ず事前にご相談ください。

児童扶養手当と公的年金の併給
　公的年金等が受給できる場合でも、年金の月額が
児童扶養手当支給額を下回るときは、その差額分の
手当が支給されます。また、法律の改正により、今
年３月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加
算部分の額との差額を受給できるようになりまし
た。申請について詳しくはお問い合わせください。

手当を受けることができる人
　請求月の翌月分から支給し、支給月(１・３・
５・７・９・11月)の前月までの２カ月分を指定の
金融機関の口座へ振り込みます。振込日は各支給月
の11日です(11日が金融機関の休業日に当たる場合
はその直前の営業日)。
申請に必要なもの　申請者と児童の戸籍謄本、申請
者名義の金融機関の通帳、申請者の年金手帳、賃
貸契約書の写し(借家等の場合)などが必要です。　
　※上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

手当の支給

　受給者には、７月末に現況届の案内文書を送付し
ています。現況届は、毎年８月１日の状況を届け出
ることで、手当を引き続き受けることができるかを
確認するためのものです。提出がないと11月分以
降の手当(翌年１月支給分)が受けられなくなるの
で、必ず期限までに提出してください。
提出場所　こども支援課、各総合支所市民福祉課
(福祉課)

現況届の提出

　児童扶養手当の受給資格者で本人の所得制限超過に
より全額支給停止となる場合、その超過額が40万円
を超えない範囲であれば、母子家庭等児童援護金を受
給できます。支給は奇数月(年６回)となります。
支給額　月額8,010円～2,480円

母子家庭等児童援護金制度

　ひとり親家庭と寡婦の経済的自立を図るため、子
どもの進学や親自身の技能習得などに資金を貸し付
ける制度です。申請ができる人は、ひとり親家庭の
親や寡婦(配偶者のない女子で、かつて配偶者のな
い女子として20歳未満の児童を扶養していたこと
のある人)などです。貸付金の種類によって、貸し
付けの限度額や条件が異なるので、詳しくはお問い
合わせください。

母子父子寡婦福祉貸付金制度

支給月額

※一部支給の額は受給資格者の所得額に応じて決まります。また、受給資
格者または扶養義務者（同居の親族）の前年の所得が下表の限度額以
上ある場合は、その年の11月から翌年の10月までは支給されません。

所得制限限度額
税法上の扶養人数 受給資格者の所得 扶養義務者等の所得

０人
１人
２人

３人以上

192万円
230万円
268万円

以下38万円ずつ加算

236万円
274万円
312万円

以下38万円ずつ加算

問い合わせ　こども支援課　Ｔ229－3155　Ｆ229－3451

現況届の休日受け付け窓口を開設
と　き　８月22日(日)９時～16時
ところ　市本庁舎３階こども支援課

火

※子育て世帯生活支援特別給付金の申請も受け
　付けます。同給付金について詳しくは津市
　ホームページをご覧ください。
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問い合わせ　環境政策課　　229－3139　　229－3354　　
津市環境審議会の委員を募集

問い合わせ　文化振興課(津リージョンプラザ)　　229－3300　　229－3344
出品作品募集！第16回津市美術展覧会
皆さんの力作をお待ちしています

　12月４日(土)～12日(日)に久居アルスプラザで開
催される第16回津市美術展覧会に出品してみませ
んか。
出品部門　日本画、洋画、彫刻、美術工芸、写真、
書の６部門
対　象　平成21年４月１日以前に生まれた人で、
以下のいずれかに該当する人

　●市内に在住・在勤・在学の人
　●市内にある文化団体に加入している人(事前に
　文化振興課へ登録が必要)

出品規定　自己の創意工夫により制作した未発表作
品１人１点

出品料　１人500円(学生は出品申込書に学校名を
記入すれば無料)　※搬入時に支払い

表　彰　公開審査の結果、優秀な作品には市長賞・
市議会議長賞・市教育委員会教育長賞・岡田文化
財団賞・奨励賞などを授与

作品の搬入　11月27日(土)・28日(日)９時30分～
16時に久居アルスプラザへ　※新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対策として、個別に搬入の日
時を指定します。

1
TSU NEWS

申し込み　出品申込書を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、　229－3300@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　11月13日(土)
※作品規定など詳しくは、文化振興
　課または各総合支所地域振興課、
　各公民館などにある作品募集要項
　でご確認ください。津市ホーム
　ページからもご覧いただけます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報津に掲載のイベント等は中止または延期の可能性が
あります。参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。
　また、イベント等の会場では手指消毒、マスク着用、検温、連絡先の確認などにご協力ください。

　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３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。
活動内容　市長の諮問に応じて、環境の保全・創造
に関する重要事項や環境基本計画の変更に関する
事項を調査・審議

対　象　市内に在住・在勤・在学の令和３年４月１
日現在18歳以上で、環境の分野に関心がある人
※津市の議員・常勤職員・他の審議会などの委員
を除く　

定　員　４人程度(選考あり)

任　期　委嘱した日から２年間
報　酬　9,000円／日
選考方法　選考委員会で書類審査　
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、　229－3139@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２日(月)～16日(月)

しもん
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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

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
特定健康診査のご案内

都市政策課
　229－3290　　229－3336

まちに緑を増やしませんか

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の固定資産税を減額

お知らせ

とき（８月） ところ

津市計量検査所
（市本庁舎南別棟）

18日㈬10時～12
時
19日㈭13時～15
時

高茶屋市民センター20日㈮10時～12
時

橋南市民センター20日㈮14時～15
時

一志高岡公民館23日㈪10時～12
時

香良洲公民館24日㈫10時～12
時、13時～14時

久居総合福祉会館南館
25日㈬10時～12
時、13時30分～
15時

市白山庁舎
26日㈭10時30分
～12時、13時30
分～14時30分

美杉総合文化センター27日㈮10時30分
～12時

　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
などで取引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。
　今年度に津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)。

※荒天の場合、中止になることが
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)、
久居地域、香良洲地域、一志地
域、白山地域、美杉地域

　公園や公共公益施
設などで緑化活動を
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　公園や道路など
誰でも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
請書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２日(月)～31日(火)

　対象者には受診券を６月下旬に
送付しました。なお、５月13日
～９月13日に新たに津市国民健
康保険に加入した人には、８月上
旬から受診券を順次送付します。
　詳しくは、同封の案内または６
月16日発行の広報津と同時期に
配布の「令和３年度がん検診と健
康診査のご案内」をご覧くださ
い。また、はがきや電話などで受
診を呼び掛ける場合があります。
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し、予
約　※発熱や咳など体調が悪い
場合は受診を控えてください。

健診期間　個別健診…７～11月、

集団健診…８～12月
費　用　500円(令和２年度市・県
民税非課税世帯は無料)
※昭和21年９月１日～12月19日
生まれで対象の人は、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
までに受診してください。

　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
固定資産税を減額します。
減額要件　居住部分の床面積の割
合が２分の１以上の住宅で、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)

コミュニティ助成事業（宝くじ助成金）で整備しました

　コミュニティ助成事業は、自治総合センターが宝くじの社会貢
献広報事業として地域コミュニティ活動を推進し、その健全な発
展を図るために行っているものです。令和４年度に、当事業で設
備などの整備を希望する自治会は、９月15日(水)までに地域連携
課(　229－3110)までお問い合わせください。

◆養正地区自治会連合会◆
　自治会等主催事業へ多くの人に参加して
もらうために、活動拠点に椅子や机などの
備品を整備しました。
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募　　集

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

介護保険課
　229－3149　　229－3334

津市介護保険事業等
検討委員会委員

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
ママと赤ちゃんのふれあい教室

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

ひとり世帯高齢者実態把握
調査にご協力ください

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

津北工事事務所
　253－2272　　253－2273
津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

市営住宅課
　229－3190　　229－3213
久居分室
　255－8853　　255－5586

市営住宅入居者

　国土交通省では、道路の役割や
重要性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、道路の安全・快適な利用を
心掛けましょう。また、市道に穴
が開いているなど危険な状態を発
見したときは、連絡してください。

　ひとり世帯の65
歳以上の人(令和
３年５月末時点)
を対象に、実態把
握調査を実施しま
す。この調査でひとり世帯高齢者
の緊急連絡先等を把握し、調査内
容は地域での見守りや福祉サービ
スの提供など、高齢者の自立生活
を支えるために活用します。ま
た、調査で訪問する民生委員には
守秘義務があり、調査内容が他に
漏れたり、他の目的で使用された
りすることはありません。
調査期間　８月１日(日)～11月
30日(火)

　「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、環境保全課
または三重河川国道事務所(Ｔ
229－2218)へ連絡してくださ
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。

　津市介護保険事業等検討委員会
は、高齢者福祉計画・介護保険事
業計画の推進を図り、計画に関す
る事業を円滑に行うことを目的と
しています。
対　象　市内に在住の40歳以上
で、年数回、平日昼間に開催す
る会議に出席できる人
募集人数　40歳以上65歳未満の男
女各１人、65歳以上の男女各１
人　※応募者多数の場合は抽選

任　期　令和３年10月１日～令
和６年９月30日(３年間)

応募方法　介護保険課または各総
合支所市民福祉課(市民課)にあ
る応募用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送で介護
保険課(〒514－8611 住所不要)
へ　※応募用紙は津市ホーム
ページからもダウンロード可

締め切り　８月31日(火)必着

　「Zoom」を利
用したオンライ
ン講座です。自
宅でのベビー
マッサージを通
して、ママと赤
ちゃんの絆を深めませんか。
と　き　９月２日・９日・16日・
30日、10月７日いずれも木曜日
10時～11時(全５回)　
対　象　開講時におおむね３～７
カ月の赤ちゃんと母親
定　員　抽選６組
準備物　Zoomが利用できる端末
(パソコンなどカメラと音声機
能があるもの)、インターネッ
トが利用できる環境(通信料は
自己負担）
申し込み　津市ホームページから、

または往復はがきで講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号、Ｅ
メールアドレス、受講時の赤
ちゃんの月齢・氏名を中央公民
館(〒514－0027 大門7－15)へ
※１通につき１組
締め切り　８月13日(金)

　ひさい音楽祭への出演と運営を
担う団体を募集します。
と　き　来年１月30日(日)13時
30分～(13時開場)
ところ　久居アルスプラザときの
風ホール
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　応募用紙に必要事項を
記入し、直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメール(　255－
　8812@city.tsu.lg.jp)へ　
　※応募用紙は郵送またはＥメー
ルでお送りします。
申込期間　８月２日(月)～16日
(月)17時

申し込み　８月２日(月)から配布
する所定の申込用紙に必要書類
を添えて、直接市営住宅課また
は同課久居分室へ
申込期間　８月10日(火)～13日
(金)８時30分～17時15分　※郵
便・ファクスでの申込用紙の配
布、受け付けはできません。
※一部の住宅では随時入居者を募
集しています。詳しくはお問い
合わせください。

津市 令和３年度公民館講座



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

アマゴの郷
清流コースウオーク

三重短期大学
　232－2341　　232－9647

管理栄養士・社会福祉士
国家試験対策講座（全８回）

文化振興課
　229－3250　　229－3344

気軽にチャレンジ！
文芸入門講座

とき（９月） 内容・講師

７日㈫10時
～11時30分

エッセイ・小説
（藤田明さん、松嶋節さん）

７日㈫13時
30分～15時

短歌
（中川左和子さん）

９日㈭10時
～12時

川柳
（阪本きりりさん）

10日㈮10時
～11時30分

俳句
（山﨑満世さん）

　人権意識を高めるため、標語を
募集します。入選作品(３作品)は
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メールで件名に「人権標
語」と明記し、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、
　229－3165@city.tsu.lg.jp)へ

　※入選者のみ12月24日(金)ま
でに入選結果を連絡します。

締め切り　10月29日(金)必着

　

　
　清流の女王・アマゴを育む雲出
川の源流沿いを歩きます。きれい
な川の水で育ったアマゴのつかみ
どりや料理も楽しめます。
と　き　９月５日(日)９時～
ところ　平倉コース　※集合は大
吉あまごセンター(美杉町川上)

定　員　先着30人

費　用　2,000円(昼食、保険料を
含む)

申し込み　電話で美杉総合支所地
　域振興課へ
申込期間　８月16日(月)～27日(金)

と　き　９月10日・24日、10月
８日・15日いずれも金曜日17
時50分～19時20分、19時30
分～21時

ところ　三重短期大学校舎棟
対　象　管理栄養士講座…栄養士
免許を有し、国家試験を受験す
る予定のある人、社会福祉士講
座…受験資格を有する人(見込
みを含む)

※詳しくは同短期大学ホームペー
ジをご覧ください。

申し込み　同短期大学ホームペー
ジの専用フォームから

締め切り　各開講日の１週間前

　「津市民文化」津
文芸広場各部門の
選者による入門講
座を開催します。
テキストとして「津市民文化」第
15号(500円)を使用します。当日
会場でも販売します。

※今年度の詩部門(北川朱実さん)
については、講座の開催に代え
て資料を送付しますので、詳し
くはお問い合わせください。

ところ　津センターパレス２階中
央公民館会議室　

定　員　先着各30人
申し込み　電話で文化振興課へ
申込期間　８月10日(火)～24日(火)

募　　集

社会福祉士講座管理栄養士講座

津ぅのお菓子屋さんが教えるスイーツ教室
和菓子職人＆パティシエとお菓子を作ろう！

ところ　中央公民館調理実習室
定　員　抽選各６～８組
申し込み　津市ホームページから、またははがきで住所、氏名、年齢、
　電話番号、参加希望回を商業振興労政課(〒514－8611 住所不要)へ
締め切り　８月10日(火)必着

と　き 内　容 講師（店舗名） 対　象 費用（材料費含む）

① ９月14日㈫
14時～16時

栗のパウンドケーキと
ラップクレープ

岡裕貴さん
（和・洋菓子　岡田屋）

どなたでも
（１組につき２人まで） 850円／人

② 10月３日㈰
14時～16時

季節の生菓子と季節のね
りきり

刀根武士さん
（菓子の館とね）

小中学生と保護者
（保護者１人につき子ども１人） 550円／人

③ 11月14日㈰
14時～16時

まるごとみかん大福と季
節のねりきり

川嶋伸介さん
（銘菓創庵　新月）

小中学生と保護者
（保護者１人につき子ども１人） 500円／人

④ 12月７日㈫
13時30分～17時

クリスマスデコレーショ
ンケーキ

高桑靖さん
（洋菓子タカクワ）

どなたでも
（１組につき２人まで） 1,500円／人

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

専用申し込みフォーム
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環境学習センター
　237－1185　　237－5385

段ボールで写真立てを作ろう

経営支援課
　236－3355　　236－3356

ビジネスカフェにお越しください

久居総合支所地域振興課
　255－8803　　255－0960

久居誕生350年事業
「あっぱれ！久居」参加者

子育て推進課
　229－3390　　229－3451

第２回津市出会い＊婚活
＊結婚に関する相談会

　10月24日(日)に久居地域のた
めに頑張っている活動を表彰する
イベントを開催。そのイベントで
高通公・奥方・家臣に扮して感謝
状を贈る人を募集します。
対　象　16歳以上
ところ　久居八幡宮(久居二ノ町)
費　用　1,000円(保険料を含む)
応募方法　指定の応募用紙を郵送
またはファクス、Ｅメールで久
居総合支所地域振興課(〒514－
1192　住所不要、

　　255－8812@
　city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　９月３日
　(金)必着

　

　

　家庭で不要になったカレンダー
や雑誌の切り抜きを利用して、お
しゃれな写真立てを作りませんか。

と　き　９月４日(土)午前の部…
９時30分～12時、午後の部…
13時30分～16時

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・在学の小学
生と保護者

定　員　抽選各４組８人
持ち物　不要になったカレンダー
や雑誌の切り抜き

申し込み　電話またはファクスで
環境学習センターへ

締め切り　８月14日(土)17時　
　※月曜日休館

　少子化対策の一環として、出会
い・婚活・結婚に関する相談会を
行います。
と　き　９月11日(土)10時～16時
ところ　津リージョンプラザ３階
第７会議室

相談内容　結婚したいけど出会い
がない、婚活しているけどうまく
いかない、子どもの結婚相談をし
たい、婚活イベントを企画したい、
従業員の結婚を応援したいなど

対　象　市内に在住・在勤の結婚
を希望する本人やその家族、従
業員の出会いを応援したい企

業、婚活イベントを企画したい
団体など

定　員　先着10組　※１組30分
程度
申し込み　電話またはＥメールで
子育て推進課(　229－3167
＠city.tsu.lg.jp)へ

申込期間　８月10日(火)～９月10
日(金)

　これから創業
を考えている人
のための入り口
として、和やか
な学びと交流の
場・ビジネスカフェを開催します。
と　き　８月30日(月)13時30分
～15時30分(13時開場)

ところ　津市ビジネスサポートセ
ンター

内　容　高原祥子さん(創業相談
専門家)によるアドバイス、創
業プチセミナー、グループワー
ク

定　員　先着10人
申し込み　電話、またはＥメール
で住所、氏名、電話番号、創業
希望業種を経営支援課(　229－
3360＠city.tsu.lg.jp)へ
申込開始日　８月６日(金)

「あっぱれな活動」同時募集
　同イベント内で紹介する久居
地域のために頑張っている活動
を募集します(自薦または他薦)。
詳しくは津市ホームページをご
覧ください。

とこわかクイズ

問い合わせ　総務企画課　　229－3373　　229－3260

問　題
　○か×でお答えください
「『とこわか』とは、『いつも若々しいこと。い
つまでも若いさま』を表現した言葉です。」
　正解者の中から抽選で30人
に、オリジナルとこまるポーチを
プレゼント！　※発表は発送を
もって代えさせていただきます。

応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがき、またはファクス、Ｅメール
で住所、氏名、電話番号、クイズの答えを
三重とこわか国体・三重とこわか大会津市
実行委員会プレゼント係(〒514－0056 北河
路町19－1 メッセウイング・みえ２階、　
229－3373@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　８月31日(火)必着

津市ホーム
ページ



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
　①③…津市スポーツ協会(メッ
セウイング・みえ１階)などにあ

る申込用紙(同協会ホームページか
らダウンロードも可)を同協会へ、
②…競技団体へ申し込み
※競技団体の申し込み先・方法の
ほか詳細については、津市スポー

ツ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)

14 広報 つ！　令和３年８月１日号

イベント

募　　集

種　目

弓　道

柔　道

剣　道

居合道

合気道

太極拳

なぎなた

空手道

24日㈫・26日㈭
14時～16時
24日㈫・28日㈯
18時30分～20時30分
24日㈫・26日㈭
19時～21時
24日㈫・28日㈯
19時～21時
25日㈬
19時～20時30分
25日㈬
19時～21時
26日㈭
13時15分～14時45分（拳）
15時～16時30分（剣）
26日㈭
19時～20時30分
28日㈯
13時30分～15時
27日㈮
19時～21時
28日㈯
15時30分～17時30分

とき（８月）

コース と　き

平日昼
全６回

９月27日～11月１日の毎
週月曜日10時～15時
※１時間の昼休憩あり

平日夜
全12回

９月21日～10月29日の毎
週火・金曜日18時30分～
20時30分

きらめき・アート展
　９月４日(土)～12日(日)10時～
17時(12日は15時まで)　　久居
アルスプラザギャラリー　※火曜
日休館　　障がい者による絵画・
書など芸術作品の展示
　久居アルスプラザ(　253－4161)

三重武道館武道教室体験会

　三重武道館　　小学生以上(弓
道は中学生以上で初心者は不可、

合気道は小学４年生以上)
　８月６日(金)～20日(金)に直接窓
口または電話、ファクスで氏名、年齢、
電話番号、参加種目を三重県武道振
興会(津市産業・スポーツセンター
内、　229－2100、　229－2123)
へ　※日曜日、祝・休日を除く

星と語ろう②
　９月11日(土)19時15分～21時
　津市青少年野外活動センター(神
戸)　　木星、土星、夏の星座の
観察(悪天候のときは天文工作)　
　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７日(土)～27日(金)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

ひとり親家庭のための日商簿記初
級講習

　簿記の基本原理、期中取引の処
理、月次集計、日商簿記初級受験
(任意)など　　県内に在住のひと
り親家庭の親またはその子ども
(独身の30歳まで)、寡婦　　　各
10人　※新規優先
　８月16日(月)～９月10日(金)に所

定の申込用紙に必要事項を記入し、
直接窓口または郵送、ファクス、Ｅ
メールで三重県母子・父子福祉セン
ター(〒514－0003 桜橋二丁目131
県社会福祉会館４階、　228－6301、
　boshikafu@za.ztv.ne.jp)へ
※申込用紙は同センターのホーム
ページからダウンロードするか、
電話で同センター(　228－6298)
へ請求

音声訳入門講座(全７回)
　９月１日～10月13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　　880円(テキスト代)
　８月２日(月)～16日(月)に直接
窓口または電話で津市社会福祉協
議会(　246－1165)へ

介護職員初任者研修(通信講座) 
　11月22日(月)～来年２月25日
(金)　　テキストなどで学習し、
指定の期日までにレポートを提出
※スクーリング研修あり　　県内
に住民登録しているおおむね70
歳未満の働いていない人で、研修
後、県内の福祉・介護職場に就労
できる人　　　39人　　5,500
円(テキスト代)
　10月27日(水)までに直接窓口
または参加申請書を郵送で三重県
福祉人材センター(〒514－8552 
桜橋二丁目131、　227－5160)へ

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

①

②

③

少林寺拳法

ソフトテニス

空手道

９月４日㈯19：00～20：30

①９月19日㈰ ②９月20日（月・祝）
いずれも９：00～16：00
10月29日、11月５日・19日い
ずれも金曜日19：00～21：00

三重津城北道院（豊が丘
二丁目）

古道公園内テニスコート

三重武道館柔剣道場

小学生以上

５歳以上

中学１・２年生
（①男子②女子）

10人

各100人

各20人

８月10日㈫～27日㈮

８月16日㈪～９月13日㈪

８月10日㈫～10月15日㈮
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無料相談

時　間 対　象
（市内に在住・在学の人）

９時～10時

11時～12時

13時30分～14時30分

15時30分～16時30分

６歳

小学１・２年生

小学３・４年生

小学５・６年生

津民芸保存会会員
　津市指定無形民俗文化財である
八幡獅子舞や入江和歌囃子の保
存・伝承活動を一緒に行いません
か。津まつりをはじめ各地のイベ
ントやまつりに参加しています。
※練習日など詳しくはお問い合わ
せください。
　正会員…20歳以上、準会員…
中学生～19歳
　同会事務局担当(　090－9145－
2001)へ

55歳以上の方の無料就労相談会
　８月10日・24日、９月14日・
28日いずれも火曜日10時～16時
　プラザ洞津４階三重県生涯現役
促進地域連携協議会(新町一丁目)
　高齢者就労の専門支援員による
個別相談
　８月２日(月)から同協議会(　
261－6153)へ　※平日９時～12
時、13時～17時

危険物取扱者試験予備講習会
　10月７日(木)９時～16時45分　
　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　　　36人　　
7,000円(テキスト代を含む)
　９月１日(水)～10日(金)に津市
防火協会(津市消防本部内)または各
消防署(所)にある所定の申込書に必
要事項を記入し、直接同協会窓口へ
※平日９時～17時
　同協会(　256－4222)

放送大学10月入学生
　放送大学はテレビ、ラジオ、イ
ンターネットを利用して学べる通
信制の大学です。働きながら幅広
い分野について学べ、15歳以上
の人なら、誰でも試験なしで入学
できます。　※卒業を目指す場合
は、18歳以上で大学入学資格が
必要です。詳しくはお問い合わせ
ください。
　９月14日(火)までに同大学本部へ

　同大学三重学習センター(　233－
1170)

夏休み！走り方教室
　ランニングコーチが速く走るこ
つを教えます。
　８月25日(水)

　サオリーナメインアリーナ　　　
各30人　　500円(保険料を含む)
　８月10日(火)～24日(火)８時30
分～22時に、サオリーナ総合受付に
ある所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接同受付へ　※申し込み
は本人か家族が行ってください。
　津市スポーツ・メッセネット
ワーク(　223－4655)

いきいき健康体操＆ラクラク筋ト
レ！教室(全10回)
　肩や腰、膝などの痛みを予防・
改善するために、タオルや椅子な
どを使って筋肉を鍛えます。
　８月27日～10月29日の毎週金
曜日13時45分～14時45分　　
海浜公園内運動施設管理事務所会
議室　　　12人　　5,000円(保
険料を含む)　※動きやすい服装
で、フェイスタオル、飲み物、
マット(貸し出しも可)を持参
　８月10日(火)９時から直接窓口
または電話で同管理事務所(　
225－3171)へ

薬を知る講座
　８月22日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ３階生活文化
情報センター(展示室)　　「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の解
説・相談　　　20人
　津薬剤師会(　255－4387)

転倒予防教室
　８月26日(木)①10時～11時 ②
11時15分～12時15分　※①②
は同内容　　津センターパレス地
下１階市民オープンステージ　　
講話「全身の健康はお口の元気が
基本！」と転倒予防体操　　市内
に在住の65歳以上　　35人
　津市社会福祉協議会(　213－
7111)へ

認知症サポーター養成講座
　認知症を正しく理解し、認知症
の人やその家族をできる範囲で支
援するサポーターを養成します。
　８月８日(日・祝)10時30分～
12時　　中央公民館会議室
　だいじこファミリー担当(　090－
7300－5840)へ

①暮らしの保健室
②みかん大 よりみちカフェ
　８月19日(木)①10時～12時 ②
13時30分～15時　　県立看護大
学(夢が丘一丁目)　　①健康
チェック、フットケア、健康や介
護の相談 ②看護師・保健師との
ゲームやおしゃべり
　同大学(　233－5655)

子どもの人権110番
相談電話　0120－007－110
　８月27日(金)～９月２日(木)は
子どもの人権110番の強化週間で
す。期間中の平日８時30分～19
時、土・日曜日は10時～17時に
子どもの人権に関する電話相談を
受け付けています。
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

津民芸保存会

い り え わ か ば や しや は た し し ま い
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　新型コロナワクチンの供給が本格化した５月の
連休明け以降、政府が掲げた「７月末までの高齢
者接種の完了」「11月末までの希望者全員の接種
完了」を目指し、全国の地方自治体はワクチン接
種を全力で進めています。
　市内在住の高齢者およそ８万5,000人のうちご
希望の方への接種を前倒しで完了する見通しがつ
いた６月下旬、津市は国が定めた優先接種対象で
ある高齢者施設等の従事者への先行接種を実施し
ました。
　さらに、津市独自の優先枠を導入し、子どもと
接する方々への接種も先行させています。
　三重大学における高齢者接種の予約が満たな
かった枠を民間保育園の保育士294人に活用した
ことを皮切りに、保育所、幼稚園、こども園、小
中学校、放課後児童クラブ、児童養護施設などで
教育、子ども・子育て支援に従事する約6,000人
を対象に別枠の特設会場を設け、新学期が始まる
までの接種完了を目指しています。
　12歳以上64歳以下の方への一般接種は、対象と
なる市民が約16万6,800人と高齢者の２倍近くに
なることから、７月１日からの接種券発送に先立
ち、予約時の混乱を極力回避しスムーズに接種を
進める体制を組み直しました。
　集団接種は予約枠を２割増やして週に2,832回分

を用意しました。歯科医師の参加により接種体制
を強化し、経過観察ブースと薬液充填スペースを
拡充するに当たって会場レイアウトを見直し、密
にならないスムーズな動線の確保に努めました。
　個別接種は接種可能な各医療機関に直接予約し
ていただくことから、津市ホームページに接種協
力医療機関リストを作成しました。医療機関ごと
に異なる予約の開始日や受付方法、接種日程など
について最新情報を掲載し、随時更新しています。
　一般接種は、まず基礎疾患を有し入院・通院中
の方々に先行して受けていただきます。対象者は
約１万3,000人と推定され、７月２日からの２週間
をかかりつけ医等での優先予約期間としました。
　基礎疾患を有する方以外の予約は７月16日から
開始しました。集団接種、個別接種、どちらの場
合も年齢の区分ごとに順次受け付けております。
予約が殺到することによる混乱を避ける措置であ
り、皆さま方のご理解とご協力をお願いしている
ところです。
　津市では週に１万2,000人のペースでワクチン
を接種できる体制が構築されています。しかし、
ここにきて国からのワクチン供給量の見通しが不
透明となり、予約枠の追加設定に制約が加わって
まいりました。
　ワクチンの需給と配備には不確定要素がつきも
のです。津市における住民接種を滞りなく完了す
るため、ワクチン接種推進室の担当者たちは日々
知恵を絞り工夫を重ねて在庫管理と円滑な接種体
制の構築に心を砕いています。
　今後もワクチン接種に関する最新の状況を報道
発表や津市ホームページ、町内回覧などから皆さ
まに丁寧にお伝えしてまいります。

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

　国体100日前イベント ポストラッピ
ング除幕式(津中央郵便局)…６月21日

　三重とこわか国体の開催まで50
日余り。感染症対策をはじめ着々と
準備を進めています。９月11日の
レスリングを皮切りに正式・特別競
技９競技11種目が開催されます。

　ホテル津センターパレス開業記者
会見(旧都シティ津)…６月26日
　都シティ津跡にリオ・ホテルズ進出
が決定。MUJI HOTEL GINZAなど
数々の斬新なホテルスタイルを創出し
てきた梶原文生さんデザインの新しい
ホテルは来年２月開業予定です。

　津球場公園内野球場リニューアル
式典・中学生野球教室…７月３日

　昭和34年完成の津球場を6.4億円
かけ改修しました。駐車場は現行約
３倍の547台分を確保。式典後は元
プロ野球選手を講師に招き中学生野
球教室を開催しました。

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

正念場を迎えた
　　　　ワクチン接種

Vol.111 (2021.8.1)

じゅうてん

ケーブルテレビ123chと津市ホームページでは、前葉市長がこのテーマについて語ります 津市長コラム
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福祉医療費
受給資格証更新

令和３年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　　229－5001

福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ

　令和２年中の所得が所得制限限度額未満であるこ
とが確認できる人には、８月中旬に新しい受給資格
証を送付します。なお、一人親家庭等医療費の受給
者は、児童扶養手当の現況届の状況によって、資格
を失う場合があります。
　転入(令和３年１月２日以降)または所得税・住民
税の未申告などで所得の確認ができない場合や、一
人親家庭等医療費の受給者で現況の確認が必要な人
には、更新手続きの案内
を８月中旬に送付しま
す。必要書類を添えて８
月中に提出してくださ
い。郵送による提出も可
能です。

　受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は８
月31日(火)です。本人や保護者、扶養義務者等の前
年中の所得を基準に毎年９月１日に更新されます。

・更新申請が遅れると助成は申請月の１日からにな
りますので、更新手続きは早めに行ってください。
・受給資格証の記載事項(加入する健康保険など)に
変更があった場合は、必ず届け出てください。
・所得の状況などにより受給資格を失う人には、案
内を送付します。

　９月１日以降の受給資格は、令和２年中の所得で
判定されますので、これまで該当しなかった人も、
所得の変動などにより受給できるようになる場合が
あります。受給条件に該当する場合は、８月２日
(月)～９月30日(木)に申請手続きを行ってくださ
い。また、申請手続きが10月以降の場合、受給は
申請月の初日からになりますのでご注意ください。
　受給資格の要件など詳しくは、保険医療助成課ま
たは各総合支所市民福祉課(市民課)までお問い合わ
せください。

■全ての人に共通して必要なもの
・医療保険証
・預金通帳
・受給者と所得判定対象者のマイナンバーが確
認できるもの
・申請者の身元確認ができるもの
・印鑑(スタンプ印を除く)
※受給者(未成年の場合は保護者)本人自署の場
合、印鑑は不要
※代理申請の場合は代理人の身元確認ができる
もの、代理権を確認できるもの(委任状)が必
要
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳のいずれか１つ
一人親家庭等医療費
・戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
・妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
・精神障害者保健福祉手帳
・入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握
できない人
・令和３年度地方税関係情報の取得に関する同
意書など

※詳しくはお問い合わせください。

更新のときの注意点など更新のときの注意点など

現在、受給資格がある人 現在、受給資格がない人で
受給条件に該当する人

　受給者は全員、更新手続きが必要です。更新手続
きの案内を８月中旬に送付しますので、必要書類を
添えて８月中に提出してください。郵送による提出
も可能です。

　受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の翌
月末日までになるため、更新手続きは不要です。有
効期間中は、現在お持ちの受給資格証を引き続き使
用してください。

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

精神障がい者医療費

妊産婦医療費

手続きに必要なもの手続きに必要なもの
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・加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
・保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
・入院など医療費が高額になる場合は、加入する医療保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示する
　と、窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
・医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計
　算しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。

　保育所、幼稚園、認定こども園、小中学校など学校管理下での負
傷・疾病は日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となり、そ
の医療費(総医療費500点以上)は福祉医療費の助成対象外となりま
す。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご
注意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

対象者と助成対象額

所得制限限度額表

・一人親家庭等医療費は、同居する別世帯の家族も所得制限の対象になります。
・各種控除があるため、所得額については目安としてください。

０人
１人
２人

３人
以上

65歳以上障がい者

精神障がい者

一人親家庭等

子ども

妊産婦

障がい者

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円

192万円
230万円
268万円

236万円
274万円
312万円

622万円
660万円
698万円

622万円
660万円
698万円

扶養親族
などの数 配偶者および

扶養義務者等
所得額

本人所得額

医療費助成の種類

扶養義務者等
所得額本人所得額

本人および
配偶者等
所得額

保護者所得額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等

対象者(所得制限有り)医療費助成の種類 助成対象額(保険診療分)

子ども 妊産婦

１人増えるごと
に38万円を加
算した額

１人増えるごとに38万円を加算した額
１人増えるごと
に21万3,000
円を加算した額

・身体障害者手帳の交付を受けている人(１～３級)
・療育手帳の交付を受けている人(Ａ・Ｂ１)または知能指数
が50以下と判定された人

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２級)
上記の「障がい者」の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者
である人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２級)で、
本人と扶養義務者が津市に引き続き１年以上居住しており、指
定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

15歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊娠５カ月以上の妊産婦

・18歳の年度末までの子ども※を養育している配偶者のいな
い父または母、および子ども

・父母のいない18歳の年度末までの子ども
・父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している配
偶者のいない人

・配偶者に重度の障がいがある父または母、および子ども
・配偶者から１年以上遺棄されている父または母、および子
ども
・配偶者からの暴力(ＤＶ)被害で避難している父または母、お
よび子ども
※18歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

入院・通院時の自己負担相当額
※精神障害者保健福祉手帳１級
　の交付を受けている人は通院
　時の自己負担相当額。２級の
　交付を受けている人は通院時
　の自己負担相当額の２分の１

指定医療機関(精神科)入院時の
自己負担相当額の２分の１

入院・通院時の自己負担相当額

入院・通院時の自己負担相当額
から１つの医療機関で１カ月当
たり1,500円を控除した額。ただ
し、調剤薬局は自己負担相当額
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１ 早期注意情報

（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

高齢者等避難※３

避難指示※２

早期注意情報
（気象庁）

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

避難準備・
高齢者等避難開始

・避難指示（緊急）
・避難勧告

災害発生情報
（発生を確認したときに発令）

警戒レベル

緊急安全確保※１

新たな避難情報等

警戒レベル５は、
すでに安全な避難ができず
命が危険な状況です。

警戒レベル５緊急安全確保の
発令を待ってはいけません！

避難勧告は廃止されました。
警戒レベル４避難指示で
危険な場所から全員避難

しましょう。

避難に時間のかかる
高齢者や障害のある人は、
警戒レベル３高齢者等避難で
危険な場所から避難
しましょう。

令和３年５月20日から避難情報が変わりました

避難勧告
警戒レベル４までに避難してください

は廃止です
避難指示で必ず避難４

これまでの避難情報等

警戒レベル

災害発生
または切迫

災害の
おそれが
高い

災害の
おそれあり

気象状況が
悪化

今後気象状況
が悪化する
おそれあり

緊急安全確保５ 避難指示４ 高齢者等避難３

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。
※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。 
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する
　　 タイミングです。
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「避難」って
何をすれば
いいの？

小中学校や公民館に行くことだけ
が避難ではありません。

「避難」とは「難」を「避」けること。
下の４つの行動があります。

屋内安全確保安全なホテル・旅館
への立ち退き避難

行政が指定した避難場所
への立ち退き避難

安全な親戚・知人宅
への立ち退き避難

「３つの条件」が確認できれば浸水の危険があっても自宅にとどまり、安全を確保することも可能！

　水・食糧・薬などの確保が困難に
なったり、電気・ガス・水道・トイレ
等が使用できなくなったりします。

　流速が速いため、木
造家屋は倒壊するおそ
れがあります。

　地面が削られ、家屋
が建物ごと崩壊するお
それがあります。

※豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は浸水しないよう周囲の状況を十分に確認してください。

・指定避難所へ避難する際は、マ
スクの着用や検温などの感染予
防対策をしましょう
・マスク、消毒液、体温計、ス
リッパなどを携行しましょう

・普段から災害時に避難する
ことを相談しておきましょ
う

※ハザードマップで安全かどうか
を確認しましょう

学校

旅館
ホテル

・事前に予約・確認をしましょう
(予約はご自身で行ってください)
・通常の宿泊料が必要です(宿泊料
は自己負担)

※ハザードマップで安全かどうかを確認
しましょう

・ハザードマップで以
下の「３つの条件」
を確認し、自宅にい
ても大丈夫かを確認
しましょう

※土砂災害の危険がある区
域では立ち退き避難が原
則です

公民館

普段から
どう行動するか
決めておき
ましょう

親戚・知人宅

ここなら安全！

家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない 浸水深より居室が高い 水がひくまで我慢でき、水・
食糧などの備えが十分ある

（３階床上浸水～４階軒下浸水）

（２階床上～軒下浸水）

（１階床上～軒下浸水）

（１階床下浸水）
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