
○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 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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■施設の内容（予約方法、使用可能種目、使用料など）について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の利用（予約）
　状況が確認できます。
■施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。

４月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

※利用開始15分前から整理券を配布します。
※場所はメインアリーナ（半面）となります。
※バドミントン、バレーボールのネット張りのみ各自で
　行ってください。

サオリーナ　　223－4655
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

河芸体育館　　245－3191
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

芸濃総合文化センター　　265－6000
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

美里体育館　　279－8123
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

安濃中央総合公園内体育館　　268－0100
（９時～21時30分）

一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

バドミントン（８面）

バレーボール（１面）、ソフトバレー（４面）

卓球（24台）

ソフトバレー
バドミントン

バドミントン
卓球

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

香良洲体育館　　292－2498
（9時～12時、13時～17時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

５日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬

３日㈪

16日㈰

11日㈫
21日㈮

４日㈫、11日㈫、18日㈫、25日㈫

３日㈪
17日㈪

４日㈫、５日㈬、11日㈫、12日㈬、18日㈫、19日㈬

６日㈭、13日㈭、20日㈭

６日㈭、13日㈭、20日㈭

卓球（３台）

卓球（２台）

毎日
(大会などで一般公開を中止する場合があります)
毎日
(大会などで一般公開を中止する場合があります)

卓球（剣道場）

バドミントン、ソフトバレー、卓球

4月の開催日程4月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所

※ボートレース津の収益は津市の財政に役立てられます。 （発売日程・発売場は変更する場合があります）
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４月
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スポーツニッポンパール賞競走

GⅠ宮島

常滑 常滑宮島 常滑びわこ江戸川 平和島戸田戸田戸田戸田児島

常滑 尼崎児島戸田

尼崎 宮島 尼崎びわこ

びわこ

津インクル

開設71周年記念　GⅠツッキー王座決定戦 中日スポーツ津ボート大賞

GⅢ住之江♡ GⅢ蒲郡 下関

宮島

多摩川多摩川

常滑 常滑宮島 常滑

大村 丸亀蒲郡 PGIマスターズチャンピオン(若松)

鳴門

常滑

びわこ

児島 児島児島江戸川 江戸川江戸川 戸田戸田

GⅡモーターボート誕生祭(大村)

戸田戸田 GⅠ宮島周年 常滑

尼崎宮島尼崎

戸田

常滑

平和島

尼崎児島戸田戸田 びわこ平和島江戸川平和島 平和島♡

江戸川平和島 平和島♡

福岡♡ GⅢ多摩川 浜名湖浜名湖 福岡福岡

芦屋 三国

三国R 芦屋 芦屋徳山 徳山三国 唐津

鳴門唐津 唐津

GⅢ鳴門♡

GⅢ唐津♡

鳴門

唐津唐津 鳴門 三国唐津 GⅢ唐津♡

唐津鳴門 鳴門♡三国R 芦屋 芦屋徳山三国 GⅢ鳴門♡

住之江 住之江 住之江 若松

若松下関 若松

丸亀丸亀 桐生

桐生R 蒲郡

創刊75周年記念
スポーツニッポンパール賞競走

びわこ平和島

浜名湖

口座振替の申し込み方法
　口座振替を希望する金融機関または郵便局窓口に、申込用紙を提出してく
ださい。申込用紙は市内の金融機関、郵便局窓口に設置しています。
口座振替できる市税
　市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割
同じ申込用紙で、以下の保険料等の口座振替が申し込めます
　国民健康保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険
料(普通徴収)、保育所利用者負担額、市立認定こども園利用者負担額、市立
保育所の給食費、市立認定こども園の給食費

対　象　市内に在
住の一人親家庭
等で、４月に小
学校へ入学する
子どもと生計を共にする養育者
支給内容　図書カード5,000円分
(５月下旬以降に簡易書留にて
郵送)
申請方法　直接窓口または郵送で
津市福祉医療費受給資格証(一
人親家庭等のみ可、養育者のも
の)の写し、児童扶養手当証書
(児童扶養手当全額支給停止の
人は支給停止通知)の写し、戸
籍謄本(原本)のいずれかをこど

も支援課(〒514ー8611 住所不
要)または各総合支所市民福祉
課(福祉課)へ
申請期間　４月３日(月)～５月８
日(月)必着

　市内に約2,800カ所ある集落跡
や古墳などの遺跡(埋蔵文化財包
蔵地)は地域の歴史や成り立ちを
物語る市民共有の財産です。開発
事業の計画時は、開発予定地が遺
跡の範囲に含まれているかどうか
事前に窓口で確認してください。
　遺跡の範囲内で土木工事などを
行う場合、工事着手60日前まで
に文化財保護法に基づく届出書の
提出が必要です。詳しくは津市
ホームページをご覧ください。

　届け出が必要な土木工事などの例
　・住宅や店舗、工場などの建築、
　解体
　・宅地造成、土砂採取
　・農地の床下げ、天地返し、筆合
　わせ
　・駐車場造成、看板などの設置
　・太陽光発電設備の設置
　・樹木の抜根　など

　３月から４月にかけて、鉄道や
バスなど公共交通機関のダイヤ改
正が行われる場合があります。公
共交通機関を利用
する際は、事前に
確認するなどご注
意ください。

　市税の納付を口座振替にすると「納期限日に自動で振替されるので、納め忘れがない」「納
付のために外出しなくていい」「納付状況を通帳で確認でき、納付書や領収書の管理が不要」
などのメリットがあります。

口座振替は市の経費削減にもつながります
　津市が支払う市税収納の手数料は、口座振替が
他の支払い方法に比べて一番安く、経費削減につ
ながります。
　また国民健康保険料など市税以外の収納につい
て、一部の都市銀行窓口では数百円の手数料が検
討されています。
　ぜひ口座振替をご利用ください。

問い合わせ　収税課　　229－3135　　229－3331

　例年、農業用水路やため池での
水難事故が全国で発生していま
す。農繁期は水量が多くなり、集
中豪雨などで増水する
こともあります。用事
のない人は近づかない
ようにしましょう。

 仕事がうまくいかな
い、職場の人間関係で
悩んでいるなど、悩み
や不安のある人は、一
人で悩まず気軽にご相談くださ
い。専門の産業カウンセラーがお

答えします。
と　き　①毎月第２金曜日18時～
20時 ②毎月第４水曜日18時
30分～19時30分　※祝・休
日、年末年始を除く
ところ　サン・ワーク津
対　象　市内に在住・在勤の勤労者
定　員　①２人 ②１人(50分程度)
申し込み　前日までに電話で商業
振興労政課へ

募　　集

令和５年度に市が支払う市税収納手数料

※税目により手数料が異なる場合があります。

33円

50円

56円

10円

金融機関・郵便局窓口

スマホ決済アプリ

コンビニエンスストア

口座振替

１件当たりの
収納手数料(税抜)納付方法

お知らせ

こども支援課
229－3155 229－3451
こども支援課
t229－3155　f229－3451

一人親家庭等に
小学校入学祝品を支給

教委生涯学習課
229－3251 229－3257
教委生涯学習課
t229－3251　f229－3257

埋蔵文化財の保護にご協力を

交通政策課
229－3289 229－3336
交通政策課
t229－3289　f229－3336

公共交通機関の
ダイヤ改正にご注意ください

農業基盤整備課
229－3173 229－3168
農業基盤整備課
t229－3173　f229－3168

農業用水路やため池での
事故にご注意を

商業振興労政課
229－3114 229－3335
商業振興労政課
t229－3114　f229－3335

メンタルヘルス相談


