
　芸濃地域では、複式学級解
消のため、3月31日で、椋本小
学校、雲林院小学校、安西小学
校を閉校し、4月1日から椋本
小学校の校舎を活用して、芸
濃小学校を開校します。
■椋本小学校閉校式
と　き　3月23日（金）10時～
ところ　椋本小学校体育館

■雲林院小学校閉校式
と　き　3月25日（日）9時～
ところ　雲林院小学校体育館
■安西小学校閉校式
と　き　3月24日（土）9時～
ところ　安西小学校体育館
■芸濃小学校開校式
と　き　4月6日（金）9時～
ところ　芸濃小学校（現椋本
　小学校）体育館

記号の見方　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ

お知らせ市政へのご意見・ご要望は…

　スポーツ振興課（　229－3254）
　文 化 振 興 課（　229－3250）
　産業政策振興課（　229－3360）
　企 業 誘 致 室（　229－3263）
　商業労政振興課（　229－3114）
　観 光 振 興 課（　229－3170）
　教委生涯学習課（青少年担当、
　　　　　　　　　　225－7172）

久　居
　〒514－1192　久居東鷹跡町246
　　255－8812　　256－7666

河　芸
　〒510－0392　河芸町浜田808
　　244－1700　　245－0004

芸　濃
　〒514－2292　芸濃町椋本6141－1
　　266－2510　　266－2522

美　里
　〒514－2113　美里町三郷48－1
　　279－8111　　279－8125

安　濃
　〒514－2326　安濃町東観音寺483　
　　268－5511　　268－3357

香良洲
　〒514－0392　香良洲町1878
　　292－4374　　292－4318

一　志
　〒515－2516　一志町田尻593－2
　　293－3000　　293－5544

白　山　
　〒515－2603　白山町川口892
　　262－7011　　262－5010

美　杉　
　〒515－3421　美杉町八知5828－1
　　272－8080　　272－1119

○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

供用開始日　3月31日（土）
供用開始区域
　雲出川左岸処理区…新町地区
　（桜田町、神納町の各一部）、
　育生地区（阿漕町津興の一部）、
　修成地区（船頭町津興、半田
　の各一部）、藤水地区（藤方、
　垂水の各一部）、高茶屋地区（高
　茶屋小森町、高茶屋一丁目、
　高茶屋三丁目、高茶屋六丁目、
　城山二丁目の各一部）、成美
　地区（久居新町の一部）、立成
　地区（久居新町、久居野村町、
　久居小野辺町の各一部）、桃
　園地区（木造町の一部）、戸木
　地区（戸木町の一部）
　松阪処理区…川口地区（白山
　町川口の一部）、川合地区（一
　志町庄村、一志町片野の各一
　部）、大井地区（一志町大仰の
　一部）
　中央処理区…敬和地区（高洲
　町、中河原の各一部）

　椋本処理区…椋本地区（芸濃
　町椋本の一部）
縦覧期間　3月16日（金）～30日
　（金）
縦覧場所　下水道政策課

　津市情報公開条例に基づき、
審議会などの会議を公開してい
ます。公開の対象となる会議は、
住民の皆さんや学識経験者など
を構成員として、法律や条例な
どに基づき設置されている審議
会などです。
　開催日時などは、約1週間前ま
でに津市ホームページのほか、
情報公開室（市本庁舎7階）や各
総合支所でお知らせしています。
関心のある会議がありましたら、
ぜひ傍聴してください。
　なお、会議は原則として公開
していますが、審議の内容に個
人情報などの不開示情報が含ま
れる場合は非公開となることが
あります。詳しくは津市ホーム
ページをご覧ください。

　錫杖湖水荘では、耐震補強工
事が完了し、4月1日（日）から宿
泊業務を再開します。より安心、
快適に利用できるようになりま
したので、平氏ゆかりの地、芸濃
町河内にお越しの際には、ぜひ
ご利用ください。
■大河ドラマ「平清盛」放映記念
　特別料理をメニューに追加
　錫杖湖水荘ではランチメニュ
ーに「平家御膳（1,000円）」を、
宴 席 用メニューに「 平 家 会 席

（4,000円～5,000円）」を追加
しました。平家落人伝説の残る
河内地区で自然と歴史を感じな
がら、ぜひご堪能ください。

　一般競争入札により、次の市
有地を売却します。
売却物件　津市藤方字西大田54
　6番ほか4筆
面　積　5筆合計30,563㎡（実
　測）
地　目　雑種地
用途地域　市街化区域　準工業
　地域
申し込み　直接競艇管理課へ
申込期間　5月12日（土）～18日
　（金）、5月22日（火）～25日（金）
入札日　6月1日（金）
※詳しくは津市ホームページを
　ご覧ください。

　津市ホームページにバナー広
告を掲載しませんか。詳しくは
広報室へお問い合わせください。
掲載場所　津市ホームページの
　上段1枠および下段10枠。上
　段1枠は、下段10枠のうち1枠
　がアクセスするたびにランダ
　ムに表示されます。
広告の大きさ　縦60ピクセル、
　横120ピクセル
広告掲載料　月額1枠2万円（税
　込み）　※申し込みは3カ月
　単位、応募枠は1社（者）1枠と 
　します。

■津市ホームページ

各総合支所地域振興課のご案内

市東分庁舎のご案内
（大門7－15　津センターパレス2階）

市民交流課
　〒514－8611（住所不要）
　　229－3105
　　227－8070
　　info@city.tsu.lg.jp
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情報発信番組
まるっと津ガイド・プラザ津（ケーブルテレビ デジタル123ch、
アナログ6ch）毎日6時～24時
※プラザ津は8時・14時・20時から2時間放送
元気発信！津（三重テレビ）毎月第4日曜日9時～9時15分
津市情報マップ（FM三重）毎週水曜日17時30分～17時35分
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下水道供用開始区域の
縦覧

下水道政策課
　239－1040　　239－1037

審議会などの傍聴

総務課
　229－3276　　229－3255

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3332

小学校の統廃合

募　集

市有地の売却

競艇管理課
　224－5105　　222－8210

宿泊も湖水荘へ

錫杖湖水荘
　265－2019　　265－4949

ホームページ
バナー広告

広報室
　229－3111　　229－3339

　3～4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。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、
婚姻・離婚・出生・死亡などの
戸籍の届け出はできません。

問い合わせ　市民課　　229－3144　　221－1173

平家御膳
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▲
▲

▲

▲

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

市民課、各総合支所市民福祉課（市民課）、各出張所（一
身田・神戸・高茶屋・　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）

各出張所（高野尾・大里・白塚・栗真・安東・櫛形・片田・
藤水・雲出）

アストプラザオフィス（アスト津4階）

久居駅前出張所（ポルタひさい3階）

月～金曜日8時30分～17時15分

月～金曜日9時～16時

月～金曜日8時30分～20時�
土・日曜日、祝・休日8時30分～17時

月～金曜日8時30分～21時�
土・日曜日、祝・休日8時30分～18時

窓　口 開庁日時

売土地
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アクセスするたびに
ランダムで表示

企業
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