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ＪＲ名松線
伊勢奥津駅 ９時35分発
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　平成27年12月８日、津市立神戸小学校に読売巨人軍の高木勇人選手をお
迎えし、野球を始められたエピソードや故郷津市への思いについて、前葉泰
幸市長がお話を伺いました。

津市長

前葉 泰幸
津市長

前葉 泰幸
読売巨人軍投手

高木 勇人さん
読売巨人軍投手

高木 勇人さん
撮影場所／神戸小学校

体育館にて全校児童と交流

市長　今日は高木選手の母校である神戸小学
校にお越しいただきました。懐かしいですか？

高木　雰囲気は全然変わっていないのですが、
教室がきれいになったなという感じです。

市長　大規模改造を行い、校舎の外壁、内装、
床、天井、黒板などすべて直しました。総額で
８億円ぐらいかかりましたが、子どもたちには
とても好評で伸び伸びと勉強や運動に励ん
でくれています。今日は神戸小学校の児童の
皆さんと交流をされましたね。

高木　本当に元気で明るくて、さすが僕の後
輩だなと思いました。

市長　さて、高木選手は平成27年に読売巨人
軍に入団され、開幕シリーズにプロとして

初登板し、初先発・初勝利という輝かしい
成績を収められました。これは読売巨人軍
で55年ぶりという快挙ですね。そして開幕
５連勝を飾るなどして、プロ１年目のシー
ズンを終えられました。１年を振り返って
いかがでしたか。

高木　本当につらい時もありましたが、充実
した１年間だったと思います。

市長　社会人の時とは、かなり違いますか。
高木　全く別の世界だなと思いました。
市長　社会人野球との違いは特にどのような
ところでしたか。

高木　野球が好きだという気持ちの強さはどち
らも変わりません。ただプロの世界では甘い
ボールは簡単にヒットやホームランにされて
しまいます。そこがプロだなと感じました。

市長　厳しいプロの世界で活躍された高木選
手ですが、野球を始められたのは神戸小学
校の時でしたね。神戸スポーツ少年団に入
団されたのは何年生の時ですか？

高木　小学校４年生の時です。
市長　最初のポジションは？
高木　キャッチャーでした。
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津市　市長対談│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。

運動場で女子児童にボール投げ指導

教室で市長と対談

第23回市長対談　読売巨人軍投手 高木 勇人さん

市長　どうしてキャッチャーだったのですか？
高木　かっこいいなと思いまして。
市長　小学生の時の写真を見せていただきました
が、かっこ良かったですよ。

高木　ありがとうございます。
市長　その後、西橋内中学校へ進み、ピッチャー
に転向されたのですね。

高木　はい。
市長　海星高校に進まれ、２年生の秋頃からエー
スに。そして３年生の夏の県大会では残念なが
ら準決勝で敗れベスト４でしたね。その時の相
手が宇治山田商業高等学校の中井大介選手で、
現在は読売巨人軍で同じチームメートですね。

高木　はい。何かの縁でまた一緒に野球すること
になりました。

市長　高校を卒業後すぐ入団された中井選手は、
プロの世界に７年先に入っておられますね。

高木　ほっとしました。いろいろと分からないこ
とを聞いたりできますし、近い存在でいてくれ
てすごく助かっています。

市長　社会人野球時代は野球と仕事との両立は大
変でしたか？

高木　仕事は仕事、野球は野球という感じでした
ね。仕事の時は普通のサラリーマンとしてしっ
かりやるというのが会社のスタンスでしたの
で、本当にしんどいことも結構ありました。

市長　練習時間がコンパクトになるのですか？
高木　授業のある高校時代よりは長くなりました。午
前中は仕事をして昼から練習という形になるので。

市長　さて、今日は神戸小学校の皆さんとの交流
会の後、津の懐かしい場所を巡られたとお聞き
しました。

高木　昔と変わらないまち並みでしたが、住宅は
増えましたね。

市長　津のおいしいものも食べられたとか。
高木　昔からよく食べていた「はちみつまんじゅ
う」をいただきました。

市長　好物ですか？
高木　そうなんです。本当においしくて。
市長　今日は母校神戸小学校の皆さんとの交流、
そして思い出の場所巡りや津のおいしいものを
堪能され充実した一日だったと思います。最後
に津市民の皆さんにぜひメッセージをいただけ
ますか。

高木　これからいっぱい練習して、「必ず勝て
る」「とにかく勝てる」「あいつに任せた試合
は絶対勝つ」というような投手になっていきま
す。皆さんの力をお借りして、頑張りますので
応援よろしくお願いします。

市長　力強いメッセージをいただきました。巨人
ファンの方も、巨人ファンでない方も、津市民
みんなで高木選手を応援しましょう。今日はど
うもありがとうございました。

高木　ありがとうございました。

1989(平成元)年７月13日生まれ。神戸小学校４年生から、神
戸スポーツ少年団で野球を始める。西橋内中学校では軟式
野球部に所属。その後、三重・海星高校に進学。高校卒業後は
社会人野球の強豪・三菱重工名古屋に７年間在籍する。
2014(平成26)年ドラフト３位で読売巨人軍に入団。2015年
シーズンは26試合に登板し９勝10敗の成績を残す。身長１
m78cm、体重88㎏、右投げ右打ち。

読売巨人軍投手   高木　勇人さん
はやと
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撮影場所／津市リサイクルセンター
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４月1日からごみの分別方法が変わります
～正しい分別でごみを減らしてきれいなまちづくりを～
４月1日からごみの分別方法が変わります
～正しい分別でごみを減らしてきれいなまちづくりを～

　ねえねえ、シロモチくん。ごみの出し方
が変わるんだって？
　４月１日からごみの分別方法が変わるん
だ。その一つにはね、使用後に汚れがきれ
いに取り切れないレトルト食品やマヨネー
ズなどが入っていた容器包装プラスチック
が燃やせるごみの日に出せることになるん
だよ。
　そうなんだー。
　ゴーちゃんは使用済みの容器包装プラス

チックってどうしてる？
　洗ったり、拭き取ったりして汚れを取っ
てから出してるんだけど、中には汚れを落
としにくいものもあるからすごく手間がか
かっているわ。
　いつもきれいにしてくれているんだね。
リサイクルに出された容器包装プラスチッ
クの中には汚れが取り切れていないものが
含まれていて、そういったものが混じって
いるときれいなものまで汚してしまってリ
サイクルできなくなるんだ。そこで、汚れ
が取り切れない容器包装プラスチックはそ
のまま燃やせるごみとして出せるようにし
たんだ。
　燃やせるごみにしても大丈夫なの？
　汚れた容器包装プラスチックは、リサイ
クルができないから、埋め立てていたんだ
けど、２年前から燃やすことができないか
焼却試験を行ってきたんだ。その結果、排
出されるガスに問題がなく、周辺への生活
環境にも影響がないことが確認されたんだ。
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問い合わせ　環境政策課　　229－3258　　229－3354

　これまで汚れを取りにくいものにかけていた
手間が省けて便利になるのね。
　そうだね。でもきれいに汚れが取り除けるも
のは、これまでと変わらず容器包装プラスチッ
クとしてリサイクルに出してほしいんだ。
　うん、分かった。ごみの出し方で他にも変
わったところはあるの？
　ペットボトルの収集が月１回から月２回に増
えるんだ。
　月１回の収集だと使用済みのペットボトルが
増えてしまって困っていたけど、月２回収集に
なると助かるね。
　それと４月１日から、新たに「危険ごみ」っ
ていう分別が増えるんだよ。
　危険ごみってなあに？ 
　卓上カセットボンベやスプレー缶、使い捨て
ライター、蛍光管、乾電池、水銀式体温計のこ
となんだ。
　これまでも収集していたと思うんだけど、何
が変わったの？

　例えば、卓上カセットボンベやスプレー缶は、
今まで穴を開けてから出していたんだけど、こ
れからは穴を開けなくても出せるようになるん
だ。
　穴を開けずに出せると安全で手間もかからな
いからいいね。
　そうだね。でも、今までどおり穴を開ければ
金属の日にも出せるんだよ。それと、蛍光管や
水銀式体温計は割れないように、なるべくもと
もと入っていたケースや容器に入れた状態で出
してほしいんだ。
　気を付けるわ！ところで危険ごみはどれくら
いのペースで出すことができるの？
　３カ月に１回出すことができるんだ。４月１
日から変わるごみの分別方法や収集の曜日など
詳しい内容は３月16日発行の広報津と同時に

市内の全ての家庭に配布する「ごみ分別ガイド
ブック」と「家庭ごみ収集カレンダー」でお知
らせすることにしているよ。
　「ごみ分別ガイドブック」と「家庭ごみ収集
カレンダー」をよく見て、ちゃんとごみを分別
して出さないといけないね。
　それと４月１日から新しいごみ処理施設が
オープンするんだよ！
　どんな施設なの？
　白銀環境清掃センターが閉鎖されて、２つの
新しい施設ができるんだ。１つは津市リサイク
ルセンターで、金属ごみや燃やせないごみなど
を破砕・選別して資源化したり、環境や自然に
ついて学べる施設もあるんだ。
　環境や自然のことも勉強できるのね。
　もう１つは、津市一般廃棄物最終処分場だよ。
津市リサイクルセンターで資源化できなかった
ごみのうち、燃やせないものを処理するところ
で、ごみの飛び散りや雨水を防ぐための屋根や
遮水シートなどが備わった、周辺への環境に配
慮した安全で安心な埋め立て処分施設なんだよ。
　これからもごみを減らすために、みんなで正
しく分別して、きれいなまちづくりを進めてい
こうね。
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　汚れが取り切れない容器包装プラスチック
は、リサイクルできません。４月１日からは、
汚れが取り切れないものは燃やせるごみとして
処理します。
　家庭で分別するときに、汚れが取り切れない

ものがあれば、燃やせるごみとして出してくだ
さい。
　容器包装プラスチックを焼却することは、平
成26年からの焼却試験の結果、周辺環境に影響
がないことを確認しています。

　近年、ペットボトルは飲料用だけでなく、調味料
の容器などに幅広く使われるようになったこともあ
り、集積場には大量のペットボトルが積み上がって

います。特に夏場はペットボトル飲料の消費も増
え、置き場に困る家庭も多いようです。そこで月１
回だった収集を、４月１日から月２回に増やします。

容器包装プラスチックは、燃やせるごみへ

４月１日から変わります！ごみの出し方４月１日から変わります！ごみの出し方４月１日から変わります！ごみの出し方４月１日から変わります！ごみの出し方

ペットボトルの収集が月１回から月２回に

容器包装プラスチックを
出すときは
汚れを取り切ってから

汚れが取り切れない
容器包装プラスチックは

今までは・・・ ４月１日からは！　

今までは・・・ ４月１日からは！　

容器包装プラスチック

月１回

家庭や集積所に使用済みの
ペットボトルがあふれる…

汚れが取り切れない

燃やせるごみ

月２回

汚れたものが混在すると
リサイクルできない
汚れたものが混在すると
リサイクルできない

出せる機会が

増えて助かる
ね♪出せる回数が

増えて助かる
ね♪

手間がかからず

便利になるね！
手間がかからず

便利になるね！

汚れが取り切れたものは「容器包装プラスチック」として出してね。

キャップ、ラベルは取り外して
容器包装プラスチックに 

汚れが
取り切れないものもある
汚れが
取り切れないものもある

ペット
ボトル
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問い合わせ　環境政策課　　229－3258　　229－3354

　新たにできる危険ごみの収集やペットボトルの
月２回収集に伴い、４月１日から、ごみを出す曜
日が変わる地域があります。詳しくは、広報津３

月16日号と同時配布の「ごみ分別ガイドブッ
ク」と「家庭ごみ収集カレンダー」をご覧くださ
い。

新たに「危険ごみ」の分別区分を追加

ごみを出す曜日が変更に

使い捨てライター
水銀式体温計 使い捨てライター

乾電池 水銀式体温計 卓上カセットボンベ
　スプレー缶

今までは・・・ ４月１日からは！　

危険ごみ（３カ月に１回収集）

燃やせないごみ

蛍光管　乾電池

蛍光管・乾電池

卓上カセットボンベ、
スプレー缶は穴を開けて

金　属

●ごみは正しく分別する
●ごみは透明または半透明の袋に入れる
●ごみは「収集日当日の決められた時間までに」
　「決められたものを」「決められた場所に」出す

～市からのお願い～

蛍光管

卓上カセットボンベと
スプレー缶は、穴を
開ければ「金属」の日にも
出せるよ！

安全で便利になった
ね！

  出せるようになって
、

       穴を開けずに

　４月１日から、卓上カセットボンベ、スプレー
缶、使い捨てライター、蛍光管、乾電池、水銀式
体温計を「危険ごみ」として、３カ月に１回収集

します。
　卓上カセットボンベやスプレー缶は、穴を開け
ずに出せるようになります。
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問い合わせ　環境施設課　　229－3127　　229－3354

津市リサイクルセンター津市リサイクルセンター津市リサイクルセンター
平成28年４月1日供用開始平成28年４月1日供用開始

津市一般廃棄物最終処分場津市一般廃棄物最終処分場津市一般廃棄物最終処分場

車庫棟
管理棟 工場棟

新エネルギーゾーン

工場棟

ビジターセンター

自然区域ゾーン

工場棟

環境学習センター（管理棟２階） ビジターセンター
　ごみの発生抑制、再使用、ごみの再生利用に
ついて学習できます。

　自然について体験、学習できます。

開館時間
９時～17時

休 館 日
月曜日
年末年始
（12/29～１/３）

開館時間
８時30分
　　～17時15分
休 館 日
年末年始
（12/29～１/３）

芸濃

安濃
河芸

美里
津

白山
一志

美杉

久居

芸濃

安濃

河芸

美里
津

白山
一志

美杉

久居

香良州

★

環境に
配慮

地域・
自然と
調和

安全
安心

　家庭などから出された金属ごみや燃やせないごみなどを破砕、選別して、ご
みの資源化を行う施設で、１日当たり89ｔのごみが処理できます。

プラットホーム 中央操作室 手選別室
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　津市リサイクルセンターで資源化できなかったごみのうち、燃や
せないものを埋め立て処分する施設です。計画埋立容量約18万㎥の
うち第１期約９万㎥ を４月１日から供用開始します。

管理棟

前処理・浸出水処理施設

埋立地

芸濃

安濃

河芸

美里
津

白山
一志

美杉

久居

芸濃

安濃

河芸

美里
津

白山
一志

美杉

久居

香良州

★

施設の特徴

　埋め立て地を屋根で覆い、雨水の侵入やごみの飛散を防ぎます。また、内側には遮水シートを
敷設し、漏水検知システムで万一の漏水を監視します。

　ごみを洗浄してから埋め立て、埋め立て後は埋め立て地に散水を行います。

　洗浄や散水で使った水は浄化し、全て施設内で循環利用します。施設外には一切放流しません。

１

２

３

完成イメージ完成イメージ

第１期第１期

第２期第２期

周辺環境への影響に配慮した、安全で安心な施設

津市リサイクルセンター

津市一般廃棄物最終処分場

４月１日からのごみ処理の流れ

破砕後の
不燃物
破砕後の
不燃物

鉄、アルミ鉄、アルミ

プラスチック類
などの可燃物
プラスチック類
などの可燃物

プラスチック類
などの可燃物
プラスチック類
などの可燃物焼却施設

破砕選別処理 資源化処理

燃やせる
ごみ

金属
ペット
ボトル

その他
プラスチック

燃やせない
ごみ

容器包装
プラスチック

新聞・雑誌
などの資源

危険ごみびん

再商品化業者

資源化

埋め立て地を屋根で覆ったクローズド型

埋め立てごみを洗浄

使用した水は浄化処理して循環利用

第１期

津市西部クリーン
センター

津市クリーン
センターおおたか
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問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.11(最終回)
　昨年の広報津４月１日号から連載してきたこ
のシリーズも最終回となりました。
　いよいよ３月26日から、美杉地域で列車が
走ります。復旧区間を最初に走る１番列車は、
伊勢奥津駅を９時35分に出発。当日は松阪駅
を７時32分に出発する列車に乗り、家城駅か
ら最後の代行バスで伊勢奥津駅へ向かうと、記
念すべき１番列車に間に合います。この行程で
行くと、伊勢奥津駅では１番列車の出発まで
30分ほど時間がありますので、駅周辺をゆっ
くり散策するのもおすすめです。
　さて、最後に、伊勢奥津駅の待合室に置かれ
たノート「名松線物語」を紹介しましょう。い

つからか置かれるよ
うになったこのノー
トには、駅を訪れた
皆さんのそのときの
気持ちや、その日
あった出来事など、
さまざまなことが書きつづられていて、今では
何十冊にもなっています。きっとこれからも
ページは幾重にもつづられ、名松線物語は続い
ていくことでしょう。ぜひ皆さんも名松線に
乗って、伊勢奥津駅の名松線物語にあなたの物
語を残してください。きっとあなたの旅の思い
出の楽しい１ページとなるでしょう。

開通80周年記念式典 
ステージイベント(伊勢奥津駅前広場)

物産販売・振る舞い(伊勢奥津駅前広場周辺)

全線復旧記念式典 (八幡地域住民センター)

１番列車発車 (伊勢奥津駅ホーム)

　丹生俣神楽保存会、美杉連山のろし太鼓、光れ
街道夢おこしの会(しょんがい音頭と踊り)、よさ
こい演舞など

　地元特産品の販売、各種振る舞い、ボンネット
バス体験乗車、こけ玉づくり教室など

会場までの交通アクセス

　会場周辺に駐車場はありませんので、公共
交通機関でお越しください。また、当日は、市
一志庁舎と市白山庁舎の駐車場を無料開放
しますので、ご利用ください。

上り(松阪→伊勢奥津)

下り(伊勢奥津→松阪)

◆ＪＲ名松線時刻表

伊勢奥津駅９時35分発伊勢奥津駅９時35分発３月26日■３月26日■土

市一志庁舎
から徒歩３分

市白山庁
舎から徒
歩３分

9:35

9:45～10:45

11:00～15:00

９:00～15:00

物産販売・振る舞い(伊勢八知駅前)

９:00～15:00

　千本づきの餅または釜料理の振る舞いなど

伊勢奥津駅会場

伊勢八知駅会場

松阪 一志 関ノ宮 伊勢八知 伊勢奥津

伊勢奥津 伊勢八知 関ノ宮 一志 松阪

ＪＲ名松線
全線復旧！

７：32
９：38
11：33

７：51
９：56
11：51

８：06
10：11
12：06

８：44
10：47
12：42

８：59
11：02
12：57

９：35
11：30
13：06
15：08

９：49
11：44
13：20
15：22

10：26
12：21
13：57
15：59

10：42
12：36
14：12
16：14

11：01
12：54
14：30
16：34

伊勢奥津駅
会場

伊勢八知駅
会場

伊
勢
奥
津
駅

伊
勢
八
知
駅

関
ノ
宮
駅

一
志
駅

至
松
阪
駅
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　３月から４月にかけて市本庁舎の市民課は大変混雑します。住所の異動届は、市民課のほか各
総合支所や出張所でも受け付けていますので、ご利用ください。また、アストプラザオフィスと
久居駅前出張所は、平日の夜間や土・日曜日なども利用できます。ただし、３月19日(土)～21日
(月・休)は一部業務を休止しますので、詳しくは下記をご覧ください。

３・４月に住所を異動する皆さんへ

市本庁舎市民課窓口の混雑緩和にご協力を市本庁舎市民課窓口の混雑緩和にご協力を

窓　口 開庁時間

市民課
各総合支所市民福祉課(久居総合支所は市民課)
各出張所(一身田・神戸・高茶屋・榊原・栗葉・千里ヶ丘・波瀬・家城・
大三・倭・八ツ山・竹原・太郎生・伊勢地・八幡・多気・下之川)

月～金曜日8:30～17:15

各出張所（高野尾・大里・白塚・栗真・安東・櫛形・片田・藤水・雲出） 月～金曜日9:00～16:00

アストプラザオフィス（アスト津４階）
月～金曜日8:30～20:00
土・日曜日、祝・休日8：30～17:00

久居駅前出張所（ポルタひさい１階）
月～金曜日8:30～21:00
土・日曜日、祝・休日8：30～18:00

問い合わせ　市民課　　229－3144　　221－1173

月・休

　アストプラザオフィス（アスト津4階）と久居駅前出張所（ポルタひさい1階）は、
システム更新のため下記の期間一部業務を休止します。転入・転出・転居などの住民
異動手続きは、受け付けのみの取り扱いとなります。
　大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
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○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

お知らせ

福祉政策課
　229－3283　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

請求をお忘れなく
戦没者等の妻に対する
特別給付金

一志高岡公民館
　293－5611　　293－3087

第15回一志地域公民館
合同作品展

健康づくり課
　229－3310　　229－3287

申請期限が迫っています
ハンセン病の補償金

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

手作り小物入れ教室

榊原公民館
　・　252－1454

榊原公民館作品展

久居公民館
　・　256－3931

公民館教養セミナー
大菊を鉢で咲かせてみませんかイベント

募　　集

文化振興課
　229－3250　　229－3247
河芸総合支所地域振興課
　244－1700　　245－0004

市河芸庁舎４階ホールの
利用について

ホール

作品の例

　第二十七回特別給付金国庫債
券い号(額面200万円、10年償
還)の請求を平成25年６月から
受け付けています。まだ請求し
ていない人は手続きをしてくだ
さい。給付金の内容や請求手続
きなど、詳しくはお問い合わせ
ください。
対　象　「第二十二回特別給付金
　国債い号」の受給権があった人
締め切り　６月13日(月)

　郷土芸能や伝統芸能などの団
体練習の場として利用できます。
施設の利用方
法や利用時間、
団体登録など、
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

　過去にハンセン病にかかった

ことがある人に、国から補償金
(和解一時金)が支払われていま
す。該当する人は下記にご相談
ください。(すでに亡くなった人
も対象です。)
相談窓口　沖縄県ゆうな協会(　
　098－832－9528)、厚生労働省
　難病対策課(　03－5253－1111)
締め切り　３月31日(木)

　保育士
と一緒に
自分だけ
の小物入
れを作ろ
う。
と　き　３月26日(土)10時～
ところ　津市モーターボート競
　走場２階女性・子どもルーム
対　象　小学生以下
定　員　先着15人
入場料　100円(20歳未満は無料)

と　き　３月12日(土)９時～16
　時、13日(日)９時～15時
ところ　一志高岡公民館
内　容　一志地域の４つの公民
　館文化活動参加者による合同
　作品展示

と　き　３月15日(火)９時～15時
ところ　榊原農民研修所２階
内　容　榊原公民館講座生によ
　る作品展示

　苗から開花
まで、大菊の
鉢(盆養)栽培
をし、作る楽
しさや開花し
た喜び、達成
感を分かち合
いましょう。
と　き　４月７日(木)から毎月
　第１・３木曜日10時～12時(全
　11回)
ところ　久居公民館３階講座室
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選10人
費　用　受講料3,300円、材料
　費2,000円(苗３本、土１袋、
　テキスト)
申し込み　返信用はがきを持参
　し直接窓口または往復はがき
　で、講座名、住所、氏名(フリ
　ガナ)、年齢、電話番号を久居
　公民館(〒514-1125 久居元町
　2354)へ
締め切り　３月18日(金)必着

作品の例
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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

問い合わせ　教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

子どもユネスコの集い
　小・中学生と外国
人留学生が一日楽し
く交流します。

ユネスコ活動パネル展
　津まつりの会場でパネル展示を行い、世界寺子
屋運動をPRしています。

親子国際交流の集い
　外国人を講師に招
き、親子で料理を作
って異国文化に触れ
ます。

世界寺子屋運動・医療協力活動
　書きそんじはがきや使用済み
切手を収集し、その資金をさま
ざまな国の識字活動やアジアの
医療に役立てています。

ひろがれユネスコのわ
　外国につながる児
童が日本の文化を体
験し交流を深めます。

ユネスコセミナー
　各地のユネスコ協
会と交流を図り、そ
の場所にある世界遺
産などの視察研修を
行います。

　津ユネスコ協会の会員を随時募集していま
す。外国人や子どもたちと触れ合うイベント
を通じて、国際感覚を高めるボランティア活
動をしてみませんか。
費　用　1,000円(年会費)
申し込み　津ユネスコ協会事務局(教委生涯
　学習課内)へ

津ユネスコ協会の活動
　ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、世界平和と人類の福祉を願って設立されました。津
ユネスコ協会は、ユネスコ憲章を基本に「異文化の理解」と「国際協力」を２つの柱として、さ
まざまな活動をしています。

津ユネスコ協会 会員募集中！

軽自動車・バイクなどの廃車
　軽自動車やバイクは、４月１日現在で車両を所有している人
に、１年分の税金がかかります。３月中に廃車手続きが行われな
いと、引き続き課税されますのでご注意ください。
　なお、地方税法の改正により軽自動車税の税率(年額)が変更に
なりました。詳しくは広報津平成27年12月16日号10ページをご
覧いただくか、市民税課(　229-3129、　229-3331)へお問い合
わせください。

軽自動車・バイクなどの廃車

３月31日■までに手続きを

原動機付自転車（125㏄以下）、
小型特殊自動車

車両の種類 手続き場所・問い合わせ
市民税課（Ｔ229－3129）または各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市民税課久居分室）

軽二輪車（125㏄を超え250㏄
以下）

三重運輸支局
（雲出長常町、Ｔ050－5540－2055）

小型二輪自動車（250㏄を超える） 三重運輸支局（雲出長常町、Ｔ050－5540－2055）

三輪・四輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会三重事務所
（雲出長常町、Ｔ050－3816－1779）

木



14 広報 津 平成28（2016）年３月１日号

問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3334　　各総合支所市民福祉課（福祉課）

問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3334　　各総合支所市民福祉課（福祉課）

　医療事務やヘルパーなどの仕事に必要な技能や
資格を取得するため、指定された教育訓練講座を
受講し、修了した
場合に給付金を支
給します。なお、
受講前に申請し、
対象講座の指定を
受ける必要があり
ます。

対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●受講開始日に雇用保険法による教育訓練給付の
　受給資格を有していない人
●当該教育訓練が適職に就くために必要であると
　認められる人
支給額　かかった費用の20%(4,001円から10万
　円まで)

　看護師(准看護師)、
介護福祉士、保育士、
理学療法士、作業療
法士などの資格取得
のため、２年以上養
成機関で修業する場
合に、高等職業訓練
促進給付金と高等職業訓練修了支援給付金を支給
します。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●養成機関で２年以上のカリキュラムを修業し、
　対象資格の取得が見込まれる人
●仕事または育児と修業の両立が困難であると認
　められる人

●過去に同給付金を受けたことがない人
●同趣旨の給付金(求職者支援制度における職業
　訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定め
　る訓練延長給付金など)の受給資格がない人

支給額　市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
　世帯は２万5,000円

一人親家庭の母・父の就業や就学を支援

高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練修了支援給付金
（養成機関の修業課程修了後）

一人親家庭に小学校入学祝品を支給
対　象　市内に在住の一人親家庭等(母子・父
　子家庭等)で、平成28年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(後日郵送)
申し込み　こども支援課または各総合支所市民
　福祉課(福祉課)へ

申請に必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●津市福祉医療費受給資格証(一人親家庭等)ま
　たは児童扶養手当証書(児童扶養手当全額支
　給停止の人は支給停止通知)または戸籍謄本
申請期間　４月１日(金)～28日(木)

平成24年３月末ま
でに入学した人

平成24年４月～
平成25年３月末に
入学した人

平成25年４月以
降に入学した人

市民税
非課税世帯 14万1,000円 10万円

（最長３年間）
10万円

（最長２年間）

市民税
課税世帯 ７万500円 ７万500円

（最長３年間）
７万500円

（最長２年間）

支給額(月額)

　一人親家庭の母や父の就業や就学を支援するための各種事業を行っています。いずれの給付
金も事前に相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金事業

高等職業訓練促進給付金等事業
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～特別編～

　「つなげよう、未来へのタスキ。20年間の
『ありがとう』と共に。」をテーマに、新成
人2,823人の門出を祝いました。

　平成28年を迎え、各地で行われた行事
を特別編としてご紹介します。

　地域の安全・安心を担う消防職団員が、新年を
迎えて気持ちを新たに士気を高めました。

　合併から10年の節目を迎え、津リージョンプラザ
で記念式典が開催されました。

平成28年 津市成人式 

▲

 1/10

新 津市誕生10周年記念式典 

▲

 1/16平成28年 津市消防出初式 

▲

 1/10
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　南が丘中学校で、名古屋米国領事館首席領事を
迎え、伊勢志摩サミット国際理解講演会が行われ

ました。生徒たちは、領事による講演を聞いた
後、質疑応答を通して交流を深めました。

地域を元気に 

▲

 1/18

新春を彩る 

▲

 1/16

英語で講演会！サミットに向けて 

▲

 1/19

大きな声で「いただきます！！」 

▲

 1/26・28

　川合幼稚園と高岡幼稚園で、わくわく料理教室が
開催されました。参加した園児たちは、みんなで楽
しみながら五平餅を作った後、大きな声で「いただ
きます！」と言って、おいしく味わいました。

　美杉総合文化センターで、健康づくり推進員美杉
支部の研修会が行われました。笑い声のたえない和
気あいあいとした雰囲気の中、「楽しく健康に」を実
践するための調理や体操などが進められました。

　久居総合福祉会館で四季の彩り祭り「新春祭」が
開催されました。アートフラワーや押し花などの創
作体験をはじめ、作品展示、邦楽などの発表会が行
われ、来場者はにぎやかなひとときを過ごしました。

　第５回目のＪＲ名松線復旧記念ウオークが白山地
域で開催されました。当日は天候にも恵まれ、約
100人の参加者は、河口頓宮跡や東光寺を巡る約６
㎞の各駅停車ええとこ巡りのコースを歩きました。

沿線エリアを満喫 

▲

 1/10
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心ひとつに大合唱 

▲

 1/31正月の風物詩 

▲

 1/1・2

　香良洲町馬場地区で、馬場区獅子舞保存会によ
る市指定無形民俗文化財 馬場区獅子舞が行われ
ました。元日は早朝から、地域内の各戸の軒先を
回り、２日は馬場区民会館で舞が披露されました。

　久居総合福祉会館で「ひさい音楽祭」が開催され、出
演団体が日頃の練習の成果を発表しました。プログラ
ムの最後には、会場全体が一つになって、「花は咲く」
と「故郷」を合唱し、音楽に親しむ一日となりました。

災害に備えて 

▲

 1/23歌って踊って楽しく交流 

▲

 1/24

　美里社会福祉センターで「新春福祉交流会」が開
催され、地域の皆さんがカラオケや詩吟、民謡などを
披露しました。お昼にはボランティアの皆さんによる
手作りのかしわ飯や豚汁などが振る舞われました。

　市芸濃庁舎で「まちづくり講演会」が開催されま
した。集まった地域の皆さんは、大地震や大災害に
備え、南が丘地区自主防災協議会の活動報告や、防
災紙芝居を通して地域防災について学びました。

　新 津市誕生10周年を記念して、第11回津シティ
マラソン大会が開催されました。経ヶ峰を背にゴール
の安濃中央総合公園を目指して走るランナーの皆さ
んの顔には、清々しい笑顔があふれていました。

冬を駆け抜けて 

▲

 1/31
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　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　

種　目 受講料

１万2,000円

9,600円
8,000円

柔道・剣道・弓道・
なぎなた
空手道・居合道
太極拳（８月休講）

と　き 締め切り
火曜教室
10時～ ３月22日・29日、

４月５日・12日・
19日・26日

３月25日、４月
１日・８日・15
日・22日、５月
13日

火曜教室
14時～
金曜教室
10時～
金曜教室
14時～

３月29日
㈫

４月１日
㈮

とき（毎月） 内　容

電話相談
（予約優先）

面談・電話相談
（予約優先）

第１～４火曜日
13時～18時

第３金曜日
18時～20時
※祝・休日、年末年始を除く

　自衛官・予備自衛官補
　防衛省では、平成28年春採用
の自衛官候補生と夏採用の予備
自衛官補(一般・技能)、平成29年
春採用の自衛官(幹部候補生)を募
集します。応募資格など詳しくは
自衛隊三重地方協力本部津募集
案内所へお問い合わせください。
　同案内所(　224－4324)

　三重武道館の武道教室(４月～９月)
　三重武道館(栗真中山町)

　小学１年生以上(弓道は中学１
年生以上)　　受講料の他に、任
意で１年分の傷害保険料として
中学生以下800円、高校生以上
1,850円が必要
　３月27日(日)までに三重武道
館にある所定の用紙に必要事項
を記入し同館へ(月曜日休館)
　同館(　231－0969)

　太極拳初級講習会(見学可能)
　 ▼半年コース…４月～９月の毎
週木曜日19時～21時、 ▼１年コー
ス…４月～来年３月の第２・４土曜日
10時～12時　　津市体育館　　１
万1,000円(入会金1,000円を含む)
　３月31日(木)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

　平成28年度県立みえ夢学園高校
　の科目履修生
　４月から１年間の科目履修生
を募集します。科目は、陶芸実
習、木材工芸実習、点字、中国
語、手話コミュニケーション、
クラフトデザインです。
　通学が容易で勉学意欲旺盛な
20歳以上の初心者　　各若干人

　１科目3,408円(教材費が別途
必要)
　３月14日(月)～17日(木)10時
～15時に同校(　226－6317)へ

　第６期ふれあいカレッジ
　生涯学習を楽しく学び、新しい
仲間との絆と交流を深めます。
　５月～10月の火曜日９時30分～
16時(全16回32講座)　　県総合
文化センター(一身田上津部田)他
　飛び出せ 地域社会へ、いつまで
も若さと健康を！、グレイトエイジを
楽しむために、生活を支える介護、
みえの防災対策、食と健康～楽し
い料理実習～、美杉森林セラピー
散策と歴史、熊野古道散策と歴史、
高齢者の交通安全体験学習、グ
ループ活動など　　市内に在住の
おおむね55～75歳の人　　　45
人　　5,000円(全学習費用)
　４月20日(水)までに、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みえ長寿
津連絡会(〒514-0064 長岡町
3032-11、　224－7655)へ
　同会(　224－7655)

　健康ボウリング教室

　ラウンドワン津高茶屋店(高茶
屋小森町)　　健康についての講
義とボウリング教室(全６回)　
　各教室42人　　2,000円
　電話または直接ラウンドワン
津高茶屋店担当(　238-0011)へ

　認知症を学ぶつどい
　３月13日(日)13時30分～16
時(受け付けは13時～)　　県生

涯学習センター４階大研修室(県
総合文化センター内)　　森川将
行さん(県立こころの医療セン
ター院長)による講演「認知症の
介護･医師の立場から～本人支援
と介護者支援に大切なこと～」と
田島保男さん(「家族の会」岐阜県
支部会員)による話「本人が語る、
心の世界～自作の歌集から～」　
　156人　　500円　※当日徴収
　３月10日(木)までに認知症の
人と家族の会三重県支部(　059－
370－4620)へ

　転倒予防教室
　３月24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「美味しく食べる減塩食～塩
分制限の工夫～」と転倒予防体
操　※要約筆記あり　　市内に
在住の60歳以上の人　　80人
　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
　３月23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
　３月15日(火)８時30分から電
話で地域連携課(　229－3105)へ

　カウンセラーによる相談
　(面談・電話相談)
　専用電話　229－3120

　夫婦・親子の関係、生き方の
問題など
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

無料相談コーナー

健　康
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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28年津市消防出初式(香良洲
　グラウンド)…１月10日

　昭和９年に家城村で発生した大火
では近隣12村が協力して消火に当た
りました。人力での大変な消火活動を
白山・一志の両方面団が当時と同型の
腕用ポンプを使用して再現。合併後も
続く地域の絆を確かめ合いました。

■新 津市誕生10周年記念式典(津
　リージョンプラザ)…１月16日
　平成28年１月１日、津市は市町村合
併から10年を迎えました。誇り高きご
決断をされた元市町村長10人全員が
おそろいになり、５人の元議長、多く
のご来賓、市民の皆さまとともにお祝
いできたことを心から感謝します。

■第11回津シティマラソン大会(安
　濃中央総合公園周辺)…１月31日

　今年は過去最多の2,723人が健脚
を競いました。10・５・２km、ジョギン
グの４種目のランの後は豚汁や抽選
会などがあり年齢を問わず楽しめる
大会です。私も「走る市長」として
10kmを57分33秒で完走しました。

津市長 前葉 泰幸

　保育所の待機児童問題が各地で年々深刻化する
なか、津市はこれまで年度初めの待機児童数ゼロを
維持してきました。しかしながら、これは年度途中に
発生した待機児童を翌年４月から受け入れるため、
定員の拡大に向けて私立保育所にご協力をいただく
ことではじめて達成される数字です。その意味では
津市も綱渡りを続けてきているのです。
　全国の自治体の努力は限界に近づいており、つい
に国は本腰を入れて待機児童解消への取り組みを
加速します。教育・保育を量と質の両面で向上させる
ため、消費税増税分の貴重な財源を活用した「子ど
も・子育て支援新制度」を今年度から始めました。
　この新制度を活用し、津市ではまず民間から子育
て世代のニーズに対応した動きが生まれています。
　待機児童の多い０～２歳児を対象とする保育を増
やすために新設された地域型保育事業の１つに事業
所内保育があります。「つ まちなか保育園」が津セ
ンターパレスにオープンし、従業員の０～２歳児のほ
か、地域の子どもにも保育を提供しています。
　新制度では、教育・保育の場を増やすため、幼稚園
と保育所の機能と特徴を併せ持つ「認定こども園」

の普及も目指しています。その第１号「藤認定こども
園」が豊が丘に開設され、幼稚園が保育所機能を新
設した幼保連携型施設に生まれ変わりました。
　しかし、私立の保育所や幼稚園だけが保育の拡充
を「未来への投資」として引き受け、行政が財政面で
支援するだけではいずれ行き詰まることが目に見え
ています。少子化の進行に伴う園児数の減少という
リスクにも備える必要があるからです。そこで、津市
立の保育所や幼稚園でも新たな取り組みを始める方
針を固めました。
　従来、同じ敷地内で保育所・幼稚園として別々に運
営してきた「香良洲浜っ子幼児園」、「白山乳幼児教
育センター」、一志の「高野保育園・高岡幼稚園」を
それぞれこども園に一体化し、保護者のニーズに合
わせて保育時間を選択でき、かつ質の高い幼児教育
を提供する施設にします。芸濃地域でも、隣接する
「芸濃保育園」と「椋本幼稚園」を、「安西・雲林院幼
稚園」とともにこども園として０～５歳児までの保育
と教育を提供する一体的施設とします。
　津地域では、(仮称)「津こども園」を新設します。
「神戸幼稚園」の園舎を増改築し、「神戸」・「新町」・
「修成」の各幼稚園と「新町保育園」を一つにして、
津市が築き上げてきた保育と幼児教育の技能と伝
統を注ぎ込みます。園舎の跡地の一部は、コミュニ
ティー施設や公民館として地域住民が活用していた
だけるようにします。
　これらのこども園整備方針について、地域の皆さ
ま、保護者、関係団体等に広く説明し、ご意見をいた
だきながら、早期に取り掛かることができるよう努め
てまいります。

こども園をつくります
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