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　10月21日、三重大学大学院医学系研究科家庭医療学・医学部附属病院総合
診療科の竹村洋典教授を前葉泰幸市長が訪ね、津地域医療学講座とこれからの
地域医療の目指す姿について、三重県立一志病院でお話を伺いました。
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津市長 前葉 泰幸津市長 前葉 泰幸
三重大学大学院医学系研究科家庭医療学教授

竹村 洋典さん
三重大学大学院医学系研究科家庭医療学教授

竹村 洋典さん
たけ　 むら　　 よう　 すけたけ　 むら　　 よう　 すけ

市長　三重大学には平成24年９月に津地域
医療学講座が設置されました。津市からこ
の講座に３年間で約１億円を寄附し、三重
大学から３人の医師が一志病院に派遣さ
れ、地域医療学の研究や教育、地域の医療
体制の確立を図っています。これまでの取
り組みをお聞かせください。

竹村　地域の皆さんの健康相談の場としての
健康教室をはじめ、三重大学医学部生の家
庭医療学の臨床実習や研修医の研修を行う

など、全国的にも珍しい
取り組みを行ってきまし
た。また、三重大学の医
師による診療も行ってい
ますので、今まで以上に
地域の医療は充実していると思います。

市長　お話にありました家庭医療というの
は、どういうものですか。

竹村　地域のニーズに応えられるような幅広
い医療のことで、これに相当する総合診療
専門医を、今年４月に厚生労働省が初めて
認めました。

市長　総合診療専門医ということは、全般的
な医療ということですか。

竹村　そのような機能も含まれます。性別や
年齢、診療科目にとらわれず、さまざまな
診療を行います。また、本人は健康だと
思っていても、実は病気を持っている場合
がありますので、病院内から地域へ出て在
宅医療や健康教室を行うなど、幅広いケア
にも取り組んでいます。



3

竹村 洋典さん
医学博士。昭和57年に早稲田大理工学部から防衛医科大に入
学。平成3年にアメリカ・テネシー大で家庭医療レジデントとな
り、米国家庭医療学会認定専門医およびフェロー取得。平成22
年から三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座家庭医療学
分野／医学部附属病院総合診療科・教授。現在、津地域医療学
講座の教授を併任。

市長　地域の皆さんにとって、
とても心強い存在ですね。ま
た、来院される方々の目線に
立ち、病院内でもいろいろと
工夫をされているとお聞きし
ています。

竹村　はい。その一つとして、
診察室内に家族の皆さんに利
用いただけるソファを置いて
います。

市長　家族の皆さんが同席でき
ると患者さんもとても安心で
すね。この他に何かありますか。

竹村　診察室前の看板には全て
家庭医療という表示をしてい
ます。

市長　これがあるだけで、非常
に身近な医療に感じられます。
先ほどお話のあった在宅医療
の状況はいかがですか。

竹村　現在、病院の病床数は一
定であるのに対し、高齢者の
人数は増加しています。こう
した状況の中で、私たちは病
院内だけでなく、積極的に病
院外に出て在宅医療を行うこ
とが非常に重要であると考え
ています。

市長　在宅のまま医療が受けら
れると、とても安心感があり
ますし、この取り組みが今後

の調査や研究にも生かされま
すね。

竹村　単に医療行為だけでな
く、健(検)診、受診、入院に
対する患者の皆さんの思いや
考えを知ることにもなり、そ
れをもとにどのような医療体
制を構築していくのかを調査
しているところです。また、
在宅医療には学生や研修医も
同行しますので、教育の場と
しても生かされています。

市長　若い世代の育成にもつな
がっているのですね。

　　さて、一志病院では救急の
受け入れも行っていただいて
おり、平成24年９月の地域医
療学講座設置後は救急患者の
受け入れ件数が約30％増えて
います。さらに、直接、診療
時間外に病院へ来られる、い
わゆるウォークイン患者の数
も約26％増えています。これ
は、白山・美杉地域はもとよ
り久居や一志地域からも頼り
にされているということの証
ですね。

竹村　地域医療学講座により地
域医療が充実したことの表れ
だと感じています。また、救
急隊員と医師が直接話せる
ホットラインを設けたことで、
疎通性のある救急医療が行わ
れるようになったこともその
一因であると思います。

市長　美杉町竹原にあ
る津市国民健康保険
竹原診療所でも診療
を行っていただいて
いますね。

竹村　住民と医療機関との距離
は非常に大きな影響があり、
遠くになればなるほど、時間
外の診療や救急車の利用が増
えます。そうならないように
地域全体の医療をより良いも
のにするため、一志病院の医
師と私たち家庭医療の医師が
支援しています。

市長　最後にこれからの家庭医
療についてお話しください。

竹村　私たちは、地域住民に
とって最も良い地域医療、保
健、在宅を含めた福祉を明ら
かにし、それを学生や研修医
に教えていきたいと思ってい
ます。また、いろいろな職種
の人が一緒になって地域医療
を支えていくためのノウハウ
をパッケージにして、他でも
生かしていけるよう一志病院
での取り組みを津市から全国
に広げていけたらと思ってい
ます。

市長　実現されることを期待し
ています。本日はありがとう
ございました。

市長対談は、津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

問い合わせ　地域医療推進室　　229－3372　　229－3287

各世代に配慮した高さが
異なる待合室の長いす

健康教室お知らせコーナー

津市　市長対談│
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死亡２％

軽症
54％

中等症
35％

重症
９％

津市内の
救急出動件数

～市民の暮らしを守るために～

津市の地域医療

問題解決に
向けた
取り組み

地域医療の
環境と体制
の充実

環境の充実

体制の充実

津地域医療学講座の開設
（平成24年９月～）

地域医療推進室の新設
（平成25年４月～）

津市救急･健康相談ダイヤル24
（平成23年10月～）

新しい応急診療所の検討
（平成25年４月～）

地域医療の環境と体制の充実を目指して

年々、増加傾向に！

Ｈ
24
の
内
訳
を
み
る
と… 救急搬送のうち

軽症患者が半数
以上を占める

　津市の救急出動件数は年々増加傾向にあり、平
成15年からの10年間で約37％増加しています。
しかし、その内容を見てみると、約半数が入院を
必要としない軽症患者です。軽症の人が救急搬送
を利用すると、事故で大ケガをした人や、心筋梗
塞などで緊急に病院へ行かなければならない人に

必要な救急車の到着を遅らせることになり、救え
るはずの命を亡くしかねません。
　全国的に懸案となっているこのような救急医療
の問題に対応するため、地域医療の環境と体制の
充実を目指して、さまざまな取り組みを行ってい
ます。

問い合わせ　地域医療推進室
　　　　　　　229－3372　　229－3287
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　「かかりつけ医」とは、病気になったときに、
気軽に相談ができる身近な医師のことです。急に
具合が悪くなったときに備えて、日頃から相談で
きる「かかりつけ医」を持ちましょう。 受診可能な医療機関を確認して、受診予約をしましょう。

いざという時のために、「かかりつけ医」を持ちましょう

どの病院に
行けばよいか
困ったときは ０５９－２５６－１１９９

三重県救急医療情報センター
　コールセンター

地域医療の環境を充実させるために…
白山・美杉地域の医療体制を充実
津地域医療学講座を開設

地域医療の推進体制を強化
地域医療推進室を新設

地域医療の体制を充実させるために…
心や身体の健康を気軽に相談
津市救急・健康相談ダイヤル24

休日・夜間に安心して受診できる
新しい応急診療所の整備を

　平成24年９月１日から３年７カ月の期間、三
重大学が県立一志病院を活動拠点として「津地域
医療学講座」を開設しました。津市は、この講座
の運営のため、三重大学に対して寄附を行ってい
ます。この講座では、市民の皆さんが安心して暮
らせる地域医療の確立を目指して、住民の健康増
進や健康で安心できる生活のための医療保健体制

に関する研究とともに、三重
大学医学部生や研修医に対す
る研修も行っています。ま
た、三重大学から一志病院へ
医師が増員されたことで、白
山・美杉地域等の医療体制の
充実にもつながっています。

　救急医療と市民のニー
ズを踏まえた地域医療業
務を充実し、その推進体
制の強化を図るため、平
成25年４月に健康福祉
部内に地域医療推進室を
新設しました。ここでは、関係機関と連携しなが
ら、救急医療や地域医療を推進し、応急診療所の
効果的な運営などの業務を行っています。

子どもの急病のため
の津市休日応急・夜
間こども応急クリニ
ック（大里窪田町）

　専任の医師・看護師・保健師などの専門スタッ
フが、24時間年中無休、通話料・相談料無料で
電話相談に応じます。これにより、核家族化や少
子化、高齢化にともなう育児、家族看護などの不
安を、個々の生活環境に関わらず気軽に相談でき
るようになりました。

　市民の皆さんが休日や夜間に安心して受診でき
る新しい応急診療所を整備するため、津市応急診
療所整備検討会を設置し、平成25年９月には施
設の規模や位置、職員体制、検査器具の種類など
を内容とした「新たな応急診療所開設に関する提
言書」が検討会
から市長へ提出
されました。
　今後、関係機
関等と調整し、
新たな応急診療
所の整備を進め
ていきます。

これらに関して
不安や悩みのあるときは･･･

津市救急・健康相談ダイヤル24
０１２０－８４０－２9９



広報 津 2012.12.1広報 津 2013.12.16

○料金の記載のないものは無料
○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

市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

前回の消防出初式

資産税課
　229－3132　　229－3331

土地・家屋の
相続人代表者指定届の提出

選挙管理委員会事務局
　229－3236　　229－3338

津市農業委員会委員選挙
選挙人名簿への登録手続き

お知らせ

消防総務課
　254－1602　　256－7755

子ども消防隊長

こども総合支援室
　229－3284　　229－3334

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員
養成講座

イベント

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510　　266－2522

Geino Xmas 2013

防災室
　229－3104　　223－6247

津市民防災大学
オープン講座

募　　集

　津市に固定資産(土地、家屋)
を所有している人が亡くなった
場合、納税通知書を相続人の代
表者に送付するために「相続人
代表者指定届」の提出をお願い
しています。年内に相続登記が
完了する場合などは、提出不要
です。詳しくは資産税課までお
問い合わせください。

　平成26年度の津市農業委員会
委員選挙人名簿登録申請書は、
現在名簿に登録されている人の
自宅へ郵送されます。名簿に登
録がない場合、申請書は郵送さ
れませんので、登録資格を持っ
ていて、登録を希望する人は、
お問い合わせください。

とき・内容
◆前夜祭
　点灯式、電飾
　カーパレード
　12月21日(土)
　16時～
◆ペットボトルツリー
　12月21日(土)～25日(水)18時～
◆メインイベント
　Kidsステージなどの各種パフ
　ォーマンスやファンタジー花火
　12月22日(日)13時～
ところ　芸濃総合文化センター

　地震などの大規模災害に備え、
市民防災大学で防災講座を開講
しています。今回の講座は申し
込み不要で、受講生以外でも参
加できるオープン講座です。
と　き　12月19日(木)19時～
　21時
ところ　中央公民館ホール(津セ
　ンターパレス２階)
内　容　風水害を中心とした自
　然災害に対する自助・共助
講　師　葛葉泰久さん(三重大学
　生物資源学研究科教授)
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
受講料　無料

　消防出初式で消防車に乗って
行進しよう。
と　き　来年１月12日(日)９時
　～11時ごろ

ところ　津リージョンプラザ周辺
定　員　抽選８人
対　象　市内に在住の６～10歳
　の子ども
申し込み　電話またはファクス
　で消防総務課へ
申込期間　12月２日(月)～13日
　(金)

　津市ファミリー・
サポート・セン
ターは、子育ち子
育てを助けてほし
い人(依頼会員)の
要望に応じて、そ
の手伝いができる人(提供会員)
を紹介し、相互の信頼と了解の
上で一時的に子どもを預かる仕
組みです。子どもを預かるため
に必要な専門知識の基礎を学ん
で、提供会員になってみません
か。
と　き　来年１月18日(土)・19
　日(日)・25日(土)・26日(日)、
　２月１日(土)・８日(土)
ところ　中央公民館
費　用　2,000円(テキスト代)
申し込み　電話またはファクス
　で津市ファミリー・サポート・
　センター(　236－0120、　236
　－0121)へ

内容・ところなど
●市税…収税課(市本庁舎２
　階、　229－3136)、特別
　滞納整理推進室(市本庁舎
　２階、　229－3216)
●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、　229
　－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
　本庁舎１階、　229－3149)
●保育料…こども家庭課(市
　本庁舎１階、　229－3167)

休日納付相談・
納付窓口
12月15日■
９：00～16：00

日
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市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

12月29日㈰～
来年１月１日
（水・祝）

10時～17時30分
（入館は17時まで）

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）

通常営業
10時～21時

（入館は20時30分まで）

休業休業

休業

10時～18時
（入館は17時まで）

一志温泉
やすらぎの湯
　295－0118

榊原自然の森
温泉保養館 湯の瀬
　252－1800

あのう温泉
　268－5678

12月16日㈪～
28日㈯

12月19日㈭～
28日㈯

屋内プール

津市民プール（　237－0656）

美里保健センター運動施設（　279－3550）

体育室・健康
トレーニング室

歩行用
温水プール

プール以外
の施設

１月２日㈭

１月３日㈮

１月４日㈯

１月５日㈰

12月29日㈰～
来年１月３日㈮

来年１月４日㈯～
９日㈭

12月29日㈰～
来年１月３日㈮

来年１月４日㈯～
６日㈪

休業 休業

休業 休業

営業

営業

営業

営業

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館
地域力創造セミナー

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
津市ジュニアスポーツ団体駅伝大会

◆パソコンのプログラムを作ろう！
　 B a s i c
(ExcelVBA)
という「コ
ンピュータ
のことば」
を使って、小さなプログラム(ア
プリケーションソフト)を作り、
動かしてみます。ゆっくり楽し
くプログラムを作りながら、コ
ンピュータの仕組みを学んでみ
ませんか。
と　き　12月26日(木)・27日(金)
　10時～16時30分
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在学の中
　学１～３年生(パソコンの基本
　的操作と文字入力に慣れてい
　る人で、プログラムを作った
　ことがない人)
定　員　抽選20人
費　用　500円(資料代)
申し込み　往復はがきに講座名、
　住所、氏名、年齢、電話番号
　を記入し、中央公民館(〒514

　－0027 大門7-15)へ
締め切り　12月13日(金)必着
◆TOEICにチャレンジしてみよう！
　TOEICは、英語によるコミュ
ニケーション能力を幅広く評価
する世界共通のテストです。
TOEICの学習方法や教材の選び
方について、インターネットな
どを活用して体験談を交えなが
ら学んでみませんか。
と　き　来年１月11日(土)10時
　～11時30分
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　抽選20人
費　用　無料
申し込み　往復はがきに講座名、
　住所、氏名、年齢、電話番号
　を記入し、中央公民館(〒514
　－0027 大門7-15)へ
締め切り　12月13日(金)必着
◆親子で楽しもう！わくわくコ
　ンサート
　歌やピアノ、サックスなどを
親子で一緒に楽しみませんか。
と　き　来年１月26日(日)10時
　30分～11時30分

ところ　中央公民館
内　容　アニメソング、童謡など
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　100人
申し込み　不要

と　き　来年２月22日(土)８時
　30分～12時　※雨天時は23
　日(日)に延期
ところ　安濃中央総合公園周辺
対　象　スポーツ少年団団員、
　子ども会などに加入している
　人(１チーム６人で全６区間)
参加費　無料
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
　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
締め切り　12月27日(金)必着

年末年始の営業時間・休業などのお知らせ
温泉施設 プールなど
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問い合わせ　文化振興課
　229－3250　　229－3247

第８回
津市美術展覧会

入賞作品が決定！

◆津市長賞

◆津市議会議長賞・津市教育長賞・岡田文化財団賞

◆最優秀賞

◆優秀賞

津市議会議員選挙の啓発標語

津市議会議長賞
津市教育長賞
岡田文化財団賞

飯田　千佳
大久保としゑ
佐脇八千代

「五月」水谷 彩音

「伝統を継ぐ」三谷 健治
「響き」畑中 文子

「ファミリー」草深 弘良
「薛涛詩」
岸岡 貞泉「絆」前田 義勝

和田はる子
大橋　眞一
辻　　茂世

植野のぞみ
中井　春三
内藤　昇治

家城　　勉
牧田　重代
木下ひなた

佐竹　敦子
亀田　憲輝
野瀬みつ子

岩場　恵子
村田　要子
水谷　和風

日本画 洋　画 彫　刻 美術工芸 写　真 書

市展

問い合わせ　選挙管理委員会事務局
　229－3236　　229－3338

　広報津10月１日号で募集した津市議会議員選
挙啓発標語に、たくさんの応募をいただきありが
とうございました。厳正な審査の結果、次の作品

が最優秀賞と優秀賞に選ばれました。最優秀賞の
作品は、来年１月26日(日)に行われる予定の津市
議会議員選挙で広く活用します。

　10月26日から11月４日まで、津リージョンプ
ラザとポルタひさいふれあいセンターで第８回津
市美術展覧会を開催しました。上位４賞の受賞者

は次のとおりです。津市長賞のみ作品を紹介しま
す。(敬称略)

美術工芸

日本画
洋画

写真

書

彫刻

投票で あなたが決める 津の未来

託します この一票に 津の明日

一票に 願いを込める 子の未来

あ し た

あ　　す

(阿部真三さん、大門)

(天野伸子さん、河芸町上野)

(今岡真世さん、一志町波瀬)

この一票 みんなが参加の 町づくり

この一票 託す幸せ 我が街に
(水井國了さん、美杉町八知)

(吉田忠良さん、芸濃町岡本)

明日の津を 伸ばし育てる この一票
(中村純三さん、河芸町上野)

※入賞者の皆さんには賞品を贈呈します。

1月26日■　投票日日
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市民活動紹介

問い合わせ　商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

　青山高原や初瀬街道など、自然と歴史の魅力
あふれる白山地域の案内役「白山道しるべの
会」は、平成21年10月から活動を続け、白山地
域５地区の語り部役として31人が活躍していま
す。白山公民館で年６回開く講座「わが町再発
見」は今年で４年目を迎え、毎回盛り上がりを
見せています。
　「地区のことは地区の人に聞く、それが一番
いい」と会長の今井直毅さんをはじめ、会員の皆
さんは口をそろえます。今後は引き続き白山地域
の新たな魅力を発掘しながら、市内のボランティ
アガイド13団体と連携して、いかに津市全体を
盛り上げていくか、日々模索していきます。

白山道しるべの会

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

～地域の新たな魅力を発掘～

●主な活動内容
　●白山公民館講座「わが町再発見」の開催
　●歴史散策ウオーキングの開催

●問い合わせ
　白山道しるべの会　　262－0372(今井)

初瀬街道での歴史散策ウオーキングの様子

　中心市街地のにぎわいにつなげようと、三重短
期大学と三重大学の学生が協働で企画したカフェ
が一日限定でオープンします。

かわいくて、温かくて、落ち
着く。そんなお店にしたいと
思っています。私たち学生な
らではの手作りのアイデア
で、お年寄りから若者、親子
連れなど幅広い世代の皆さん
に喜んでもらいたいです。

　学校で何度も試作を重ねて、
かわいい盛りつけと栄養たっぷ
りで、食べた人の心も体も温ま
る料理を提供します。おいしい
料理を食べてもらって、人も商
店街も元気になってほしいで
す。たくさんの人に来店しても
らえるのを楽し
みにしています。

Cafe HONO BUONOCafe HONO BUONO
かふぇ ほの ぼ～の

昨年の様子

12月14日■ 10時～16時
街の駅だいもん まちCafe はな街道
(大門大通り商店街内)

と　き

ところ

土

店長
北川あいさん
(三重大学２年生)　

調理担当リーダー
北森江里佳さん
(三重短期大学２年生)　

　クリスマスを
コンセプトに、

私たちがお待ちしています

ぜひご来店ください！

〒

Cafe HONO BUONO
(街の駅だいもん)
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代表の西川笑子さん

今年の体験塾の様子

津市文化功労賞

津市文化奨励賞

津市教育功労者

　平成25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15日に行われました。受賞者・表彰者の皆さんを紹
介します。(受賞および表彰別50音順)

　長年にわたり本市における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です。

　本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です。

　長年にわたり本市における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です。

　本市における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です。

　多年にわたり本市の教育の振興発展に貢献した個人や団体を
表彰します。

文化・スポーツ・教育の
振興に貢献された
皆さんを表彰

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

津市教育功労者

　県立高校の音
楽教諭として指
導の傍ら、長年、
吹奏楽の普及・育成に尽力しまし
た。退職後は、音楽の裾野を広げ
ようと、毎月、福祉施設や文化講
座などでピアノと歌う会を開催
するとともに、三重ジュニア管弦
楽団、潮男声合唱団の指導など、
本市の音楽文化の振興に寄与し
ており、その功績は顕著です。

　平成12年～24
年に、毎年小学４
～６年生を集めて、市内の各地で
子どもたちの造形意欲を高め、地
域の文化や歴史に触れる創作活動
を行ってきました。夏休みの活動
に参加した児童は延べ320人を超
えており、その作品は地域の公民
館や百貨店などに展示され、市民
文化の振興に寄与しています。

阪野徹さん
(寿町)

あっとワーク
あそぼうに
(一身田大古曽)

　子どもたち
が、社会に出る
までに身に付け
てほしい力を養うために、体験
学習を通じて学ぶ「ライフスキ
ル教育」の普及活動を精力的に
行っています。また、学校が取
り組むキャリア教育に尽力し、
子どもたちの「生きる力」を育
む教育に貢献しました。

　長年にわたり
教員として教育
指導に従事し、
特別支援教育に携わって、あす
なろ学園との連携における専門
性あふれる教育実践に取り組み
ました。本市の「特別支援教育
の指導の在り方」に大きな影響
を与え、現在も各幼稚園や小・
中学校で、特別支援教育の推進
に貢献しています。

　一身田寺
内町で小学５・６年生を対象
に、２泊３日の行程でこの地域
の歴史や文化についての学習や
体験活動を中心とする「歴史ま
るごと体験塾」を行っていま
す。地域団体が、地元高校とも
連携を図り体験学習を行ってい
る事例は先進的で、その功績は
顕著です。

歴史まるごと体験塾
実行委員会
(一身田町)

岡田恭孝さん
(西丸之内)

新山君代さん
(大谷町)



広報 津 2013.12.1 11

津市スポーツ功労賞

津市スポーツ奨励賞

問い合わせ津市スポーツ奨励賞

津市スポーツ奨励賞

　長年にわたり
津市スポーツ協
会、津市スポー
ツ少年団の役員を務めるなど、
本市のスポーツ振興に大きく貢
献しました。特に、剣道競技の
普及・振興と青少年の健全育成
に多大な尽力をするとともに、
69歳にして剣道最高位の八段
に見事合格するなど自身の剣道
競技の功績も顕著でした。

　３歳からレスリ
ングを始め、３月
にジュニアク
イーンズカップ・レスリング選手権
大会ジュニアの部で優勝するな
ど、数多くの輝かしい成績を収め
ています。吉田沙保里選手が所
属していたレスリング教室で毎日
練習に励み、全国大会で好成績
を収めることを目標とするなど、
より一層の活躍が期待されます。

　28歳の時にボ
ディビルを始め、
昨年９月に日本
マスターズボディビル選手権大
会で優勝という栄冠に輝いてい
ます。過去に交通事故に遭い、競
技ができなかった時期を乗り越
え、全国大会で優勝したことが自
信となり、今後も全国大会に出場
し続けることを目標とするなど、
より一層の活躍が期待されます。

　小学５年生か
らスポーツクラ
イミングを始め、
昨年８月にＪＯＣジュニアオリン
ピック大会リード女子ユースＢ総
合で優勝するなど、数多くの大会
で優秀な成績を収めています。
完登した時の達成感に魅了され、
日々鍛錬に励みながら、世界で活
躍する選手を目指すなど、より一
層の活躍が期待されます。

(故)西田陸太さん
(久居西鷹跡町)

田嶋あいかさん
(幸町)

勝あゆみさん
(久居緑が丘町)

奥野里菜さん
(稲葉町)

　30歳代後半
にボウリングを
始め、６月に全
日本シニアボウリング選手権大
会男子マスターズシニアの部で
優勝という輝かしい成績を収め
ています。健康第一と、体調管
理に日々心掛けて練習に励み、
全日本選手権大会での連覇を目
指すなど、より一層の活躍が期
待されます。

　大学生の時か
らウエイトリフ
ティングを始
め、昨年９月と今年５月の全日本
マスターズウエイトリフティング
競技選手権大会で優勝するな
ど、輝かしい成績を収めていま
す。常にチャレンジ精神を大切に
し、世界記録更新、世界大会での
優勝を目標とするなど、より一層
の活躍が期待されます。

　５歳から空手
道を始め、昨年
８月に全日本少
年少女空手道選手権大会女子組
手の部で優勝するなど、数多くの
優秀な成績を収めています。空
手道の基本である「礼と節」を重
んじ、日々鍛錬に励んでいます。
全日本選手権大会で再び優勝す
ることを目標とするなど、より一
層の活躍が期待されます。

　３歳のころ卓
球を始め、２月に
後藤杯卓球選手
権大会ホープス男子の部で優勝
するなど、数々の大会で活躍して
います。集中力の持続と新しい
技術の習得に励み、本年度ナショ
ナルメンバーにも選考されまし
た。2020年の東京オリンピックに
出場することを目標とするなど、
より一層の活躍が期待されます。

大倉寛さん
(久居東鷹跡町)

戸上隼輔さん
(阿漕町岩田)

舟田理々花さん
(河芸町一色)

水谷一人さん
(久居射場町)

文化振興課
　229－3250　　229－3247

教委教育総務課
　229－3292　　229－3332

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

津市教育功労者

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247
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地域を守る
ために▲

 11/3

　津まつりの大パレードに辰水神社のジャンボ干支
「巳の親子」が登場しました。ふるさと愛好会の皆
さんが祭りばやしを奏でながら、台車に載せられた
ジャンボ干支を引き、一緒にパレードコースを練り
歩きました。

　しらさぎホールで開催されたひさい版仮装大笑に
は、雨にもかかわらず多くの人が来場しました。翌
週の久居彩祭・前夜祭は、恒例の二ノ町会場での開
催に加え、今回新たに会場となった緑の風公園やポ
ルタひさいで、キャンドルナイトや三重のまんなか
博覧会などの新企画が行われました。

久居まつり▲
 10/20・
  26・27

親子で仲良く登場 

▲

 10/13

　白山総合文化センターで2013ふれ愛フェスタin白
山が開催されました。秋晴れの中、歌手の嘉門達夫
さんのライブや、よさこい踊り、太鼓のステージイ
ベントの他、猪の倉温泉の手湯によるおもてなしな
どもあり、来場した皆さんは大満足でした。

　フェニックス通りと丸之内商店街で、高虎楽座と
農林水産まつりが行われました。ステージ発表や地
元でとれた新鮮な農林水産物の販売などがあり、中
心市街地はたくさんの人でにぎわっていました。

地元の良さ
を感じて▲

 11/3

秋晴れの中大盛況 

▲

 10/27

　火災の危険性が
高まる季節に向け、
津市消防団一志方
面団と白山消防署、
三重県防災航空隊
が連携して消火訓
練を実施しました。
山林のふもとから出火し、強風にあおられて山林に飛び火したという想定
のもと、団員らは手際よくお互いの連携を確認していました。
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雨上がりの頂上へ▲

 10/6

　青空の下、香良洲小学校で香良洲町民体育祭が開
催されました。参加した皆さんは懸命に汗を流しな
がら、爽やかな一日を楽しみました。

　八知保育園で、八知・太郎生保育園合同運動会が
開かれました。夏を思わせるような暑さの中でも、
かけっこやダンス、親子競技など元気いっぱいに取
り組む園児たちに、たくさんの声援や拍手が送られ
ていました。

元気いっぱい 頑張ったよ 

▲

 10/12

力を合わせて一致団結 

▲

 10/27

　河芸第１グラウンドで河芸体育祭が開催されまし
た。大玉転がしや校区リレーなど、いろいろな年代
の人が楽しめる競技に、参加した皆さんは心地よい
汗を流し、秋の１日を楽しんでいました。

　芸濃総合文化センターでニュースポーツ体験教室
が開催されました。幅広い年齢層が楽しめるフォー
タッチバレーとファミリーバドミントンで、小学生
から大人まで参加者全員が楽しく汗を流しました。

ニュースポーツの秋 

▲

 10/19

地域のふれあい 

▲

 10/27

　経ヶ峰でハイキングが開催されました。朝方までの小雨も頂上では回復
し、眺めは格別なものでした。伊勢湾まで見渡せる景色を前に、参加した
皆さんは、お弁当を食べたり、広葉樹の植樹を行ったりしました。
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みんなの
情報掲示板

記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着みんなの情報掲示板

異文化トークショー

募　集

　記帳・帳簿等の保存制度の
　対象者が拡大
　来年１月から、事業所得、不
動産所得または山林所得を生じ
る業務を行う全ての人は、記帳
と帳簿書類の保存が必要になり
ます。この制度は、所得税の申
告が必要でない人も対象です。
詳しくは国税庁ホームページを
ご覧いただくか、津税務署にお
問い合わせください。
　津税務署個人課税第一部門記
帳指導担当(　228－3133)

　林業退職金共済制度
　林業退職金共済制度の加入者
で、退職金をまだ受け取ってい
ない人を探しています。過去に
林業の仕事をしていて、共済制
度に加入していたかどうか分か
らない人についても調べますの
で、お問い合わせください。詳
しくは勤労者退職金共済機構林
業退職金共済事業本部のホーム
ページをご覧ください。
　同事業本部(　03－6731－2887)

　平成25年度三重県
　障がい者芸術文化祭(無料)
　障がいがある人の芸術や文化
に触れて、その感性とエネル
ギーを体感してください。
　12月21日(土)10時～16時、
22日(日)10時～14時　　県男女
共同参画センター「フレンテみ
え」多目的ホール・県文化会館第
１ギャラリー(県総合文化センタ
ー内)　　ステージ発表、作品展
　同実行委員会事務局(　232－
6803、　231－7182)

　農村環境を考えよう！
　メダカのコタロー劇団公演
　12月21日(土)11時30分～14
時　　県文化会館中ホール　　
田んぼの生きものキャラクター
コンクールの表彰式、メダカの
コタロー劇団による環境アニメ
紙芝居
　三重県農地・水・環境保全向
上対策協議会(　226－4824)へ

　多文化共生イベント
　Hand in Hand!　
　みえの地球市民2013(無料)
　12月21日(土)12時～17時　
　みえ県民交流センター(アスト
津３階)　　桂三輝さんの落語と
トーク(　　100人、12時から整
理券を配布)、研究発表、留学生
による異文化トークショー、展
示・販売コーナーなど
　みえ市民活動ボランティアセ
ンター(　222－5995)

　平成25年度ひきこもり講演会
　(無料)
　12月26日(木)13時30分～16
時　　県津庁舎６階大会議室(桜
橋三丁目)　　山本耕平さん(立
命館大学産業社会学部教授)によ
る講演「ともに生き ともに育つ 
ひきこもり支援」　　100人
　12月24日(火)17時までに電話
で県こころの健康センター(　
223－5243)へ

　陸上自衛隊高等工科学校生徒
　一次試験来年１月18日(土)　

　試験会場は市内　　平成26年
４月１日現在、15歳以上17歳未
満で中学校を卒業している男子
(中学校卒業見込みを含む)
　来年１月10日(金)までに願書
を提出
※詳しくはお問い合わせください。
　自衛隊三重地方協力本部津募
集案内所(　224－4324)

　世界のトーク＆ミュージック
　来年１月19日(日)13時～16時
　ポルタひさいふれあいセン
ター　　第１部トークショー、
第２部ワールドレストラン、第
３部ワールドミュージック　　
　200人　　大人1,000円、小
学生以下500円
　12月10日(火)～来年１月10日
(金)に、はがきまたはファクス、
Ｅメールで参加者全員の住所、
氏名、年齢を津市国際交流協会
ひさい支部事務局(久居総合支所
生活課内、〒514－1192 住所不
要、　255－0960、　255－8839
＠city.tsu.lg.jp)へ　
　同事務局(　255－8839)

　放送大学学生
　平成26年度第１学期(４月入
学)の全科履修生、選科履修生、
科目履修生などを募集していま
す。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。
　来年２月28日(金)までに同大
学本部へ
　同大学三重学習センター(　
233－1170)

お知らせ

イベント

さんしゃいん



広報 津 2013.12.1 15

　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　

第１木曜日
13時～16時

第２月曜日
13時～16時

第３金曜日
13時～16時

市本庁舎

久居総合福祉会館２階
談話室１

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

ところとき（毎月）

　三重中央医療センター附属
　三重中央看護学校
　平成26年度一般入学生
　試験日来年１月16日(木)
　12月10日(火)～来年１月８日
(水)に願書を同校へ(17時必着)
※募集要項・願書の請求は、「募
集要項請求」と明示し、電話ま
たはファクス、Ｅメールで住
所、氏名、電話番号を同校(　
259－1177
259－1170、
miechuo@ztv.
ne.jp)へ

　建設業者のための
　入札・融資セミナー
　12月12日(木)13時30分～16
時　　三重県勤労者福祉会館６
階講堂(栄町一丁目)　　来年度
からの建設工事入札参加資格審
査申請手続きや融資制度の紹
介、許可・経営事項審査等の解
説、無料相談会など
　三重県行政書士会(　226－
3137)へ

　ドイツの
　クリスマスお菓子作り教室
　三重大学のドイツ人留学生と
一緒に、シュトレンやクッキー
など本場ドイツのクリスマスの
お菓子を作りませんか。
　12月22日(日)13時30分～16
時　　県男女共同参画センター
「フレンテみえ」生活工房　　
　30人　　600円(三重日独協会
員は400円)、小学生300円
　12月18日(水)までに同協会担
当(　232－0594)へ

　法的な困りごとは法テラスへ
　月～金曜日９時～21時、土曜
日９時～17時(祝･休日、年末年
始を除く)　　法的トラブルの解
決に役立つ法制度や相談窓口の

情報提供
　法テラスコールセンター(法的
トラブル…　0570－078374、犯
罪被害者相談…　0570－079714)

　女性弁護士による法律相談
　12月16日、来年１月27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11日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

　男性のための相談(電話相談)
　専用電話　229-3120
　毎月第３金曜日18時～20時
(祝・休日を除く)　　専門のカ
ウンセラーによる電話相談(予約
優先)　　男性
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

　元公証人(弁護士)による
　法律相談
　毎月第２・４火曜日13時～16
時(祝･休日、年末年始を除く)　
※12時から整理券を配布(　　
７人)　　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　司法書士による法律相談
　(要予約)
　12月18日(水)13時30分～16
時30分　　津リージョンプラザ
２階健康教室　　相続、多重債
務、金銭問題など　　　８人　
　12月10日(火)８時30分から電
話で対話連携推進室(　229－
3105)へ

　司法書士による
　相続・贈与・土地問題の相談
　毎月第２土曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※
12時から整理券を配布(　　10
人)　　津センターパレス３偕　
　津市社会福祉協議会津支部(　
213-7111)

　交通事故被害者支援センター
　相談員による交通事故相談
　(要予約)

　　各３人
　相談日の前日までに対話連携
推進室(　229－3105)へ

無料相談コーナー

問い合わせ　津市土地開発公社
河芸町浜田808（市河芸庁舎４階）　　244－1751　　244－1752

中勢バイパスに隣接した標高35m以上の高台

と
が出逢う
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長市 活動日記から

長市 コラム

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります 津市長コラム

“平成時代”の
中心市街地づくり

　津センターパレスビルは昭和50年代に津市主導で
建設したものであり、このビルを維持管理し、有効
に活用していくことは津市政の責任であり務めで
す。
　中央公民館、まん中こども館、まん中老人福祉セ
ンター、障がい者相談支援センター、これら４つの
施設が昨年11月から今年９月にかけて津センターパ
レスビルに相次いでオープンしました。築後30年近
くになるビルが活気を取り戻しつつあります。
　乳幼児から高齢者まで幅広い市民にこれらの施設
をご利用いただくことで、中心市街地に新しい人の
流れができてきました。市営フェニックス通り駐車

場の駐車スペースとその間隔を大幅に拡大したほ
か、だいたて駐車場や大門駐車場をご利用の方にも
駐車券をお渡しし、自動車でお越しの方々にもご利
用いただきやすいようにしました。
　ご来館の方々に街にも足を運んでいただこうと、
商店街からこれに呼応する動きが出てきたのはうれ
しいことです。施設利用者に「中心市街地ご来街感
謝券」を発行し、お買物やお食事の際に割引などの
特典が受けられるようになりました。参加店舗はビ
ル周辺の58店舗に上り、さらに増える勢いです。
　向かい側では民間ビルの建築プロジェクトも進
み、中心市街地が新しい姿を現してきています。時
あたかも伊勢神宮遷宮の年、大門、立町、丸之内な
ど津の中心市街地は、古くからそのお伊勢さんに参
詣する人々が行き交った参宮街道として、藤堂高虎
公が作り上げた城下町として、そして昭和の時代に
は活力みなぎる商店街として、歴史と共に歩みを重
ねてきました。平成の今、街に新たな価値を創り出
すことでにぎわいを取り戻し、未来へとつなぐため
にも、今後も県都津市にふさわしい平成時代の中心
市街地のまちづくりを進めてまいります。

■デジタルドームシアター神楽洞夢
　試写会…10月４日

　津市民にはなじみ深い「岡三さ
ん」が創業90周年を迎えられ、創
業の地、津市に新社屋とあわせて建
設されたプラネタリウム「デジタル
ドームシアター神楽洞夢（かぐらど
うむ）」がお目見えしました。
　国内最高レベルの映像が楽しめる
最新鋭の施設を津市に設置していた
だいたことに感謝します。
　神楽洞夢は、来年４月から市内の
小学生向けに開放される予定となっ
ており、子どもたちの学習の場とな
り、津の自慢できる場所になればと
思います。

■大門いこにこ広場オープニングイ
　ベント(オーデンビル)…10月19日
　「親子で集まる遊び場」をテーマ
に、中心市街地の活性化を目的とし
た「大門いこにこ広場」が大門大通
り商店街にオープンしました。
　この場所は、昨年度に三重大学の
協力のもと開催した「中心市街地活
性化オープンディスカッション」に
ご参加いただいた皆さんのご意見か
ら生まれたものです。 
　子どもたちの遊び場として、また
保護者の皆さんの情報共有の場とし
て大いに利用していただき、人が集
まることで商店街がにぎやかになる
ことを期待しています。

■第1回吉田沙保里杯 津市少年少女レス
　リング大会(一志体育館)…10月27日

　吉田沙保里選手のオリンピック３
連覇を記念し、「第１回吉田沙保里
杯 津市少年少女レスリング選手権
大会」を開催しました。
　前日に行われた合同練習では吉田
選手による技の直接指導があり、参
加された選手の皆さんにとってレス
リングがもっと好きになる体験で
あったと思います。
　この日は全国各地から津市にお迎
えした23チーム、425名のジュニア
選手を前に、津の名物となる格式あ
る大会に発展することを夢見て、第
１回大会の開会を宣言しました。

津市長 前葉 泰幸
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12月は地球温暖化
防止月間

　地球温暖化の原因である温室効果ガス(二酸化
炭素など)を削減するためには、私たち一人一人
の「節電」「節水」「公共交通機関の利用」などの
行動の積み重ねが大きな力になります。
　12月は「地球温暖化防止月間」です。地球温
暖化を防ぐための行動を身近なところから始め
てみませんか。

■待機電力を削減する
　家電製品は使い終わったら主電源を切り、長
時間使わないときはコン
セントを抜きましょう。
また、家電製品を買い替
えるときは、待機電力の
少ない製品を選ぶように
しましょう。

　家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
に該当する｢エアコン｣｢テレビ｣｢冷蔵庫・冷凍庫｣
｢洗濯機・衣類乾燥機｣の４品目は、市では収集
しません。小売業者などに引き取ってもらう
か、収集許可業者に依頼する、または指定引取
場所へ自ら持ち込むなど、必ず適正に処分して
ください。
問い合わせ　環境政策課　　229-3258
　　　　　　環境事業課　　237-5311
　　　　　　各総合支所地域振興課

■家族みんながシャワーの使用を減らす
　体を洗っている間、お湯を出しっぱな
しにしないようにしましょう。
■炊飯器やポットの保温をやめる
　炊飯器やポットの保温は利用時間が長いた
め、多くの電気を消費します。ご飯は電子レン
ジで温め直すなど、消費電力を減らす工夫をし
ましょう。
■家族が同じ部屋でだんらんし、照明と暖房の
　利用を減らす

　家族が別々の部屋で過ごすと、照
明も暖房も余計に必要になるので、
同じ部屋で過ごすようにしましょう。

■マイバッグを持ち歩き、省包装の商品を選ぶ
　マイバッグを持ち歩けばレジ袋を減らせま
す。トレーやラップは、家に帰ればすぐごみに
なるので、包装の簡易なものを選びましょう。
■アイドリングストップを行う
　駐車や長時間停車するときは、車のエンジン
を切りましょう。大気汚染物質の排出削減にも
つながります。

エアコン

対象の家電製品

処分の方法

ブラウン管式、液晶・
プラズマ式テレビ

冷蔵庫・冷凍庫

市では収集
しないよ

洗濯機・衣類乾燥機

家庭でできる温暖化対策

家電４品目のリサイクルは適正に家電４品目のリサイクルは適正に
　次のいずれかの方法で処分してくださ
い。リサイクル料金が必要です。金額は
メーカーや大きさによって異なります。
■家電販売店に依頼する
　家電製品を購入した店、または買い替えをした
店に、リサイクル料金と収集運搬料金を支払って
依頼する。
■収集運搬許可業者に依頼する
　市が許可する収集運搬許可業者に、リサイクル
料金と収集運搬料金を支払って依頼する。
■自ら指定引取場所に持ち込む
　郵便局で家電リサイクル券を購入して、指定引
取場所に持ち込む。
詳しくは…
●リサイクル料金、家電リサイクル券、指定引取
　場所…家電リサイクル券センタ－のホームペー
　ジ、または津市ホームページをご覧ください。
●収集運搬料金…各業者へお問い合わせください。
●収集運搬許可業者…津市ホームページをご覧く
　ださい。

津市役所家電リサイクルHP 検索
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　年末年始のごみの収集日は、各家庭に配布し
ている「家庭ごみ収集カレンダー」のとおりで
すが、収集日に出せなかったごみは、下表の各
施設へ直接搬入することができます。年末は施
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。
搬入日時　
　12月29日(日)・30日(月)いずれも８時30分～
12時、13時～16時30分
●処理料金など、詳しくは直接各施設へお問い
　合わせください。
●年始は１月６日(月)から収集と搬入受け付けを
　行います。

年末(12月29日・30日)の
ごみ搬入施設のご案内

　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、お早めにお申し込みください。
申し込み
津地域　
　津環境整備事業協同組合(　225-1251)へ
その他の地域　
　直接、各し尿くみ取り業者へ
問い合わせ
　環境政策課　　229-3141
　または各総合支所地域振興課

年末年始の
し尿のくみ取りはお早めに

リサイクル資源は
エコ・ステーションの利用を

燃やせるごみ

津
河芸
芸濃

西部クリーン
センター
　237-5389

西部クリーン
センター
　237-5389

河芸美化
センター  
　245-2319

明神リサイクル
ストックヤード  
　255-8843

クリーンセンター
おおたか
　256-8122

白銀環境清掃
センター
　237-0671

※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

全て

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

ごみの種類 地　域
問い合わせ 搬入できる品目 搬入できる日時

搬入場所

※環境事業課のエコ・ステーションは平成25年３月31日で閉鎖し
　ました。
※施設によって搬入できる品目や日時が異なりますのでご注意くだ
　さい。

コンビニ

至鈴鹿

片田団地

陸上自衛隊
演習場

風早池

ゴルフ場

ニューファクトリー
ひさい工業団地

戸木工業団地

至松阪

ショッピング
センター

三重中央
医療センター

津南署

ガソリンスタンド

片
田
工
業
団
地

久
居
高
校

伊
勢
自
動
車
道

ショッピングモール

久居
IC

新聞、雑誌、ダンボール、
衣類・布類、飲料用紙パ
ック、ペットボトル

月～金曜日、日曜日
９時～12時、13時～16時  
※祝・休日、第５日曜日、
12月31日～翌年１月３
日を除く、平成26年は１
月５日（日）も除く

月～金曜日
８時30分～12時、13時
～16時30分  
※祝・休日、12月29日～
翌年１月３日を除く

水・土・日曜日
８時30分～16時30分
※12月29日～翌年１月
３日を除く

新聞、雑誌、ダンボール、
飲料用紙パック

新聞、雑誌、ダンボール、
容器包装プラスチック、
その他プラスチック、飲
料用紙パック、衣類・布
類、びん、ペットボトル
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　家庭から排出される可燃ごみの大半は「生ご
み」で、その重量のほとんどが水分です。一世
帯一世帯の水分を減らす小さな取り組みが、市
全体では大きな効果につながります。ごみの減
量に皆さんの協力をお願いします。

●安くても余分なものは買わない。
●食べる分だけ作り、残さず 
　食べる。
●野菜の皮や芯なども料理に
　使い、生ごみ自体を減らす。

●水気のある生ごみは、三角コー 
　ナーなどで水のかからない状態
　で一定時間放置する。(かなり
　の水分が切れます。最後にひと
　絞りするとさらに効果的です)

●嫌な臭いが減ります。
●ごみが軽くなってごみ出しが楽になります。
●ごみの重量が減ると、収集車の燃費も良くな
　り、焼却炉の燃焼効率も上がるため、二酸化炭
　素の発生抑制につながります。

●生ごみ処理機などを利用して堆
　肥化する。
　※市では生ごみ処理機やコンポ
　スト容器を購入する場合の補助
　金制度を設けています。環境政
　策課（　229-3258）または各

総合支所地域振興課へお問い合わせください。

●野菜などで使えない部分は洗う前に取り除
き、水分を含んでいるも
のとは別にする。
(水を切るための三角コ
ーナーは、シンクの中に
あるため、かえって水分
が増えてしまう場合があ
ります)

ちょっとした工夫やひと手間でごみも臭いもすっきり！

ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を
　今年度は、市内でごみ収集車の火災がすでに
３件発生しています。原因は、金属の日に出さ
れた中身の残ったスプレー缶や使い捨てライ
ターです。そこから漏れて車内に充満したガス
に、収集時の金属摩擦により発生した火花が引
火して、車内のごみに燃え移ったものと考えら
れます。
　このようなことを未然に防ぐため、火災の発
生原因となる物をごみ集積所に出すときは、次
のような処理をしてから出してください。

５月に発生したごみ収集車の火災

●使い捨てライター●使い捨てライター

●カセットボンベ・ヘアスプレーなどの缶●カセットボンベ・ヘアスプレーなどの缶

●石油ストーブ●石油ストーブ

水切りの効果水切りの効果水切りの効果水切りの効果
買い方・作り方で工夫買い方・作り方で工夫

水切りの工夫水切りの工夫

生ごみの堆肥化生ごみの堆肥化
最初から水にぬらさない工夫最初から水にぬらさない工夫

中身を使い切っ
てから別袋に入
れる

中身を使い切
り、屋外で穴
を開けガスを
抜いてから別
袋に入れる

灯油、乾電池を
抜く

燃やせないごみ
の日に出す

金属の日に出す

金属の日に出す

乾電池の日に出す

残った灯油は
購入先に相談
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　７月に募集した
環境標語の優秀賞
が決定しました。
多数のご応募あり
がとうございまし
た。応募いただい
た作品は、今後の
環境に関する啓発
活動に活用します。
　 不法投棄防止・ポイ捨て防止部門　優秀賞２点
「大人のポイ捨て　子がまねる」
「ゴミひとつ！　袋に入れる　心のゆとり」
　 減量・分別・リサイクル部門　優秀賞２点
「日々のごみ　減らす工夫は　我が家から」
「誰にでも　やればできるよ　ゴミ分別」

■

■

まだ使えるものを捨てるのは「もったいない！」

リユース情報掲示板

■申し込み・問い合わせ
　津市市民エコ活動センター（西部クリーンセン
　ター内、〒514-0081 片田田中町1304）
　　・   237-1185     eco-center＠mist.ocn.ne.jp
■開館日時　毎週水～日曜日10時～16時

譲ります譲ります

譲ってください譲ってください

　家具などで、まだ使える物を捨てずに、他の
人に譲ってごみを減らそうと、津市市民エコ活
動センターと津市市民活動センターにリユース
情報掲示板を設置しています。
　譲りたい人、譲ってほしい人は、津市市民エ
コ活動センター、津市市民活動センター、市本
庁舎３階環境政策課にある情報カードに必要事
項を記入し、津市市民エコ活動センターに提出
してください。
　現在掲示板にある情報の一部を紹介します。
ただし、11月15日現在の情報のため、すでに受
け渡しが完了している場合があります。

　市役所や社会保険庁職員などを装い、医療
費や過払金などの還付金があるなどと電話
し、金融機関の現金自動預け払い機(ＡＴＭ)を
操作させて、お金をだましとる詐欺事件が多
発しています。ご注意ください。
　このような不審な電話がかかってきて「還付
金詐欺かも」と思ったら、自分自身ですぐに判
断せず、慌てないで家族や市役所、最寄りの
警察へ連絡するようにしましょう。
　津市では、還付金が発生した場合は必ず
文書でお知らせした後、必要な手続きをお
願いしています。ＡＴＭを操作させ、手続
きをお願いすることは絶対にありません。

●男児用子ども服(サイズ90～110)、靴(14cm以
　上)、帽子(サイズ48cm以上)…無料
●おもちゃ、絵本(２歳以上向け)…無料
●英会話教材（ＣＤプレーヤー付き)…無料
●電話機またはファクス…無料
●キャスター付き旅行かばん(大型)…無料
●ポータブルミシン…無料
●電子ピアノ…無料
●キーボード、ドラムセット、ウッドベース…1,000 
　円まで
●カラーボックスまたは木製棚…無料 

茶だんす…無料
(幅154cm・高さ112cm・奥行44cm) 

応接用革製肘掛け椅子２脚セット…無料
(幅75cm・高さ75cm・奥行き85cm)

　石油ファンヒーター…無料
(2,750kcal/h、石油タンク５L、
幅38cm・高さ47cm・奥行30cm)

オイルヒーター
…無料
(500W+700W、
幅42cm・高さ65
cm・奥行24cm)

食器棚…無料
 (幅150cm・高さ180.5cm・奥行40.5cm)

つ・環境フェアでの表彰式の様子

ロッキングチェア…無料
(幅54cm・高さ100cm)

問い合わせ　高齢福祉課
　229-3156　　229-3334

還付金詐欺が急増中！還付金詐欺が急増中！
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水道局だより
平成24年度水道事業会計決算

平成25年12月1日発行
平成25年第３号

水道局
　237－5811　　237－1210

　水道事業は、皆さんからの水道料金で運営しています。今回は、平成24年度
水道事業会計決算(第３回市議会定例会で認定)について紹介します。

■主な事業
　安心安全で良質
な給水を行うため、
高茶屋浄水場や片
田浄水場などの整
備を実施するとと
もに、配水効率向
上のための老朽管
更新や管網整備を
行いました。

■業務量の概要
給水人口　27万8,501人
給水戸数　12万6,914戸

年間総配水量　4,097万6,141立方メートル
１日平均配水量　 11万2,263立方メートル
１日最大配水量　 12万5,448立方メートル

■収支の状況
　水道事業会計の収支は、経常的な収支を表す収
益的収支と投資的な収支を表す資本的収支の２種
類に分けられます。
　収益的収支では、単年度で約１億２千万円の純
損失が生じました。また、前年度からの繰越欠損
金が約７億６千万円あり、当年度の欠損金は約８
億８千万円となりました。
　今後、より一層の事業の効率化と計画的な事業
経営に努めていきます。

上水道事業

水道事業会計収支
収益的収支 資本的収支

収益的収支（税抜き）
収益的収入　　65億4,625万6,929円
収益的支出　　66億6,944万1,855円
純損失　　　　 1億2,318万4,926円

資本的収支（税抜き）
資本的収入　　 3億 821万7,482円
資本的支出　　17億8,518万 469円
収支差引　　△14億7,696万2,987円

支出

収入

不足額
14億7,696万3,000円
（通年度損益勘定留保資金等で補てんしました）

建設改良費
9億2,486万7,000円

企業債の
元金償還金
8億6,022万9,000円

他事業からの
負担金など
9,432万3,000円

補助金
7,589万4,000円

企業債借入金
1億3,800万円

投資
8万4,000円

支出

収入

維持管理費
15億2,206万3,000円

受水費
23億7,669万円

人件費
8億620万6,000円

減価償却費
16億3,149万9,000円

企業債の
支払利息
3億3,298万4,000円

給水収益
58億2,943万7,000円

その他
7億1,682万円

純損失
1億2,318万5,000円

管網整備工事
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支出

収入

一般会計繰入金
4億1,512万円

その他
5,040万3,000円

維持管理費
1億3,424万5,000円

建設改良費
7億600万9,000円

公債費
2億8,494万2,000円

総務費
6,910万1,000円

災害復旧費
327万3,000円

使用料及び手数料
5,330万9,000円

国庫補助金
2億4,719万9,000円

市債
4億7,360万円

八幡簡易水道川上浄水場

■主な事業
●下之川簡易水道拡張事業
●八幡簡易水道拡張事業

■業務量の概要
給水人口　4,103人
給水戸数　1,992戸
総配水量　34万7,739立方メー
　トル

簡易水道事業

安心して飲める水を供給するために

簡易水道事業特別会計収支

平成24年度津市給水栓水質検査結果

※数値などは全て、平成24年度の平均値です。

一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物等（全有機炭素の量）
pH値
味
臭気
色度（度）
濁度（度）

項　目 水質基準

100個/㎖以下
検出されないこと
200㎎/ℓ以下
３㎎/ℓ以下
5.8～8.6
異常でないこと
異常でないこと
５度以下
２度以下

0
不検出
6.7
0.6
7.3

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

検査箇所
寿町 榊原町 河芸町上野 芸濃町北神山 美里町足坂

0
不検出
4.3
0.4
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
7.1
0.7
7.1

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
8.6

0.3未満
6.7

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
4.0
0.5
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

収入　　　12億3,963万949円
支出　　　11億9,817万133円
収支差引　 　4,146万816円

収支の状況
（税込み）

　水道水は、人の健康に影響が生じないように、
十分に安全性を考慮した水質基準が設定されてい
ます。そのため、市では、浄水場で緩速ろ過、急
速ろ過、膜ろ過などの方式による適正な浄水処理
を行い、安心して飲むことのできる水道水を供給

することに努めています。
　今後も、安全でおいしい水道水を供給できるよ
う、水質検査体制を整えて十分な水質を保つこと
はもちろん、水源地域の保全にも努めていきます。

一般細菌
大腸菌
塩化物イオン
有機物等（全有機炭素の量）
pH値
味
臭気
色度（度）
濁度（度）

項　目 水質基準

100個/㎖以下
検出されないこと
200㎎/ℓ以下
３㎎/ℓ以下
5.8～8.6
異常でないこと
異常でないこと
５度以下
２度以下

0
不検出
9.0

0.3未満
6.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

検査箇所
安濃町安濃 一志町虹が丘 白山町南家城 白山町伊勢見 美杉町下之川

0
不検出
8.1
0.6
7.6

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
8.2
0.6
7.4

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満

0
不検出
4.3
0.5
7.6

異常なし
異常なし
1.1

0.1未満

0
不検出
3.4
0.5
7.6

異常なし
異常なし
0.5未満
0.1未満
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