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市長対談  出口 治明さん対談
P２

津市のこども園整備方針

特集
P６ 施政方針・教育方針から

特集
P12

ライフネット生命 

「保幼小交流会」で１年生と新１年生が合同授業やスタンプラリーを通して交流！（２月25日 大三小学校）
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たまたまの出会いから
生まれた 還 歴ベンチャー

撮影場所／
プラザ洞津

　平成28年１月29日、プラザ洞津にライフネット生命保険株式会社の出口
治明代表取締役会長兼ＣＥＯをお迎えし、会社を興されたエピソードやふる
さと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。

市長　出口さんは津市美杉町(旧美杉村)出身で、
今日は「津市産業振興セミナー」でご講演をい
ただくため、ふるさとにお帰りになりました。

　　津市の皆さんが出口さんに憧れを持ってお
り、一度話を聞いてみたいという声が非常に多
かったのです。

出口　うれしいです。とてもありがたいです。
市長　出口さんは日本生命保険相互会社に長くお
勤めになられ、その後、新しい会社を興されま
した。

　　60歳で起業をされたということで、ご講演い

ただくタイトルも「還暦ベンチャーの経営戦
略」ということですね。「還暦ベンチャー」に
ついてお話しいただけますか。

出口　ベンチャー企業を興すということは、いろ
いろな偶然の重なりだと思います。「天の時」
「地の利」「人の和」(※)という言葉もあります
が、私が60歳の時に保険会社を開業したのは、
その頃に人との出会いがあり、タイミングが
合ったということです。

　(※孟子「天の時は地の利に如かず地の利は人の和に
如かず」)

市長　俗にベンチャーと言いますと「一発当てて
やろう」とか「今の会社を飛び出して」という
イメージがありますが、出口さんは大企業のど
真ん中で堂々たる仕事をなさった上でのベン
チャーですから、少しイメージが違いますよね。

出口　私も以前の会社に不満があったわけではな
く、楽しく仕事をしていたのですが、たまたま
出会いがあって「会社をつくりませんか」と言
われ、思わず「はい。いいですよ」と返事した
がために、67歳を過ぎた今、人生で一番長く働
く羽目になってしまったのだなと思っていま
す。「出会い」の部分が大きいです。

第24回市長対談
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HARUAKI DEGUCHI

第24回市長対談　ライフネット生命 出口治明さん 

ライフネット生命保険株式会社
　　　　　代表取締役会長兼ＣＥＯ 　出口 治明さん
1948年津市美杉町(旧美杉村)生まれ。京都大学を卒業後、1972年に日本生命保険
相互会社に入社。企画部や財務企画部で経営企画を担当するとともに、生命保険協
会の初代財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に従事。ロン
ドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、同社を退職。2006年に生命保険準
備会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年の生命保険業免許取得に伴い、
ライフネット生命保険株式会社を開業。2013年6月より現職。

市長　以前と比べますと、インターネットでもの
を頼むことが当たり前の時代になってきていま
す。保険の世界でもそういった形に変わってき
ているのでしょうか。

出口　今、日本人の所得が少しずつ下がっていて
厚生労働省のデータによると、20代の所得は
300万円ちょっとしかありません。これはフリ
ーターやニートが入っているからなのですが、
そのデータを見たときに「こんな社会は変えた
い」と思いました。20代が貧しいと、晩婚にな
り少子化になります。年収300万円に対し、大
手生命保険会社が売っている保険の平均は毎月
２万円近くします。

市長　私も毎月１万4,000～5,000円を26歳ごろ
から保険会社にずっと支払ってきました。

出口　年収300万円の人にこのような保険を売る
ことはできません。同じ保険会社をつくるな
ら、保険料を今の半分にして、若い人が安心し
て赤ちゃんを産める社会をつくりたい。どうし
たら保険料を半額にできるか考えたとき、イン
ターネットしかないと思ったのです。

市長　経費が下がるわけ
ですね。

出口　「缶ビールのビジ
ネスモデル」と言って
いますが、お店で缶ビールを買えば200円ぐら
いです。でも居酒屋で飲んだら400～500円し
ます。なぜ同じビールが倍になるのかという
と、居酒屋では人件費や家賃、光熱水費が上乗
せされるためです。

　　ライフネット生命のビジネスモデルとは、イ
ンターネットで皆さんが直接缶ビールを買って
くれるから200円で売れるということと同じな
んです。

市長　新しい時代のシンプルなビジネスモデルが
社会に提供され、見事にニーズに合っていたと
いうことなのでしょう。会社は急成長されまし
たね。

出口　創業から７年ですがまだまだ小さい会社
で、社員90人で売り上げが90億円ぐらいで
す。業界全体では40兆円ぐらいの売り上げがあ
りますので、マラソンで言えば、400ｍのトラ
ックをなんとか走って競技場の外に出たぐらい
です。

市長　今からロードへ？
出口　これからが本番です。私自身はまだ何もや
っていないと思っています。

市長　長くサラリーマン
としての経験をお持ち
の出口さんは、私も愛
読している雑誌『プレ

ジデント』で「悩み事の出口」というコーナー
を執筆されていますね。

出口　お恥ずかしいです。読んでいただいている
とは。

市長　2016年２月15日号の中では「能力がある人
より、ゴマすり上手な人の方が有利ですよね？」
という質問に対し、「仕事の能力が９割、人間関
係が１割です」とお答えになっています。

　　つまり、同じような能力であれば多少ゴマを
する方が可愛がられるかもしれないけれど、能
力をしっかり持って、それを発揮することが大
事だと、野球選手を例に出して書かれています。

20代の所得が300万円ちょっと
こんな社会は変えたい！！
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出口　野球でもサッカーでも同じですが、ゴマす
りがすごく上手な選手でも、試合に出たら三振
ばかりでは勝てません。

　　どのような仕事でも、人が思うほどゴマすり
の能力は必要ないと思っています。試合に出た
ら３回に１回ぐらいちゃんとヒットが打てる人
は、みんなが認めますから、あまり気にしなく
ていいと思います。

市長　逆にゴマすりに一
生懸命になろうとして
いる人に対して、「い
やいや、もっと本来の仕事の力を蓄えて、しっ
かりと仕事をしなさい」というメッセージでも
あるのですね。

出口　今やっている仕事をきちんとしないで、ゴ
マをすっていても、一生試合に出られないかも
しれません。だったらバッティング練習や投球
練習をした方が試合に出るチャンスは多いと思
います。

市長　ふるさとの経済のことに話を移します。東
京の経済と地方の経済、なかんずく東海地域、
三重県あるいは津市について、どのようにお感

じですか。
出口　10年ほど前、まだ会社を始める前ですが、
地域おこしの研究を１年間したことがありま
す。そのときに議論していたことは、まず一つ
は人口です。中核都市と言う人もいますが、20
～30万人ぐらいいないといろいろな集積効果が
働きませんので、人口が少ないとなかなかしん
どい。これは全世界共通です。

　　もちろん、すごく豊かで農産物などがたくさ
んできるところは、小さくても自立していける
でしょうし例外もあります。しかし何もないと
ころにまちをつくって、生きていくためには、
ある程度の人口がなければ、コストが高くなり
ます。津市は人口30万人弱ぐらいで、面積もす
ごく広いです。

市長　約711㎢です。
出口　もう一つは、置かれている状況です。
　　例えば、名古屋市というすごく元気の良い大
都市があって、平成28年はちょうど伊勢志摩サ
ミットがあります。みんなが行きたくなる伊勢
神宮や伊勢志摩、熊野古道など、人の流れのち

ょうど真ん中にあるの
ですから、人口の規模
や県庁所在地としての
ステータス、さらに大

きく人が流れるルートにあるということは、発
展の必要条件は十分に満たしている気がしま
す。

市長　ありがとうございます。
出口　あとは十分条件の話になりますが、やはり
住んでいて「楽しい、面白い、わくわくする、
良いことをやっている」といった要素は非常に
大事な部分だと思います。例えばどこかに移住
しようと考えたときに、同じような条件だった
としたら、人は「楽しそう、わくわくする、面
白そう」な場所を選ぶ気がします。

市長　なるほど。
出口　市役所の皆さんが、どのようなまちにしよ
うかと一所懸命考えて、そのような場をつくっ
ていくことがとても大事だと思います。

市長　「楽しそう、わくわくする」そういったこ
とをみんなで考えていくのが地方創生につなが
るわけですね。美杉地域ではＪＲ名松線が平成
28年３月に復旧し、もう一度つながります。こ
ういったつながりを大切にし、地域経済の活力
をしっかりと創り出していかなければならない
と思っています。

　　それから、やはり働く場所が必要です。津市
　

人口の規模や県都のステータス
発展の必要条件は満たしている

第24回市長対談 
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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。

　も、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンの人をお迎
えする職務経験者採用を行いました。平成27年
４月採用では、８人の募集に対して445人の応
募があり、倍率は55倍でした。

出口　すごい倍率ですね。
市長　平成28年４月採用の試験にも６人の募集に
対して、240人の応募があり、倍率は40倍でし
た。地域の経済界の皆さんにも一緒になってＵ
ターン、Ｉターン、Ｊターンの受け入れを頑張
ろうと話しているところです。

出口　私は高齢社会で一番大事なことは、極端に
言えば定年の廃止だと思います。「介護」が超
高齢社会の一番のキーポイントです。介護の定
義をすると、寿命マイナス健康寿命が介護期間
ですから、健康寿命を延ばすしか方法はありま
せん。健康寿命を延ばすためにどうしたらいい
かというと、医者のほぼ全員が「働くことが一
番」と言います。

市長　生きがいを持って働き続けるということで
すね。

出口　極論ですが、例えばいろいろな公募をされ
る中で欧米のように、
年齢フリーで募集して
みる。他にはない画期
的なことですから、元
気のある人が集まってくるかもしれません。

市長　最後に、ふるさと津市の皆さんへのメッセ
ージをお願いします。

出口　私は歴史が好きで、人間が誕生して20万
年、どのようなことをしてきたのかを見ている
と、やはり一番大事なことは、若い皆さんが私
たちの未来だということです。未来の日本、未
来の津をつくっていくので頑張ってほしい。で
はどのように頑張るのかというと、まず人間は
動物ですから体が元気でないといけません。た

くさん食べて、たくさ
ん寝て、たくさん遊ん
で、元気にまた仕事を
する。でもそれだけで

は足りなくて、考えなければいけません。知恵
を出さなければ面白いことはできませんし、知
恵を出すためには、料理と同じでいろいろな材
料を集めなければなりません。私は「人・本・
旅」と言っていますが、若い皆さんはたくさん
の人に会い、たくさんの本を読み、いろいろな
場所に行って、そしていろいろなことを学ん
で、そうして初めていい仕事ができる気がしま
す。

　　津市美杉町(旧美杉村)の雲出川上流は、とて
もきれいで私も子どものころ、川に入って一所
懸命魚を捕っていました。津の若い皆さんもた
まには美杉地域に行って、雲出川に入ってみて
ください。これも一つの旅だと思います。

市長　地域のポテンシャル、「こういう力がこの
地域にはあるぞ」と元気になるお話をいただ
き、津市の皆さんへの応援メッセージもいただ
き、本当にありがとうございました。今後もま
すますご活躍いただきますようお祈り申し上げ
ます。

出口　ありがとうございました。

若い皆さんが私たちの未来
たくさんの経験がいい仕事を生む

ライフネット生命 出口治明さん ＆ 津市長 前葉泰幸
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施 政 方 針 か ら
新 津市誕生10周年を迎えて新 津市誕生10周年を迎えて

合併後10年間で進めてきたこと
新 津市誕生10周年を迎えて

施政方針を述べる前葉泰幸市長

　２月29日、平成28年第１回津市議会定例会の開会に当たり、前葉泰幸市長が施政方針
を述べました。今号では、その主な内容を掲載します。なお、施政方針の全文について
は、津市ホームページでご覧いただけます。 津市　施政方針

　今年１月１日、10市町村という全国的にもまれ
にみる大きな合併により誕生した新しい津市は、
ちょうど10年を迎えました。こうして無事に10
年を迎えることができましたのも、市民の皆さま
のご支援、ご協力の賜物と深く感謝いたします。

　１月16日には、今の津市の道筋を示された合
併前の市町村長様、議長様をはじめ、本市のまち
づくりにご貢献いただいている数多くの方々、ま
た、市議会議員の皆さまにもご出席をいただき、
新 津市誕生10周年記念式典を開催することがで
きました。幾多の困難を乗り越え、合併という偉
業を成し遂げた先人たちを前に、今の津市の行政
を担う責任者として、あらためて身が引き締まる
思いがしました。そして、次の10年に向けて新
たなステージへと進む大きな節目を迎え、後の世
の市民の皆さまに、「あの時、合併して良かった」

と必ず言っていただけるよう、今後もたゆまぬ努
力を重ねていく決意を新たにしました。

　河芸地域の黒田幼稚園園舎改築事業、香良洲分
遣所移転建設事業、美杉総合文化センター整備事
業、久居駅周辺地区まちづくり交付金事業、美里
地域の自然公園整備事業などの着実な取り組み

●新斎場「いつくしみの杜」が業務開始
●今春には新最終処分場・リサイクルセンター　
　が供用を開始し、ＪＲ名松線が全線復旧
●産業・スポーツセンターが来年秋にオープン
●今年４月に津市防災物流施設(雲出伊倉津町)が
　供用を開始し、道の駅津かわげが開駅

●総合支所に権限、財源を移譲し、人員を再配置

●職員数は２割削減し、目標より早く2,500人へ
●臨時財政対策債と合併特例事業債を除く市債　
　残高が合併後10年間で約３分の１へ
●財政調整基金は全国の同規模団体の中で最大　
　の額となる200億円まで積み増し

たま　もの

行財政の効率化・健全な財政基盤の確立

地域に寄り添った総合支所に

４大プロジェクトなどの推進

各地域の最重要課題として引き継がれた
20事業の推進

　合併当時、新しい津市の未来に向けた皆さまの期
待や願い、思いを受け、10年間で取り組むべきと
した多くのことが実現し、10の市町村が思い描い
ていたまちづくりは着実に進んできました。

もり
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これからの10年でやるべきこと

整備中の美里地域の義務教育学校

架橋後85年を経過した津興橋

(仮称)津市応急クリニック・
教育委員会庁舎の完成予想図

　これからの10年でやるべきことは、これまで
の合併の効果を生かしながら、昨年５月に所信表
明で述べた「もっとできること」を実現すること
であり、それは同時に、津市が重ねる歴史の流れ
の中で「今やるべきこと」を確実にやり遂げると
いうことです。
　久居駅周辺地区のまちづくりや大谷踏切の拡
幅、津興橋の架け替えなど、市民生活の不便や老
朽化したインフラなどは、このままの状態で次の
世代に引き渡すわけにはいきません。合併後10
年の今、こうした懸案に向き合い、解決策を見い
だして、着実に形にしなければなりません。
　そして、未来を担う子どもたちのための投資も
「今やるべきこと」であり、小中学校の普通教室
へのエアコン設置や中学生の医療費無料化など、
教育や子育て支援を施策の中心に据え、取り組ん
でいかなければなりません。

●平成28年度からの５年間で全ての小中学校の
　普通教室にエアコンを設置
●プレハブ校舎解消のための西が丘小学校の増築
●平成29年春に開校する美里地域の義務教育学
　校の改修工事

●校舎の大規模改造(一志中学校の工事完了、新
　町小学校の工事開始、藤水小学校・南郊中学校
　の設計)
●学校のトイレ改修(小学校７校・中学校３校の
　工事、小学校５校・中学校３校の設計)

●平成28年４月から保育所の育休退園を廃止

●幼保連携型認定こども園の整備に向けた取り組み
●平成28年９月から中学生の通院費を助成対象
　に加え、乳幼児から中学３年生までの医療費を
　無料化
●村主放課後児童クラブ施設の新設

●(仮称)津市応急クリニックの建設工事開始

●白山・美杉地域の家庭医療を中心とした地域医
　療の充実(医療・介護・福祉の連携)
●地域支援事業の充実(高齢者の生活支援や介護
　予防サービスの提供体制の整備を図るため地域
　ごとに協議体を設置、認知症初期集中支援チー
　ムを本庁以外にも１チーム設置　など)

●久居駅周辺地区都市再生整備事業の推進
　●(仮称)津市久居ホールの実施設計、旧市久居
　　庁舎の解体工事、周辺用地の買収など
　●久居市民会館を解体し、交流広場として整備
　●久居体育館の施設改修
●大谷踏切の拡幅(ＪＲ踏切の調査、予備設計)
●津興橋の架け替え(調査、設計)

　道路・河川・公園の維持管理の強化、充実
●狭あい道路拡幅のため提供いただく用地の測量
　費や門、塀等の除却費などの助成制度創設

学校教育環境の整備

救急医療・地域医療・地域福祉の充実

地域の新たな活力の創出とインフラ整備・老朽化対策

子育てしやすい環境づくり

　市政の充実を望むたくさんの市民の声にお応え
し、これからの津市をもっといいまちにしていくた
め、さらなる高みを目指し、これまで進めてきた
「もっとできること」の取り組みに加え、新たな取
り組みを始めます。

「もっとできること」の着実な実行
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環境学習センター（リサイクルセンター管理棟２階）

整備中の海岸堤防（阿漕浦・御殿場工区）

来年秋にオープン予定の産業・スポーツセンター

●競技会場の施設整備・改修(産業・スポーツセ
　ンターの整備、久居体育館・芸濃総合文化セン
　ター内アリーナ・安濃中央総合公園内体育館・
　一志体育館の設備改修)
　

　

●伊勢湾海洋スポーツセンターの施設改修の支援
●スポーツ文化振興部に国体・障害者スポーツ大
　会準備室を新たに設置

●獣害防護柵の補助対象を全ての農地に拡大
●狩猟免許を有する臨時職員や総合支所職員を含
　めた「獣害対策相談チーム」を設置

●環境学習や環境教育の促進(リサイクルセンター
　内の環境学習センターの運用開始)

●汚れの取り切れない容器包装プラスチックは燃
　やせるごみとして収集
●ペットボトルの収集回数を月１回から２回に
●分別区分に「危険ごみ」を新たに加え、３カ月
　に１回の収集を開始

●文化財として大切に保存しながら、資料展示を
　はじめ、子どもから高齢者まで地域の方々が活
　用できる施設整備に向けて、施設の耐震化の計
　画策定や実施設計など

◆防災・消防
●土砂災害警戒区域の啓発のためのハザードマッ
　プの作成
●高規格救急自動車および救助工作車の購入
●建設部に河川排水推進室を新たに設置(台風や
　突発的な豪雨による河川の氾濫や浸水への対応
　強化のため、総合的な雨水・排水対策を充実)
◆商工業・農林業・上下水道事業など
●商店街のにぎわいの創出や中小企業への支援など
●農地維持支払制度をはじめとする地域の農業を
　支える諸活動への支援など
●みえ森と緑の県民税市町交付金を活用した森林
　環境保全や森林環境教育など
●津市上下水道事業経営基本方針の策定に着手
●企業誘致のさらなる推進と企業間のビジネス
　マッチングや創業に関するサポート体制の整
　備、公民館・コミュニティ施設の老朽化対策、
　高齢者のコミュニティバス運賃無料化を含む高
　齢者の外出支援、防災情報戸別受信装置の配布
　は、調査のための予算を計上し、事業化に向け
　て検討

　平成27年10月から始めた地域懇談会は、平成
28年度から２回目を開催します。地域からいた
だいた声を曖昧にせず、これまで難しいとされて
いたことについても、課題解決に向けた方向性を
お示ししていきます。

●中勢バイパスの河芸町三行以北の事業促進
●一級河川雲出川の河川改修事業の早期完了、海
　岸堤防阿漕浦・御殿場工区は国体の競技に支障
　が出ないよう、整備促進を国へ要望

●津北部地域の県管理海岸堤防の早期整備、香良
　洲橋の架け替え、一志美杉線、亀山安濃線(高野
　尾バイパス)、津芸濃大山田線(雲林院バイパス)
　などの早期整備および早期事業化を県へ要望

旧明村役場庁舎の保存と利活用

美しい環境を残していくための施策の推進

地域に寄り添った獣害対策

地域懇談会の開催

国・県事業の促進

各種施策の推進・充実インターハイ、国体・障害者スポーツ大会に
向けた準備
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将来に向けた財政運営について

新たなまちづくりをスタート

平成28年度予算

風格ある県都津市の実現に向けて
新たなまちづくりに向けて

　事業を進めるに当たっては、次の世代につけを
回すことのないよう、堅実な財政運営を図ること
が重要です。これまでの行財政改革の取り組みに
よって、財政調整基金の積み増しや市債残高の減
少などにより、実質公債費比率や将来負担比率の
大幅な改善を成し遂げましたが、このような状態
を今後も維持していくことは容易ではありません。

　このような状況を踏まえ、中長期的な視点で見
ると、平成28年度が本市の財政構造の転換点に
なると思われます。
　そこで、今後の公債費の増加に備え、平成27
年度に再開した減債基金の積み立てを今後も継続
していく必要があります。合併特例事業債は、非
常に有利な財源ではありますが、合併後から平成
27年度末までの発行累計額は約335億円と見込ん
でおり、平成28年度は約79億円の発行を予定し
ています。平成32年度までの発行可能期間を見
据え、今後進めていくべき事業を見極め、効果的
に活用していかなければなりません。
　このような中、平成27年度に策定した津市行
政経営計画は、限られた経営資源を効果的に活用
し、新たな価値を生み出す「創出による経営」へ
の転換という、これからの新たな行政経営の姿を
示し、それを進めていこうとするものです。ま
た、平成28年度に策定する津市公共施設等総合
管理計画についても、将来にわたる堅実な財政運
営を念頭に置いた、これからの公共施設の在り方
を示す計画としていきます。

　平成28年度予算は、合併後10年間の取り組み
を踏まえ、これからの10年に向けて、本市が
「今やるべきこと」を確実にやり遂げることがで
きるよう、新たな事業に取り組む「新 津市 新展
開予算」とし、一般会計当初予算額は、平成27
年度と比べ2.0％減の1,136億円としました。

◆編成のポイント
【歳出】普通建設事業費は、前年度比19.8％減の
170億４千万円とし、(仮称)津市久居ホールや産
業・スポーツセンター、(仮称)津市応急クリニッ
クおよび教育委員会庁舎の施設整備費などに係る
経費を計上しました。
【歳入】市税は景気動向・税制改正の影響などに
より、前年度比1.0％減の390億１千万円、地方交
付税は地方財政計画を踏まえ、前年度比1.1％減
の180億円、市債は４大プロジェクト事業の一部
完了による発行額の減により、前年度比19.1％減
の133億６千万円をそれぞれ見込んでいます。ま
た、財政調整基金約98億５千万円を繰り入れ、有
効に活用することにより予算編成をしています。

　平成28年度は、次の10年、さらにはもっと先
の津市の姿をしっかりイメージしながら、新たな
まちづくりをスタートしていかなければなりませ
ん。そして、持続可能なまちづくりを着実に進め
ていくためには、明確な目的をもって仕事をして
いかなければなりません。
●地方創生に向けた取り組みの展開
●教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施
　策の大綱の策定
●次期総合計画・都市マスタープラン策定

　今、私たちは、時代の転換点に立ち、明るい未
来のために、持てるかぎりの知恵を絞り、今の子
どもたちにとって最良の結果となるよう、物事を
選択していかなければなりません。そして、「今
やるべきこと」を、市政を預かる私が、迷うこと
なく実行することは、市民からの付託であるとと
もに、未来の市民への責任でもあります。
　その責任を果たすべく、市民の皆さまの暮らし
がより豊かになるようなまちづくりを進め、この
津市が堂々たる県都として、風格ある都市となる
よう、市役所一丸となって市政を推進します。

●財政調整基金が９年ぶりに減少する見込み
●定員適正化計画に基づく職員数の削減が達成
　され、さらなる人件費の削減は容易ではない
●社会保障関係経費の増加
●大型プロジェクト事業の市債償還が本格化
●普通交付税における合併算定替え特例措置の
　猶予期間の終了
●税制改正による法人税率の引き下げ　など

～厳しさを増す状況～
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教 育 方 針 か ら

教育方針を述べる石川博之教育長

　市長と教育委員会がそれぞれの権限を組み合わ
せ、一緒になって子どもたちの未来を考える総合
教育会議では、平成28年度中に市長が策定する
「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施
策の大綱」に向け、学校教育環境の整備などテー
マごとに体系的な議論を積み重ね、これまで以上
に市長と教育現場の絆を深めていきます。

●平成32年度以降に全面実施が予定される次期
学習指導要領の改訂を見据え、３年間の集中取
組期間を設定し、体系的な「授業改善の仕組み
づくり」に取り組みます。

●全国学力・学習状況調査やみえスタディ・
チェックの結果分析から検証までの授業改善サ
イクルの確立を図ります。
●指導主事が主要な教科を専任的に担当できる体
制を整えながら、各校への訪問による校内研修
への一層の支援・指導の拡充を図ります。
●道徳教育の教科化に向け、カリキュラムや指導
内容、指導方法の研究を進めるとともに、道徳
教育と人権教育の両面から子どもたちの心を育
む教育を推進します。

●小学校における英語教育研修の促進と、ALTの
授業力向上をねらいとした研修を拡充します。
●パソコンの通信ソフト(テレビ電話)を活用し、外国
の小中学生との英会話の交流機会を創設します。
●具体的な指導方法や効果的な実験・観察が行え
る理科室経営を各学校に提案し、小学校におけ
る理科教育の向上を図ります。
●幼稚園と小中学校の教員を中心に「体力向上推
進チーム」を設け、専門家の意見や高校の協力
を得ながら体育科教育の指導を充実させます。

●各校に配置する津市臨時講師のうち「課題対応
講師」の配置時間数を見直すことにより、「学
力推進講師」を増員します。

総合的な学力の向上を目指して

総合教育会議

適正な学習環境の確保を目指して

　家庭や地域にとってかけがえのない子どもたちが、のびのびと学べる学習環境づくり、そして子
どもたちが自らの力で幸せな将来を生き抜いていくための確かな学力の定着に重点を置いた教育行
政を推進していくことが大切だと考えています。
　平成27年度は、総合教育会議の設置や子ども・子育て支援新制度など「新しい制度への着実な対
応」を図るとともに、総合的な学力の向上や美里地域における義務教育学校の整備に向けた諸準
備、学校施設の計画的な整備など「課題事項への前向きな取り組み」を進めてきました。平成28年
度は、こうした教育施策をさらに一歩進めていくために、将来に向けて今取り組むべき重点的な施
策の展開を図っていきます。
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問い合わせ　教育総務課　　229-3292　　229-3332

美里中学校でのオープンスクール

国登録有形文化財 旧明村役場庁舎

文化財の保護活用事業

地域との広がりのある連携

まち全体で子どもたちを育む

●特別支援教育支援員の小中学校への増員を図る
とともに、幼稚園への配置にも注力します。

●いじめ防止等への取り組みとして、現在実施し
ている各校のアンケート調査内容の見直し、調査
結果を校内で共有する仕組みを明確化します。

●不登校の未然防止策に加え、心の理解や具体的
な対応方法を含めた研修を促進します。

●今後５年間で全ての小中学校の普通教室へのエ
アコン整備を計画的に進められるよう、平成
28年度から順次設計に着手します。

●一志中学校の第３期と新町小学校の第１期大規
模改造工事をはじめ、プレハブ校舎の解消に向
けた西が丘小学校の増築工事を進めます。ま
た、市内の小学校７校、中学校３校のトイレ洋
式化工事を実施します。

●平成29年４月開校に向け、美里地域の義務教
育学校のプール新設工事や駐車場整備、現行校
舎の改修工事、通学路整備やスクールバスの購
入など通学対策を進めます。
●美里地域の３つの
小学校を中心とし
た美里創造学習や
学年交流会、リー
ダー研修会などの
ウォームアップ事
業を実施します。
●美里地域の義務教育学校の開校、再編に伴う小中
学校の閉校に向けた記念事業の準備を行います。
●幼児教育の役割と機能を確保するため、福祉部
門と連携した幼保連携型認定こども園の整備に
向けた取り組みや、公立幼稚園の適正規模の確
保を進めます。

●放課後児童クラブについては、村主放課後児童
クラブの施設の新設をはじめ、支援員の処遇改
善や障がい児の受け入れ、ひとり親家庭への支
援など経営に係る運営補助を充実します。

●社会福祉法人などの事業実施主体の多様化に伴
う放課後児童クラブの拡大や、バス送迎機能を
活用した未設置校区への対応を図ります。

●公民館については、中央公民館を活用して、子
育て支援をはじめ家庭での生活習慣や学びに向
かう力などをテーマとした「家庭教育支援講座」
をモデル的に実施し、他館への拡大やPTAなど
への出前講座に取り組みます。

●将来の公民館に求められる機能や役割につい
て、関係機関の代表者による検討委員会を設置
し、平成28年度中に「今後の公民館のあり方」
を取りまとめます。

●旧明村役場
庁舎の国の
登録有形文
化財として
の価値を残
しながら、
子どもから
高齢者まで
気軽に利用
できる文化財をモチーフとした集いの場として
の整備に向けた設計に着手します。
●利用者の皆さんの安全性や耐震性を確保する観
点から、津城跡石垣の改修が必要な箇所やその
工法を研究するための検討会を立ち上げます。
●全線復旧した名松線を活用し歴史・文化に触れ
る機会の拡充が図れるよう、多気北畠氏遺跡の
国史跡の追加指定に向けた調査を進めます。
●三重県総合博物館MieＭuを活用し、古代から
新 津市誕生までのルーツをたどる「過去から
未来へ～津のあゆみ～」をテーマとした新 津
市誕生10周年記念特別文化財展を開催します。

●土曜日の教育活動を通した地域ぐるみの防災訓
練を推進します。また、学校、地域、行政が連
携した中学校区単位の子ども人権フォーラムや
地域人権フェスティバル、人権教育講演会を開
催します。
●障害者差別解消法に的確に対応するため、人権
教育と特別支援教育の両側面からの職員研修を
さらに充実し、保護者への周知にも取り組みます。
●児童相談所や警察、PTA、自治会など関係団体
との連携による青少年の健全育成を推進します。
●図書館では、ボランティアグループによる絵本
の読み聞かせをはじめ、「手づくり絵本コン
クール」や「手づくり絵本教室」を通した本に
触れ合う機会の提供に努めます。

　津市の子どもたちの、未来に向けた豊かな可能
性を具現化していくためには、各行政部門が連携
して、まち全体で子どもたちを育んでいく教育行
政が必要となります。そのために、教育内容に自
ら責任を持って取り組み、総合教育会議での議論
を大切にしながら、津市の教育施策という広がり
の中で教育行政の推進に取り組んでいきます。
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特集

　津市では、利用者のニーズに合った質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供するな

ど、質と量の両面で教育・保育環境の向上を推進するため、公立の幼保連携型認定こども園の

整備方針を取りまとめました。

　平成18年度から平成27年度まで、保育所の定員拡大のため次の取り組みを行ってきました。

待機児童ゼロのために、津市ではどんなことをしてきたの？

津市のこども園整備方針
～保護者のニーズに合った幼児教育・保育のために～

542人分542人分 増!

なぜ津市立のこども園が必要なの？
現　状現　状

私立保育所の
施設整備を支援

新設５カ所
増改築６カ所

105人分105人分 増!

既存施設の
有効活用
私立保育所７カ所
公立保育所２カ所

125人分125人分 増!

私立幼稚園の
認定こども園への
移行支援

１カ所（保育認定部分）

12人分12人分 増!

地域型保育事業の
新規認可

事業所内保育所１カ所

396人分396人分 増!

利用定員の設定
私立保育所９カ所
公立保育所12カ所

計915人分計915人分 増!統合・休園などによる減265人分を差し引いて… 

　平成27年４月から子ども・子育て支援
新制度が始まり、民間の施設がオープン。

課　題課　題

※１認定こども園（幼保連携型）
※２地域型保育事業（事業所内保育）
※３地域型保育事業（小規模保育）

● 藤認定こども園※１

● 認定こども園　こどもの杜ゆたか園※１

● 認定こども園　みらいの森ゆたか園※１

● 認定こども園　杜の街ゆたか園※１

● つまちなか保育園※２

● どんど子保育園※３

平成27年４月１日～

平成28年４月１日～

平成28年６月１日～

少子化の進行で今後も園児数

が減少するリスクがあり、

私立の保育所や幼稚園だ
けが定員拡大を担うのは
限界！

公
立
の

こ
ど
も
園
が
必
要

待機児童解消や
保育環境の
改善に向け

保育施設と幼稚園の定員・利用状況

10
年
後

保育所等は４月１日現在　幼稚園は５月１日現在

定員 利用人数
公立 2,465 2,313
私立 2,630 2,695
計 5,095 5,008
公立 4,370 1,990
私立 2,520 2,129
計 6,890 4,119

幼稚園等

平成18年度

保育所等
定員 利用人数
2,545 2,375
3,465 3,395
6,010 5,770
3,135 1,615
2,075 1,540
5,210 3,155

平成27年度
定員 利用人数

80 62
835 700
915 762

▲1,235 ▲375
▲445 ▲589

▲1,680 ▲964

増減

保育所等の利用者が増加する一方で、幼稚園の利用者は減少。
保護者のニーズに合わせて、保育所等の定員を拡大し、幼稚園の定員を減らしました。

※保育所、地域型保育事業（事業所内保
育所）、認定こども園（保育認定部分）

※幼稚園、認定こども園（教育認定部分）、
三重大学付属幼稚園を含む

もり



問い合わせ　子育て推進課　　229-3167　　229-3451

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、高岡幼稚園・高野保育園、
白山乳幼児教育センターの事例を生かしながら…

（仮称）芸濃こども園
椋本幼稚園、安西・雲林院
幼稚園、芸濃保育園を一つ
にして整備
定員240人
平成32年４月開所予定

（仮称）白山こども園
同じ施設内で運営している
白山幼稚園と白山保育園を
一体化
定員260人
平成30年４月開所予定

（仮称）津こども園
神戸幼稚園、新町幼稚園、
修成幼稚園、新町保育園を
一つにして整備
定員225人
平成30年４月開所予定

香良洲浜っ子幼児園
同じ施設内で運営している
香良洲幼稚園と香良洲保育
園を一体化
定員192人
平成30年４月開所予定（仮称）一志こども園

隣接する高岡幼稚園と高野
保育園を一体化して整備
定員245人
平成31年４月開所予定

津市立のこども園はどこにできるの？

津市立のこども園ができると、どんないいことがあるの？

メリット

たくさん！

こども園の整備により使わなくなる
園舎は、コミュニティー施設や公民館
として有効活用したり、売却して
こども園などを整備するための
財源として活用します。

保育所の定員を十分に確保1 →待機児童の解消や、定員超過した保育所での子どもの環境が改善！

2 幼児教育に適切な規模の園児数が保たれる

→小学校就学前の子どもの教育・保育環境が向上！

3 保護者の就労状況に関係なく入園が可能

→保護者のニーズに柔軟に対応！

4 子どもが通園していなくても子育て支援が受けられる

→地域の子育て支援機能が充実！

5 保育所等と幼稚園を一体化

→施設の運営・管理の効率化！

この整備方針は地域の皆さん、保護者、
関係団体などに広く説明し、意見を

いただきながら早期に取り掛かることが
できるよう努めています。平成31年度までに

公立のこども園５施設の整備を目指す！

13
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問い合わせ　環境保全課　　229－3282　　229－3354

生涯１回の登録と年１回の予防注射の義務

韓国、中国、ロシアなどで狂犬病が流行

狂犬病の特効薬いまだ見つからず

犬の登録と狂犬病予防注射

平成28年度分の
狂犬病予防注射済票 犬鑑札

　生後91日以上の犬を飼う場合、飼い主には、
生涯で１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射を
行う義務があります。次ページのとおり狂犬病予
防集合注射を行いますので、登録済みの飼い主は
４月上旬に市が送付する案内はがきを持参し、予
防注射を受けさせてください。会場では犬の新規

　現在、日本を取り巻く近隣の国、例えば韓国、中国、ロシア、フィリ
ピンなどではいずれも狂犬病が流行しています。昭和36年以降人や動物
の狂犬病の発生報告が無かった台湾でも、平成25年に狂犬病に感染・発
症した飼い犬やイタチアナグマが確認されました。
　国内では平成17年に犬などの輸入検疫制度を大幅に強化して備えてい
るものの、密輸や貨物コンテナに動物が紛れて日本に運ばれてくる事例
も報告されています。このようなことからも、海外から狂犬病が侵入す
る可能性は決してゼロではありません。

登録も受け付けます。登録がまだの場合は、左の
申込用紙に記入して持参してください。注射当日
は首輪が抜けないように確認し、犬をしっかり抑
えられる人が連れてきてください。
　予防注射は動物病院でも受けることができま
す。集合注射に行けない場合は、案内はがきを持
参して、個別に注射を受けさせてください。
　犬が死亡したときや、飼い主の住所などに変更
があった場合は、環境保全課または各総合支所地
域振興課へ届け出てください。
費　用　犬の登録代3,000円(未登録の場合)、注射
　代3,200円(狂犬病予防注射代2,650円、注射済
　票550円)　※釣り銭のいらないようにお願い
　します。

　人が発症すると必ず亡くなるといわれる狂犬病
は、いまだに特効薬が見つかっておらず、現代医
学をもってしても狂犬病の患者を助けることはで
きません。
　狂犬病予防法が制定される昭和25年以前、日
本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂
犬病に感染し死亡していました。このような状況
の中、狂犬病予防法が施行され、犬の登録や狂犬
病予防注射、野犬などの抑留が徹底されるように

なり、わずか７年という短期間で狂犬病を撲滅し
ました。このことから、犬の登録や予防注射が狂
犬病予防にいかに重要な役割を果たすかがわかり
ます。
　万一狂犬病が国内で発生した場合には、発生の
拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要にな
ります。そのために、狂犬病についての正しい知
識を持ち、飼い犬の登録と年１回の予防注射を必
ず行いましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射申込用紙

犬の毛色　　　　　性別  雄・雌

※コピーしてご利用ください

平成　　年　　月　　日  犬の名

電
話
番
号

問診項目（愛犬について○をつけてください）

　現在、愛犬に体調の悪いところはありますか

　現在、何か治療を受けていますか  

　今までに狂犬病予防注射で体調が悪くなりましたか

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

登　録　番　号

所有者の住所

所有者の氏名

犬　の　種　類

犬の生年月日

その他の犬の特徴

フ　リ　ガ　ナ

キ　　　リ　　　ト　　　リ

キ
　
　
　
リ
　
　
　
ト
　
　
　
リ
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犬の登録と狂犬病予防注射はどの会場でも受けられます。（雨天実施）

９：10～９：25
９：40～９：55
10：10～10：25

10：40～10：55

11：10～11：25
11：40～11：55
13：10～13：25
13：40～13：55
９：10～９：25
９：40～９：55
10：10～10：30
10：45～11：05
11：20～11：35
13：00～13：15
13：30～13：45
９：10～９：30
９：45～10：05
10：25～10：55
11：10～11：30
９：10～９：35
９：55～10：20
10：40～10：55
11：10～11：25
11：40～11：50

栗真小川町集会所
白塚出張所
栗真出張所

県津庁舎（桜橋三丁目）
※津保健所北東側

潮音寺駐車場
敬和公民館
阿漕塚記念館
橋南公民館
安東出張所
津西ハイタウン自治会集会所
夢が丘自治会集会所
一身田出張所
大里出張所
高野尾出張所
豊が丘会館
南が丘会館
藤水出張所
高茶屋市民センター
雲出出張所
櫛形出張所
片田出張所
神戸出張所
新町会館
市本庁舎北側

日 会　場 時　間

19日
㈫

20日
㈬

21日
㈭

22日
㈮

津地域　　　　環境保全課 Ｔ229－3282

９：00～９：20
９：35～９：50
10：05～10：20
10：35～10：50
11：05～11：20
11：35～11：50
９：00～９：20
９：40～10：10
10：30～10：45
11：00～11：15
11：25～11：40

一色区住民センター
中別保公民館
東上野公民館
大蔵園公民館
東千里公民館
新上野公民館
上野公民館
千里ヶ丘出張所
三行公民館
北黒田公民館
南黒田公民館

日 会　場 時　間

11日
㈪

12日
㈫

河芸地域　　河芸総合支所 Ｔ244－1706

９：00～９：10
９：20～９：30
９：40～９：50
10：10～10：40
10：55～11：20
９：00～９：10
９：25～９：35
９：50～10：10
10：20～10：35
10：50～11：05
11：20～11：30
９：00～９：30
９：40～10：00
10：15～10：35
11：00～11：30

室の口公民館
ＪＡ下の世古倉庫
ＪＡ倉庫平岩集荷所
虹が丘団地集会所
ＪＡ郷土資料館
中井生集会所
石橋公会所
ＪＡ庄村倉庫
片野集会所
小山集会所
高野団地会館
波瀬出張所
大井公民館
川合文化会館駐車場
一志高岡公民館

日 会　場 時　間

12日
㈫

13日
㈬

14日
㈭

一志地域　　一志総合支所 Ｔ293－3008

９：30～９：55
10：05～10：20
10：30～10：50
11：05～11：15
９：00～９：30
９：40～９：55
10：05～10：25
10：35～10：45
10：55～11：15
11：25～11：45
９：20～９：30

９：40～10：00

10：10～10：20
10：30～11：10
11：20～11：30

川口公民館
東町公民館
家城出張所
元取集会所
市白山庁舎
山田野集会所
八ッ山出張所
八対野１区公民館
上ノ村集会所
佐田集会所
茅刈公民館駐車場

イセゴム工業西区有地
（白山町二本木）

岡薬師寺下（白山町岡）
大三出張所
三ヶ野集会所

日 会　場 時　間

18日
㈪

19日
㈫

20日
㈬

白山地域　　白山総合支所 Ｔ262－7032

９：00～９：15
９：30～９：40
10：10～10：20
10：45～11：00
11：15～11：45

旧ＪＡ安西支店
雲林院福祉会館
落合の郷
旧ＪＡ明支店
芸濃総合文化センター

日 会　場 時　間

18日
㈪

芸濃地域　　芸濃総合支所 Ｔ266－2516

９：30～９：40
９：50～10：05
10：15～10：25
10：35～10：55
11：05～11：25
11：35～11：55
９：30～９：50
10：00～10：20
10：30～10：40
10：50～11：00
11：10～11：20

平木多目的集会所
北長野休養施設
中野集会所
桂畑文化センター
南長野生活改善センター
市美里庁舎駐車場
ＪＡ美里支店　
旧ＪＡ辰水店
長谷山ハイツ第１集会所
高座原公民館
旧穴倉営農組合倉庫

日 会　場 時　間

14日
㈭

15日
㈮

美里地域　　美里総合支所 Ｔ279－8119

９：00～９：15
９：30～９：45
10：00～10：20
10：35～10：55
11：10～11：25
11：40～11：55

東観中学校体育館
今徳区公民館
草生公民館
旧ＪＡ明合支店
ＪＡ安濃中央支店 安濃店
清水ヶ丘公民館

日 会　場 時　間

13日
㈬

安濃地域　　安濃総合支所 Ｔ268－5518

９：30～10：30

10：45～11：45

防災ステーション
※香海中学校西

市香良洲庁舎

日 会　場 時　間

15日
㈮

香良洲地域 香良洲総合支所 Ｔ292－4308

８：45～８：55
９：05～９：10
９：20～９：30
９：40～９：45
９：50～９：55
10：05～10：10
10：15～10：30
10：40～10：45
10：55～11：05
11：10～11：25
11：30～11：35
11：45～11：50
８：45～８：55
９：10～９：15
９：25～９：30
９：35～９：45
９：55～10：05
10：10～10：20
10：25～10：35
10：45～10：55

11：05～11：15

11：25～11：35
11：40～11：45
11：55～12：00

竹原多目的集会所
小原消防詰所
小西公民館
市美杉庁舎駐車場
老ヶ野第３公民館
逢坂公民館
伊勢地出張所
北山商店前
上太郎生分館
太郎生出張所
登公民館
飯垣内スクールバス車庫
竹原コミュニティ防災センター
脇ヶ野公民館
下之川出張所
上村スクールバス車庫前
野登瀬バス停
やまなみ会館
多気出張所
中俣公民館

美杉高齢者婦人センター
「しゃくなげ会館」

八幡出張所
上殿バス停
比津三叉路

日 会　場 時　間

21日
㈭

22日
㈮

美杉地域　　美杉総合支所 Ｔ272－8085

９：00～９：20
９：30～９：45
９：55～10：15
10：30～10：45
10：55～11：10
11：20～11：30
９：00～９：15

９：25～９：35

９：45～９：55
10：05～10：15
10：25～10：45
10：55～11：10
11：20～11：35
９：00～９：15
９：25～９：40
９：50～10：15
10：25～10：35
10：45～11：00
11：10～11：20
11：30～11：40
９：00～９：20
９：25～９：50
10：00～10：15
10：25～10：40
10：55～11：05
11：15～11：25

下稲葉公会所
上稲葉ふれあい会館
美里ホームランド集会所
寺野垣内集会所
ＪＡ榊原支店
下村教育集会所
旧ＪＡ久居支店（須ケ瀬）
埋蔵文化財センター
久居分室
中町第１公園
相川地区集会所
桜が丘団地集会所
小野辺野菜出荷場
久居体育館
一色公会所（泉福寺）
グリーンヒル久居集会所
ＪＡ栗葉支店（七栗）
羽野地区集会所
戸木公民館
風早地区集会所
明神教育集会所
木造区集会所
ＪＡ新家集荷場
久居公民館
旧市久居庁舎南側
久居北口市民館
藤ヶ丘公園

日 会　場 時　間

11日
㈪

12日
㈫

14日
㈭

15日
㈮

久居地域　　久居総合支所 Ｔ255－8845

※井戸山地区集会所は過去４カ年利用者が少ないた
　め廃止します。

平成28年度狂犬病予防集合注射日程表（４月）

日曜日開催

会場 県津庁舎
4月10日■９：30～11：30日

（桜橋三丁目）

平成28年度より、日曜日の
集合注射をはじめます。
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障害者差別解消法
４月１日施行

問い合わせ　障がい福祉課　　229－3157　　229－3334

　現在の社会では、障がい者の人々が、障がいが
あることで働けなかったり、さまざまな活動に参
加できなかったりするといった現状があります。
こういった障がい者の人々が受ける制限は、個人
の障がいによるものではなく、社会の中にあるさ
まざまな障壁(日常生活や社会生活を営む上で妨

げとなる慣行や文化、人々の意識や考え方、法律
や制度、道路や建物)によって生じています。
　そんな社会の障壁を取り除き、障がいのある人
もない人も、共に人格と個性が尊重される住みや
すい社会を目指して、「障害者差別解消法」が施
行されました。

障害者差別解消法では、
　　　　　　　　    　

を求めていますを禁止し、
不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

　正当な理由なく“障がいがある”とい
うだけでサービスの提供を拒否したり、
制限や条件を付けたりする行為のことを
いいます。

　障がい者一人一人の状況や必要に応じ
た変更・調整などを、お金や労力等の負
担が掛かりすぎない範囲で行うことをい
います。

　お店に入ろうとし
たら、保護者や介助
者がいなかったため
入店を断られた。

　障がいがあること
を伝えると、アパー
トを貸してもらえな
かった。

　意思を伝え合
うために絵や写
真のカードやタ
ブレット端末な
どを使う。

　段差がある場合
に、スロープなどを
使って補助する。
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　障害者差別解消法は、役所などの行政機関と民間事業者
に適用されますが、それぞれで取り扱いが違います。不当
な差別的取扱いをすることは、役所などの行政機関も民間
事業者も禁止されます。一方で、合理的な配慮について
は、役所などの行政機関は必ずしなければなりませんが、
民間事業者は障がいのある人が困らないようにできるだけ
努力することになっています。
　津市では職員対応要領を作成し、職員が適切に対応する
ために必要な事項を定めました。

障害者差別解消法

対象は役所などの行政機関と民間事業者

対象になる障がい者は？

　身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人
も含む)、その他の心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアに
よって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(難病の人や障
がい児も含まれます)。障害者手帳を持っている人だけに限りません。

民間事業者の取り組みがきちんと行われる仕組みはあるの？

　同じ民間事業者によって繰り返し障がいを理由とした差別が行われ、自主的な改善が期
待できないときは、民間事業者に対して報告を求めたり、助言や指導、勧告を行うことが
あります。

障がいを理由に不当な差別を受けたり、合理的配慮がなかった場合、どこに相談したらいいの？

　津市では、差別を受けた当事者やその家族の皆さんからの相談に対応する窓口を設けて
います。嫌なことや困ったことがあった場合は障がい福祉課の窓口へご相談ください。

　障がい者の社会的障壁を取り除くためには、障がい者の人々への心
遣いが不可欠です。障がいには、身体・知的・精神の障がいや、発達
障がい、難病など、数多くの種類があり、障がいの種類がさまざまな
ように、障がい者の人々の困難(社会的障壁)も一人一人違います。
　どんなことで困っているのかを考え、相手の立場になって、自分に
できることを行い、誰もが暮らしやすい豊かな社会をつくっていきま
しょう。

役所などの
行政機関

しては
いけない

しなければ
いけない

しては
いけない

するように
努力

民間事業者
（個人事業者・
ＮＰＯなどを含む）

不当な
差別的取扱い

合理的
配慮

AQ

Q

A

Q

A

Q

A

　229-3157　　229-3334　　229-3157@city.tsu.lg.jp
障がい福祉課（受け付け　月～金曜日８:30～17:15）相談窓口
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津市防災物流施設
雲出伊倉津町792ｰ１

※研修室１、２はパーテーションを開放することで、約200人収容できます。その場合は、研修室１、２共に予約が必要です。

研修室１

研修室２

会議室１

会議室２

約100人

約100人

約18人

約21人

2,800円

2,800円

800円

800円

2,800円

2,800円

800円

800円

3,400円

3,400円

1,100円

1,100円

7,100円

7,100円

2,100円

2,100円

９：00～12：30 13：00～17：00 18：00～21：30 ９：00～21：30
料　金

設　備収容人数

跳ね上げ式ステージ、音響映像設備、
マイク、机30脚、椅子100脚 など

ポータブルスピーカー、マイク、机30
脚、椅子100脚 など

座卓６脚

机７脚、椅子21脚

施設名

問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

津市防災物流施設
津市雲出地区防災コミュニティセンター

施設概要

津市雲出地区防災コミュニティセンターの利用案内

４月１日
供用開始

　講演会や研修会、会議などに利用できます。
利用時間　９時～21時30分
休館日　毎週月曜日、祝・休日、12月28日～１月４日
申し込み　公共施設利用案内予約システムまたは

　危機管理課窓口で予約してください。　※公共
　施設利用案内予約システムの利用および減免申
　請を行う場合は、危機管理課窓口で団体登録が
　必要です。

１階

２階

３階

津市防災物流施設 津市雲出地区防災コミュニティセンター

会議室２会議室２会議室１会議室１

ホールホール研修室１研修室１ 研修室２研修室２

物資一時
保管倉庫
物資一時
保管倉庫

被災者救護
等対策室
被災者救護
等対策室

被災者救護
等対策室
(物資庫)

被災者救護
等対策室
(物資庫)

物資一時保管倉庫物資一時保管倉庫
事務室事務室

エントランスエントランス ▲入口

　津市防災物流施設は、近隣に位置する伊倉津地区公共ふ頭や伊
勢湾ヘリポートの機能を活用して、災害時の生活物資の緊急輸
送、被災者救護などの拠点として使用するとともに、津波避難ビ
ル、指定避難所としても利用できる施設です。
　また、３階は津市雲出地区防災コミュニティセンターとして、
防災学習や地域活動などに利用できます。

津市防災物流施設
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「一身田寺内町地区」を景観計画の重点地区に指定1
TSU NEWS

津市の浄化槽事業2
TSU NEWS

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

　津市では、良好な景観を守り、育て、継承して
いくため、津市景観計画を策定し、平成26年７
月１日より運用しています。
　今年４月１日、一身田町、一身田大古曽などの
一部を「一身田寺内町地区」として、市内初の景
観計画における「重点地区」に指定しました。
　一身田寺内町地区は、専修寺を中心に寺院が建
ち並び、町屋建築が残るなど、津市を代表する景
観を有しています。ここでは、先人達から受け継
いできた風情ある町並みを子ども達に引き継ぎ、
誇りと愛着の持てるまちづくりを行うために、住
民の皆さんが中心となって、景観について議論を

重ねてきました。その結論として、町並みに関す
る地区独自の制限を設けたのが重点地区です。
　４月１日以降に、建物や工作物を建築する場合に
は、原則全ての行為について届け出が必要となりま
す。重点地区の区域や景観形成基準などについて、
詳しくは、都市政策課へお問い合わせください。

問い合わせ　下水道総務課　　239－1038　　239－1037

　市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとと
もに、川や海をきれいにするため、市では市営浄
化槽区域(下水道計画区域や農業集落排水処理施
設などの集合処理区域を除いた区域)で合併処理
浄化槽の設置と維持管理を行っています。

◆単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処理

浄化槽に変更する場合

申し込み　下水道総務課または各総合支所地域振
興課にある市営浄化槽設置依頼書に必要事項を
記入し、下水道総務課へ提出してください。受
け付け後、現地調査が行われます。調査の結
果、土地の形状や工事の方法などで、すぐに施
工できない場合は、翌年度の設置となることが
あります。また、申し込みが多い場合は予算の
範囲内での抽選になります。

　住居専用住宅に浄化槽を設置する場合に補助金
を交付しています。
対象区域
●下水道計画区域内で下水道予定処理区域以外の
地域

●下水道予定処理区域になった日の翌日から７年
　を経過しても下水道の供用が開始されないと見
　込まれる地域

下水道計画区域にお住まいの人へ

浄化槽設置補助制度
補助金限度額

締め切り　６月30日(木)

◆住宅の新築等を行う場合

申し込み　下水道総務課または各総合支所地域振
興課にある市営浄化槽設置依頼書に必要事項を
記入し、下水道総務課へ提出してください。受
け付け後、現地調査が行われます。また、申請
する人は申請前に打ち合わせが必要です。

申込期間　４月１日(金)から随時受け付け

◆すでに合併処理浄化槽を設置している場合

　市営浄化槽区域内で、すでに合併処理浄化槽を
設置していて、一定の条件を満たす場合は、市に
帰属することができます。市に帰属後は市が合併
処理浄化槽の維持管理を行います。帰属の条件や
申請方法など詳しくはお問い合わせください。

区　分 浄化槽の大きさ
　限度額（下水道予定処理

区域外・区域内共通）

５人槽 33万2,000円

７人槽 41万4,000円

10人槽 54万8,000円

５人槽 ８万4,000円

７人槽 10万3,000円

10人槽 13万8,000円

単独処理浄化槽
やくみ取り便槽
からの転換設置

上記を除く
浄化槽設置

※下水道予定処理区域以外の地域には、単独処理浄化槽の撤去費用
９万円までと、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から転換するときの配管
費用６万円までを別途交付します。

市営浄化槽事業
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昨年の能「通小町」

郷土芸能ふれあいフェスティバル4
TSU NEWS

新 津市誕生10周年記念

津市民薪能5
TSU NEWS

新 津市誕生10周年記念

街は劇場、通りはステージ
第49回 高虎楽座3

TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

4 16 10:00~16:00
フェニックス通り、津市まん中広場土
※荒天時は大門大通り商店街アーケード内 　当日の７時～18時までの間、

　　　　の部分は車両通行禁止

になります。

※荒天の場合は規制なし

交通規制にご協力を

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

4 24 9:30~16:00
サンデルタ香良洲日

　伊勢津太鼓保存会、香良洲お木曳き木遣り、香良洲宮踊り(小松
　区)、榊原湯の瀬太鼓、白塚獅子舞保存会、だったらあげちゃえ
　よ、津音頭保存会、津しゃご馬保存会、津商工会議所青年部 元
　気玉太鼓、津青年会議所 高虎太鼓、津・高虎太鼓、津・高虎太
　鼓 華乃津会、津民芸保存会、馬場区獅子舞保存会、美里龍神太
　鼓、美杉連山のろし太鼓保存会、分部町唐人踊り保存会
　(五十音順)

先着500人に
粗品プレゼント！

4 30 18:00~
お城公園土 ※雨天時は中央公民館ホール

　春の夜のひととき、幽玄の世界を楽しんでみませんか。
内　容　能「東岸居士」、狂言、その他仕舞
演　者　長田驍さん(喜多流)他

◆郷土芸能などの披露

◆あさり貝汁の振る舞い
◆市内各地域の物産販売

唐人踊り

太鼓演奏

　太鼓演奏、子ども唐人など

のステージパフォーマンス

　衣料品、雑貨、手作り品、

骨とう品などいろいろなお店

が並ぶフリーマーケット。意

外な掘り出し物が見つかるか

も♪

◆高虎座

◆にぎわい市
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グリーンフェスティバル20166
TSU NEWS

久居総合福祉会館 講座生募集7
TSU NEWS

講座名 開催期間 対象（４月１日
現在の年齢）

定員
（抽選）

ママとベビーの３B体操 ４カ月～１歳未
満児と母親 20組

ママとあんよの３B体操 １歳児と母親 20組

キッズとファミリーの
元気いっぱい

５月13日～来年３月
毎月第２・４金曜日
９：00～10：30
５月13日～来年３月
毎月第２・４金曜日
10：45～12：15
５月21日～来年３月
毎月１回第３土曜日
９：00～10：30

３歳～５歳児と
保護者 25組

※申込者が少ない講座は開講しない場合があります。

ヨーガ入門 どなたでも 20人
５月11日～来年３月
毎週水曜日
10：00～11：30

健康づくりのための
スポーツ入門 60歳以上の人 30人

５月12日～来年３月
毎月第２・４木曜日
10：00～12：00

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8846　　255－0960

問い合わせ　久居総合福祉会館　　256－7110　　256－7129

4 23 15:00~21:00
緑の風公園 ( 近鉄久居駅東口 )土

　約4,000本のキャンドルが会
場をともします

　アコースティック音楽などの
ライブコンサート

　久居地域を中心においしく
て、楽しいお店が出店

対　象　市内に住所のある人　※定員を超えた場合、昨年度の
　同講座の受講者を除いて抽選
費　用　無料(講座によって教材費や保険料が必要)
申し込み　直接窓口または、はがき、ファクスで希望講座名、郵
　便番号、住所、氏名、年齢(子どもと参加する講座は子どもの
　氏名と生年月日も)、電話番号を久居総合福祉会館(〒514-
　1136 久居東鷹跡町20-２)へ　※１人(１組)１講座に限る。
　電話での申し込みは不可
締め切り　４月15日(金)必着　※火曜日は休館

無料駐車場　旧市久居庁舎駐車場
※なるべく公共交通機関をご利用
　ください。

◆キャンドルナイト

◆ステージ

◆グリーンカフェマルシェ

新 津市誕生10周年記念
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津市の高齢福祉サービス9
TSU NEWS

豊かに暮らす高齢社会に向けて

総合型地域文化・スポーツクラブ8
TSU NEWS

津市総合型地域文化・スポーツクラブ│

問い合わせ　高齢福祉課　　229－3156　　229－3334　各総合支所市民福祉課（福祉課）

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

緊急通報装置事業
　緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るため、緊
急通報装置を設置します。
対　象　１人暮らしなどで、市民税非課税世帯に
　属する65歳以上の人　※近隣の人を中心に協
　力員が２人以上必要
老人日常生活用具給付等事業
　電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付し
ます。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどの人で、虚
　弱や寝たきり、認知症などで日常生活に支障が
　ある人
費　用　所得税額に応じて、無料または一部負担
はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業
　保険適用外のはり・きゅう・マッサージ施術
を、市が指定した市内の施術所で受ける人に助成
券を交付します。平成28年度の申請は４月４日
(月)から受け付けます。
対　象　昭和21年４月２日以前に生まれた人(４
　月１日現在で70歳以上の人)
助成券　１枚1,000円分(年間６枚以内)
申し込み　健康保険証と印鑑を持参して高齢福祉
　課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ
紙おむつ等給付事業
　在宅の人で常時失禁状態にある人に、紙おむつ
を支給します。

対　象　常時紙おむつ等が必要な、在宅で生活し
　ている65歳以上の人
助成内容　月に１回紙おむつ等を現物給付
徘徊探索器貸与事業
　徘徊した場合に早期に発見し、その居場所を家
族に伝える徘徊探索器を貸与します。
対　象　認知症による徘徊が認められる高齢者など
費　用　月々の使用料などは自己負担
配食サービス事業
　調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取れ
た食事を手渡し、安否確認を行います。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどの人で、心
　身の障がいなどのため調理が困難な人
助成内容　１日１食、週６食以内
費　用　１食当たり400円を自己負担
家族介護慰労金支給事業
　介護サービスを利用することなく自宅で高齢者
の介護を行った同居の家族に対して、介護慰労金
(年間10万円)を支給します。３カ月以上の入院が
あったときや、介護保険料が未納の場合を除きま
す。
対　象　要介護認定で、要介護４または５となっ
　た高齢者の介護を１年間継続して介護保険サー
　ビスを受けずに在宅で介護した市民税非課税世
　帯の同居の家族　※介護保険のサービスのうち、
　１週間以内のショートステイを除く

　高齢者の皆さんが心身共にいつまでも元気で、生きがいのある充実した
暮らしを送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。

　市が支援する総合型地域文化・
スポーツクラブは、いろいろな
ことに興味・関心があり、さま
ざまな技術レベルを持つ人たち
が世代を超えて集まり、スポー
ツや文化活動を楽しむことがで
きる場です。開催内容は各事務
局へお問い合わせください。

西橋内文化・スポーツクラブ

クラブ名 事務局
東古河町7－1（西橋内中学校内、Ｔ・Ｆ246－5524、毎週土
曜日10時～16時）

橋南スポーツクラブ 上弁財町津興2537－4（橋南中学校内、Ｔ・Ｆ227－5155、毎
週土曜日10時～12時)

ひさい文化・スポーツクラブ 久居中町29－2（谷口方、Ｔ255－3444、Ｆ255－2387）
ひさい総合型地域スポーツ・
レクリエーションクラブFAN・fun 久居相川町2071－1（鈴木方、Ｔ・Ｆ256－9312）

かわげスポーツクラブ 河芸町浜田774（河芸体育館内、Ｔ・Ｆ245－3354、第２・４
土曜日９時～12時)

あのうスポーツクラブ 安濃町田端上野818（安濃体育館内、Ｔ268－0101、Ｆ268－
3220)

大井キッズクラブ 一志町大仰217－1（大井公民館内、Ｔ・Ｆ293－6673）
矢頭の子クラブ 一志町波瀬2232－2（波瀬公民館内、Ｔ・Ｆ294－7472）
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勤労青少年講座生募集
10

TSU NEWS
アフター5に自分磨き、しませんか？

11
TSU NEWS ４月１日から組織の一部を変更

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

問い合わせ　行政経営課　　229－3273　　229－3255

　津市総合計画後期基本計画の着実な推進や国民体育大会などの新たな行政需要へ
の的確な対応を図るため、効率的で実効性ある業務推進体制に変更しました。

　国民体育大会等の開催に向けた準備など
を行います。

　河川の大規模氾濫への対応など、浸水被害の防
止に向けた総合的な雨水・排水対策を行います。

　文化ホールの効果的活用や(仮称)津市久
居ホールの整備などを行います。

新最終処分場建設推進課
環境施設課

環境施設課

交通政策課
名松線復旧推進室

建設整備課
道路等特定事項推進室

市民課企画管理担当
市民課斎場担当

市民課
企画管理・斎場担当

交通政策課

建設整備課

国体・障害者スポーツ大会準備室
(メッセウイング・みえ２階)

河川排水推進室
(市本庁舎５階)

文化振興課 文化ホール施設担当
(メッセウイング・みえ２階)

４大プロジェクト推進体制の見直し新設

新設

新設
統合

　一般廃棄物最終処分場の供用開始や、名松
線の全線復旧、津市産業・スポーツセンター
の建設の推進など４大プロジェクトの進捗状
況に応じて、推進体制を見直しました。

改編 新産業スポーツ施設
推進室

産業・スポーツセンター
推進室

しん ちょく



広報 つ！　平成28年４月１日号24

○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

子ども支援課
　229－3155　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

児童扶養手当の月額が改定

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

香良洲パターゴルフ場の
ナイター営業を開始

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

土木工事などを行う事業者の皆さんへ
埋蔵文化財の保護にご協力を 林業振興室

　262－7025　　264－1000

新築木造住宅などに補助
みえ森と緑の県民税市町交付金事業

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市国際交流推進基金
補助事業

市民税課
　229－3130　　229－3331

事業所の皆さんへ
給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届出書の提出を

建設政策課
　229－3179　　229－3345

道路や歩道を加工するときは申請を

お知らせ

全部支給
（月額） ４万2,000円

9,910円～
４万1,990円

４万2,330円

9,990円～
４万2,320円

※受給月額が80円～330円増額になります。

平成28年
３月分まで

平成28年
４月分から

一部支給
（月額）

大人 300円

100円

500円

300円

※18時以降は照明料１人100円が別途必要

市内の人 市外の人

小・中学生、
65歳以上の人

香良洲パターゴルフ場

　児童扶養手当法施行令が改正
され、児童扶養手当の月額が次
のとおり改定されました。平成
28年８月に支給する児童扶養手
当から増額になります。

と　き　４月16日(土)～10月31
　日(月)９時～21時
料　金

　給与支払報告書を提出した人
や、現在給与から市・県民税を
特別徴収している人が、４月１
日現在退職や転勤などにより給
与の支払いを受けなくなった場

合は、４月15日(金)までに「給与
支払報告・特別徴収に係る給与
所得者異動届出書」の提出が必
要です。
　提出がないと、納入された金額
と市の台帳の金額とが一致しな
いだけでなく、従業員への納税
通知書が発行されなくなります
ので、必ず期日までに提出してく
ださい。届出書は津市ホームペー
ジからダウンロードできます。

　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。
開発事業を計画するときは、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。
届け出が必要な土木工事の例
●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
　手続きについて詳しくは、津
市ホームページをご覧ください。

　車庫など宅地への乗り入れの
ために、道路や歩道を加工する
ときは、事前に道路加工申請書
を提出し、許可を受ける必要が
あります。詳しくは下記にご相

談ください。
●北エリア(相川以北の津地域、
　河芸・芸濃・美里・安濃地域)
　津北工事事務所(Ｔ267-0180
　Ｆ268-5235)
●南エリア(相川以南の津地域、
　久居・香良洲・一志・白山・
　美杉地域)
　津南工事事務所(Ｔ254-5350
　Ｆ255-5586)

　地域産木材(県内産を含む)を
一定量以上使用し、市内で個人
住宅または公共的施設を新築す
る人を対象に、建築費の一部を
補助します。４月15日(金)から
募集要項を配布します。詳しく
は、林業振興室までお問い合わ
せください。

　市民の皆さんが主体の国際交
流活動を推進し、国際協力活動
に対する理解をより一層深める
ため、資金面で活動を支援して
います。
対　象　平成28年度中に行う国
　際的な活動で、次の事業など
●文化、スポーツ、教育などに
　関わる交流活動
●人的または物的な交流活動
●ボランティア活動
申込資格　市内で組織的・継続
　的に国際交流活動を行ってい
　る団体
申し込み　市民交流課にある申
　請書に必要書類を添えて、直
　接窓口へ　※申請書などは津
　市ホームページからもダウン
　ロードできます。
申込期限　４月20日(水)
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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

介護保険課
　229－3149　　229－3334

納入通知書（介護保険料
仮徴収額決定通知書）を送付

交通政策課
　229－3289　　229－3336

地域住民運営主体型
コミュニティ交通を
推進しています

都市政策課
　229－3290　　229－3336

記念樹用・生け垣緑化用
苗木の配布

都市政策課
　229－3290　　229－3336

緑化・美化運動を行う団体へ
花苗などを支給

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

指定された小・中学校へ
就学を

介護保険課
　229－3149　　229－3334

元気アップ教室
募　　集

オタフクナンテン

　65歳以上の人(介護保険第１
号被保険者)のうち、平成28年
４月または６月に介護保険料の
徴収方法が普通徴収(納付書もし
くは口座振替による納付)から特
別徴収(年金からの天引き)に切
り替わる人には、４月１日に平
成28年度納入通知書(介護保険
料仮徴収額決定通知書)が送付さ
れます。(平成27年度の介護保
険料を特別徴収で納付している
人には送付されません)
仮徴収とは
　市民税の課税状況や前年の合
計所得金額等に基づき介護保険
料の金額が決定するまでの間(８
月納期まで)に、暫定的な保険料
で徴収することをいいます。暫
定的な保険料は、原則、前年度
中に適用された所得段階別の保
険料額を基準として算出した額
になります。ただし、仮徴収が
発生するのは特別徴収の人のみ
です。
　なお、平成28年度介護保険料
額(年額)については、決定後の
７月中旬に別途通知されます。

　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、道路な
　ど、市民の誰もが利用できる
　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　５月～７月(春期)
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

申込期間　４月１日(金)～22日
　(金)　※申請は春期と秋期各１
　回(秋期の申請は８月を予定)

　緑に囲まれ
た美しいまち
づくりのため
に、苗木を配
布します。
◆記念樹用苗木の配布
対　象　市内に在住で、平成27
　年４月１日以降、次のいずれ
　かに当てはまる人
●結婚届または出生届を提出し
　た人
●市内で一戸建て住宅を建築ま
　たは購入した人
●還暦を迎えた人
配布苗木　オタフクナンテン、
　モミジ、シマトネリコ(株立ち)、
　キンモクセイ、ジューンベリー、
　ハナミズキの中から希望する
　苗木１本
配布時期　10月ごろ
締め切り　７月31日(日)
◆生け垣緑化用苗木の配布
対　象　市内の個人住宅の公道
　に面した敷地に生け垣を新設、
　または作り替える人　※延長
　が３ｍ以上の生け垣に限る
配布苗木　ボックスウッド、サ
　ザンカ、プリペット、ヒイラ
　ギモクセイ、キンメツゲ、シ
　ラカシ、ベニカナメモチ、ト
　キワマンサク(赤葉)の中から
　希望する苗木
配布時期　植え付け適期に応じて
配布本数　生け垣の延長１ｍ当
　たり３本(上限60本)
いずれの申し込みも
　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
ロードできます。

　市では、地域の皆さんが主体
となって取り組むコミュニティ
交通を支援・推進しています。
この取り組みは、路線バスやコ
ミュニティバスが運行されてい
ない地域などで、時刻や行き先
などを地域の皆さんが中心に
なって決定し、運営する新しい
形の公共交通です。現在、市内
の３地区で、補助金を活用した
取り組みが行われ、地域住民運
営主体型の公共交通が広がって
います。詳しくは津市ホーム
ページをご覧ください。

　教育委員会では、登録されて
いる住所によって、就学すべき
学校を指定しています。実際に
住んでいない所へ住所を登録
し、その校区の学校に子どもを
通わせることはできません。こ
のような場合は、事実を確認
し、本来の指定校に通学してい
ただくことがあります。

　自分らしく生活できるよう介
護予防に取り組みましょう。日
程や場所など、詳しくはお問い
合わせください。
と　き　４月から９月の月１回
　(全６回)
ところ　保健センター、市民セ
　ンターなど
内　容　自宅でできる運動、お
　口の体操、介護予防の学習、
　体力測定など
対　象　65歳以上の人



広報 つ！　平成28年４月１日号26

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画フォーラム実行委員
男女共同参画情報紙「つばさ」編集
スタッフ

救急課
　254－1603　　254－1607

患者等搬送事業乗務員
基礎講習会

環境政策課
　229－3212　　229－3354

普及しよう！ グリーンのカーテン

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

手話奉仕員養成講座

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室

募　　集

17日㈫
18日㈬
19日㈭
20日㈮

サンヒルズ安濃２階大会議室
白山総合文化センター多目的室
久居公民館１階講座室１
津リージョンプラザ２階健康教室

とき
（５月） ところ

◆ゴーヤの種の配布
と　き　４月11日(月)９時～
ところ　環境政策課、各総合支
　所地域振興課、各出張所
※１人につき１袋を配布、無く
　なり次第終了
◆普及促進講座
とき・ところ　いずれも10時～
　11時30分

内　容　家庭でできる地球温暖
　化防止対策に関する講話、グ
　リーンのカーテンの設置・育
　成に関する講話と実演　※受
　講者にはゴーヤの苗木を配布
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　先着各15人
持ち物　筆記用具
申し込み　電話で環境政策課へ
申込期間　４月11日(月)９時～22
　日(金)17時

　「男女が支えあい、いきいきと
暮らせるまち」を目指して、毎
年開催している男女共同参画
フォーラムや、男女共同参画に
関する情報などを紹介する情報
紙「つばさ」の編集に、ボラン

ティアとして参加してみません
か。
◆男女共同参画フォーラム実行
　委員
内　容　企画・運営
対　象　市本庁舎などで開催す
　る会議に出席できる人
◆男女共同参画情報紙「つばさ」
　編集スタッフ
内　容　企画・取材・編集
対　象　平日昼間に市本庁舎な
　どで開催する編集会議に参加
　できる人
いずれも
申し込み　男女共同参画室にあ
　る申込書に必要事項を記入し、
　直接窓口または郵送、ファク
　ス、Ｅメールで男女共同参画
　室(〒514-8611 住所不要、Ｍ
　229-3103@city.tsu.lg.jp)へ
　※申込書は、津市ホームページ
　からもダウンロードできます。
締め切り　４月15日(金)必着

と　き　５月22日～来年１月22
　日の日曜日(全18回)
ところ　久居総合福祉会館
対　象　市内に在住・在勤・在
　学で16歳以上の手話未経験者
定　員　抽選20人
費　用　3,240円(テキスト代)
申し込み　障がい福祉課または
　各総合支所市民福祉課(福祉課)
　にある申込書に必要事項を記
　入し、直接窓口または郵送、
　ファクスで障がい福祉課(〒
　514-8611 住所不要)へ
締め切り　４月22日(金)消印有効

◆健康水泳教室春のコース
と　き　５月12日～６月30日の
　毎週木曜日10時～11時30分
ところ　津市民プール
定　員　抽選50人(初心者優先)

費　用　5,500円(傷害保険料を
　含む)
◆水中ウォーキング教室
と　き　５月13日～７月１日の
　毎週金曜日10時～11時
ところ　津市民プール
定　員　抽選30人(初心者優先)
費　用　3,500円(傷害保険料を
　含む)
いずれも
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
申し込み　スポーツ振興課、津
　市スポーツ協会、津市体育館、
　津市民プール、各総合支所地
　域振興課にある所定の用紙に
　必要事項を記入し直接窓口ま
　たはファクスで提出
締め切り　４月15日(金)

と　き　６月４日(土)・５日(日)
　８時～19時(全２回)
ところ　消防本部３階
内　容　患者等搬送事業に必要
　な知識と技術の習得　※修了
　者に乗務員適任証を交付
対　象　車椅子やストレッチャー
　などを固定できる車両で、緊
　急性の低い入退院や通院、転
　院、社会福祉施設などへの搬
　送を行っている事業者の乗務員
教　材　「患者等搬送乗務員基礎
　講習テキスト2010年版ガイド
　ライン対応」(東京法令出版／
　税込み5,100円)を各自用意し
　て持参
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　４月18日(月)～５月
　23日(月)９時～17時

グリーンのカーテン

水中ウォーキング教室



火 水 木 金 土 日

ボートレース津│問い合わせ　競艇事業課　　224-5106　　224-9944

津市モーターボート競走場
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広報 つ！　平成28年４月１日号28

　フォークシンガーの山本コウタローさんを講師に招き
開催された津市人権講演会。ラストは「走れコウタロー」
など懐かしい曲のライブで会場が盛り上がりました。

　長野教育集会所地区学習会の「学びの発表会」が
開催され、参加した皆さんは人権かるた取りなどを
通して、交流を深めました。

　地元の桜の名所を守るため、毎年続けられている
桜の手入れ。参加した大井キッズクラブの子どもた
ちは、桜の根元に一生懸命肥料をやりました。

　芸濃町ソフトボールリーグの皆さんがコーチになり、
芸濃ソフトボールスポーツ少年団の子どもたちとの交
流会が開催されました。コーチの熱心な指導の下、子
どもたちは、懸命に練習に取り組みました。

　津市消防団香良洲方面団による恒例の餅つき大会
が開催され、たくさんの子どもたちが、つきたての
餅やアツアツの豚汁をおいしく味わいました。

真剣！かるた取り
２月15日 　中野文化会館

力を合わせてぺったんこ
２月14日 　香良洲公民館

タイミングばっちり！
２月21日　芸濃小学校グラウンド 春はまだかな？

２月14日 　大仰河川桜並木

懐かしのあのメロディー
２月11日 　サンヒルズ安濃
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　雄大な自然の中で行われ
た「木こり体験＆シイタケ
栽培」。チェーンソーを
使ったり、原木に穴を開け
てシイタケ菌を打ち込んだ
りと、普段できない体験に
参加した皆さんは大満足で
した。

　一志西小学校１年生が、地域の皆さんから、こま回し
やかるたなど９種類の昔遊びを教えてもらい、上手にで
きた喜びや、みんなで遊ぶことの楽しさを学びました。

　シロモチくんやゴーちゃんも登場した節分の豆ま
きでは、舞台の上から豆や餅がまかれ、たくさんの
人でにぎわいました。

　第９期津市民防災大学視察研修が開催され、受講生
の皆さんは、阪神淡路大震災直後の写真と比較しなが
ら、震災から復興した現在の街並みを見学しました。

　防衛省の補助金制度を活用して、久居消防署と中
消防署安濃分署に配備していた救急車が、最新式の
高規格救急車に生まれ変わりました！

復興の軌跡をたどって
２月14日 　兵庫県須磨区 千歳公園

最新式救急車で出動！
１月26日

林業と自然を体験
２月６日　美杉地域

昔遊びに挑戦！　
２月４日 　一志西小学校

豆まき 餅まき 福は内
２月３日 　久居元町 千手院賢明



広報 つ！　平成28年４月１日号30

記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

イベント

募　　集 水曜教室10時～

水曜教室14時～

木曜教室10時～

木曜教室14時～

４月20日・27日、
５月11日・18日・
25日、６月１日

４月27日
㈬

４月21日・28日、
５月12日・19日・
26日、６月２日

４月28日
㈭

と　き 締め切り

e-すまい三重│

健康体操の様子

ラ・フェスタ・プリマヴェラ2016
　東海・近畿地方を巡るクラシッ
クスポーツカーの祭典。今年も
往年の名車たちが津のまちを駆
け抜けます。
　４月15日(金)①13時55分～②
14時45分～③15時5分～　　①
一身田寺内町②メッセウイン
グ・みえ③市美里庁舎
　観光振興課(　229－3170)

美杉むらのわ市場 ３周年記念祭
　４月10日(日)10時～14時　※雨
天決行、荒天中止　　火の谷ビー
ル工場(美杉町八知)　　有機野
菜、干し野菜、木工品、石窯パ
ン、石窯ピザ、サンドイッチ、
マクロビごはんなどの販売や
ワークショップなど
　美杉リゾート(　272－1101)

税務職員(大学卒業程度)
国税専門官採用試験
　第１次試験５月29日(日)　　
昭和61年４月２日～平成７年４
月１日生まれの人、平成７年４
月２日以降生まれの人で大学を
卒業した人と平成29年３月まで
に卒業する見込みの人など　　
※申込期間４月１日(金)～13日
(水)、詳しくは国税庁ホーム
ページをご覧ください。
　名古屋国税局(　052－951－3511)

特定公共賃貸住宅入居者
　居住環境が良好な賃貸住宅と
して三重県が提供するファミリー
世帯向けの住宅に住みませんか。
民間賃貸住宅とは異なる入居者
資格がありますので、詳しくは

お問い合わせいただくか、ホーム
ページをご覧ください。
　サンシャイン千里(河芸町千
里ヶ丘)
　４月１日(金)～30日(土)に所
定の申込用紙に必要事項を記入
し、郵送で伊賀南部不動産事業協
同組合(〒514-0008 上浜町一丁
目5-1 エトアール津102)へ　※消
印有効
　同協同組合(　221－6171)

子ども料理体験教室
　子どもたちが自分の五感を使っ
て、旬の食材(よもぎ)と手作り
みそを使った料理を作り、生活
の知恵を育みます。
　５月８日(日)９時30分～12時
　橋南市民センター調理室　　郷
土料理(なべ餅、五平餅)、ほうじ茶
作り　　市内に在住の小学生(保護
者見学可)　　　16人　　1,000円
　４月９日(土)～13日(水)に、
すきっこクラブ代表(　090－
1411－5368)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。
　５～10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
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)

ふれあいスポーツ教室
①キッズコンディショニング
②ジュニアコンディショニング
　５月12日～６月30日の毎週木
曜日(全８回)①15時30分～16時
30分、②16時40分～17時40分　
　久居体育館　　市内に在住・
在学の①４歳児以上の未就学児、
②小学生　　各20人　　5,000円
　４月１日(金)～15日(金)にス
ポーツ振興課または各総合支所
地域振興課、津市スポーツ協会
にある申込用紙に必要事項を記
入し、直接窓口または郵送、ファ
クスで同協会(〒514-0027 大門
６-15、　273－5588)へ　※詳し
くは、同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)

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)　　各教室42人　
　2,000円
　電話または直接同店(　238－
0011)へ

JICAボランティア
　開発途上国で現地の人々と同
じ生活をしながら、共に働き、
国づくりに貢献するボランティ
アをしてみませんか。募集期間
中の４月16日(土)15時から、アス
ト津３階で説明会を開催します。
　４月１日(金)～５月９日(月)
に青年海外協力協会中部支部(　 
052－459－7229)へ
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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　

健　　康

無料相談

英語

ポルトガル語

中国語

５月10日～８月２日
毎週火曜日（全12回）

５月11日～７月６日
毎週水曜日（全８回）

６月２日～７月28日
毎週木曜日（全８回）

9,000円

6,000円

6,000円

と　き内　容 費 用

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

※津市国際交流協会個人年会費（2,000円）と
　テキスト代が別途必要

昨年の飯ごう炊さんの様子

裁判所・検察庁 共同見学会
　５月10日(火)13時30分～16
時30分(13時15分までに集合)　
　津地方検察庁(中央) 　裁判員
裁判法廷と検察庁の取調室など
の見学、裁判官・検察官などに
よる刑事手続に関する説明　　
　30人
　４月７日(木)～27日(水)に津
地方検察庁検察広報官(　228－
4165)へ　※平日９時～17時

キッズフェスティバル2016
　５月７日(土)８時30分～12時
※雨天決行　　成美小学校運動
場・体育館　　ドッジボール大会、
ドッヂビー大会他　　小学生　
　　ドッジボール８チーム、ドッ
ヂビー８チーム(いずれも１チー
ム８～15人)　※マグカップ、体
育館シューズ、靴袋を持参　　
１人200円
　４月16日(土)～30日(土)に、
チーム単位で所定の申込用紙に
必要事項を記入し、直接窓口ま
たは郵送、ファクスで津市スポー
ツ・レクリエーション協会事務局
(スポーツ振興課内、〒514－0056 
北河路町19－1 メッセウイング・
みえ内、　229－3247)へ　※申
込用紙は電話またはファクスで
同事務局(　229－3254)へ請求

わんぱくディキャンプ

　５月14日(土)９時30分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　飯ごう炊さん、カレー
作り、マッチの使い方　　市内に
在住の小学１～３年生　　　60
人　　1,200円
　４月８日(金)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ

母子父子寡婦福祉会総会
　一人親家庭、寡婦家庭の人な
らどなたでも参加できます。
　４月17日(日)10時30分～　　
サンデルタ香良洲
　津市母子父子寡婦福祉会津支
部(　223－2085)へ

初級語学講座(前期)受講生
　市内に在住の外国人による語
学講座を開講します。

　津リージョンプラザ第２会議
室　　15歳以上の人　　各講座
24人
　４月28日(木)までに津市国際
交流協会津支部(市民交流課内、
　229－3146)へ

熟年男女のふれ合いの集い
　結婚にこだわらず、気の合う
人と二人で支え合って、この先
の人生を楽しく暮らしましょう。
　５月５日(木・祝)13時30分～
16時30分(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)　
　50～70歳の人で配偶者のいな
い人　　150人　　1,000円　
※筆記具を持参
　津シルバークラブ(　225－
7000)

和菓子教室＆カフェ会
　５月24日(火)10時～13時30
分　　安濃中公民館調理室　　
老舗和菓子店「新月」おかみによ
る創作和菓子の教室　　市内に在
住の人　　　16人　　3,500円
　４月８日(金)～25日(月)にマ
ザーズエイドみえホームページ

から申し込み
　マザーズエイドみえ担当(　
090－1414－4789)

家族介護教室
　４月19日(火)10時～11時30
分　　津センターパレス３階津市
社会福祉協議会会議室１　　腰
痛予防のための体操　　市内に
在住の60歳以上の人　　　20人
　４月５日(火)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

歯のこと何でも電話相談
受付電話Ｔ225－1071、225－8747
　入れ歯、インプラント、小児
歯科、歯周病など歯に関する悩
みに歯科医師が応えます。
　４月17日(日)10時～15時
　三重県保険医協会(　225－1071)

弁護士による法律相談(面談)
　４月25日、５月23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)
　４月20日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

カウンセラーによる相談
(面談・電話相談)
専用電話Ｔ229－3120

　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)
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Mayor’s Column

津市長　前葉　泰幸

津市長コラム「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマについて語ります

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

　津市中学生「ケータイ安全利用宣
　言」報告会…２月２日

　津市立中学校の代表者たちが参加
するリーダー研修会で、携帯電話の使
用ルールを作成。県内初となる８項
目の「安全利用宣言」を発表しました。

　農林水産省「鳥獣被害対策優良活
　動表彰」受賞者 来訪…２月24日
　上ノ村自治会獣害対策協議会が、
農村振興局長賞を受賞されました。
同賞の受賞は、片田地区獣害対策協
議会に次ぎ、津市で2例目です。

　テロ対策(伊勢志摩サミット関連)
　訓練(津なぎさまち)…２月25日

　津なぎさまちで化学薬品テロを想
定した合同訓練を実施しました。サ
ミットを見据え、今後も警察・消防と
市対策本部との連携強化に努めます。

　「津市白銀環境清掃センター」の埋立処分場が、
本年３月末をもってその役割を終えました。昭和
48年の開設以来、43年間の長きにわたって、津・
安芸と久居・一志の11市町村のゴミ307万立米を
14.9haに埋め立てたことになります。環境問題へ
の関心が高まりゴミの減量やリサイクルの推進な
どで処分場の延命化を図る時代が到来したとはい
え、ここまで長期間の受け入れを可能にしたの
は、何より地域の方々が２度の埋め立て期間の延
長にご同意くださったおかげにほかなりません。
片田田中町自治会、野田第１自治会、野田第２自
治会をはじめ片田地域の住民の皆さまのご理解と
ご協力に心より感謝申し上げます。
　白銀に代わる新しい最終処分場の建設に向けた
検討が開始されたのは、白銀第１期処分場の埋め
立てが完了し、第２期の供用が始まったころのこ
とでした。次期処分場は久居・一志地域において
確保するという合意が11の市町村長の間で結ばれ
たのは平成６年11月、今から20年以上も前になり
ます。しかしながら、その10年後嬉野町が松阪市
との合併のために離脱し、残る10市町村が新・津
市となった平成18年になってもまだ候補地の選定
作業は難航していました。市民にとってなくては
ならない施設であっても、新規に最終処分場を設

置することは近年ますます困難になってきている
のです。
　それでも、白銀第２期埋立処分場の切迫状況や
新処分場の整備に要する期間を考えると、一刻の
猶予もなりません。事情をご説明して白銀の地元
自治会に埋め立て期間の延長にご同意いただき、
平成19年秋、新たに公募による候補地の選定を開
始しました。ゴミの減容による施設面積の縮小化
と技術の進歩による最新鋭設備の導入も一助とな
って、ありがたいことに美杉町下之川の皆さまが
施設の受け入れにご理解を示してくださいました。
こうして平成20年の暮れ、下之川自治会連合会と
の合意のもと建設地がようやく決定したのです。
　新しい最終処分場は周辺環境に最大限配慮した、
これからの時代にふさわしいものとなっています。
埋立槽を屋根で覆うクローズドシステムを採用
し、ゴミの飛散やガスの拡散などを防ぎます。内
面は二重の遮水シートと漏水検知器で安全性を確
保します。
　埋め立て処分するのは、リサイクルセンターで
選別破砕された後の不燃残さ(陶磁器、ガラス、鏡、
化粧品や消毒用のびん等)に限られます。埋め立て
前に付着した有機物等を洗い流し、埋め立て後も
散水をしてガスや臭気を抑えながらゴミの早期安
定化を図ります。使用した水や埋め立てゴミから
の浸出水は全て浄化処理されて再び洗浄水や散水
となる循環利用方式です。施設外への放流は一切
ありません。このシステムを採用するのは、自治
体が作る一般廃棄物最終処分場の中では全国初と
なります。
　新処分場の正式名称は「津市一般廃棄物最終処
分場」。平成28年４月１日、本日より稼働開始です。

ありがとう、白銀。
お世話になります、下之川。
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市税納期限一覧表

平成28年４月１日発行
収税課

　229－3135 　229－3331

平成28年度
市税納期限一覧表

固定資産税
都市計画税
全　期 第１期

５月２日■
納期限

44月

軽自動車税

全　期

５月31日■
納期限

５５月

市　民　税
県　民　税
全　期 第１期

６月30日■
納期限

６６月

固定資産税
都市計画税

第２期

８月１日■
納期限

７７月

市　民　税
県　民　税

第２期

８月31日■
納期限

8月 ９月

市　民　税
県　民　税

第３期

10月31日■　
納期限

10月 11月

固定資産税
都市計画税

第３期

12月26日■
納期限

1212月
市　民　税
県　民　税

第４期

１月31日■
納期限

１月

固定資産税
都市計画税

第４期

２月28日■
納期限

２２月 ３月

　まちづくりの中
にあなたの税が生
かされています。

　市税の納付に便
利な口座振替制度
をご利用ください。

　納期限までに忘
れずに納めましょ
う。

　給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が
土・日曜日、祝・休日の場合は、その翌営業日になります)

月 月

月

火 木

水

火 火

月
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市税納期限一覧表

●指定する口座の預貯金通帳
●通帳に使用している印鑑
●口座振替を希望する市税の納税通知書

　市税条例の一部改正があり、次の理由で市税
を納付(納入)することができないときは、申請を
すると、１年以内の期間で市税の徴収の猶予が
認められる場合があります。

●災害または盗難にあったとき
●納税者または生計を共にする親族が病気・疾 
　病になったとき
●事業が著しい損害を受けたとき　など
　また、市税を納付(納入)することにより、生活
の維持または事業の継続が困難になる恐れがあ
り、かつ、一定の要件に該当するときは、納期
限から６カ月以内に申請をすると、１年以内の
期間で財産の換価の猶予が認められる場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　収税課　　229-3135・3136　　229-3331

納税は忘れずお早めに
市税の納付には

便利で確実な口座振替を

市税条例の一部が
改正されました

～猶予制度の見直し～

コンビニ納付のご利用を

市税の納税通知書を送付

　通知書が届いたら、内容を確認してください。

固定資産税・都市計画税
軽自動車税
市民税・県民税(普通徴収)

手続きに必要なもの

取扱金融機関

　税金は納期限内に忘れずに納付しましょう。

●納期限後20日以内に督促状が発送され、督促
　手数料80円を合わせて納付することになり
　ます。
●市の「納税催告センター」から電話で納税催
　告の連絡を受ける場合があります。
●延滞金が加算される場合があります。
●財産の差押えなどの滞納処分がされることに
　なります。

　コンビニから固定資産税・都市計画税、軽自動
車税、市民税・県民税(普通徴収)を納めることも
できます。ぜひ、ご利用ください。
　ただし、次のような納付書は、コンビニでは利
用できません。

●納期限が過ぎた納付書
●納付書１枚当たりの金額が30万円を超えてい
　るもの
●破損・汚損などによりバーコードが読み取れな
　いもの
●バーコードが印刷されていないもの（督促状や
　催告書）
●金額を訂正したり、金額を書き加えたりしたもの

　口座振替の申し込みをすると、税金が納期限
の日に自動的に引き落とされます。簡単な手続
きで納める手間や、納め忘れがなくなります。
　手続きは、納期月の１カ月前までに、取扱金
融機関で行ってください。
対象税目　固定資産税・都市計画税、軽自動車
　税、市民税・県民税(普通徴収)

　百五銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、
りそな銀行、三重銀行、第三銀行、三重信用金
庫、中京銀行、津信用金庫、商工組合中央金庫、
津安芸農業協同組合、東海労働金庫、三重県信用
農業協同組合連合会、三重中央農業協同組合、一
志東部農業協同組合、三重信用漁業協同組合連合
会、以上の本店、各支店および各出張所、ゆう
ちょ銀行

４月初旬
５月初旬
６月初旬

納税通知書 送付時期

納期限内に納付がない場合

対象となる理由
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環境だより

環境だより環境だより環境だより環境だより環境だより環境だより環境だより環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして

平成28年4月1日発行
平成28年　第２号
環境政策課

　229－3139　　229－3354

赤池

大スダジイ

新エネルギーゾーン

ビジター
センター
ビジター
センター

ストックヤード棟

車庫棟

管理棟

環境学習
センター
環境学習
センター

三の尾根

二の尾根

一の尾根 池尻池

トイレ 駐車場

休憩広場

大クスノキ

くすのき広場

見晴らし台

パノラマ広場

集いの広場
三の谷

二の谷

一の谷

津市リサイクルセンター
自然公園案内図

工場棟工場棟

環境学習センター（管理棟２階）
工場棟見学エリア

ビジターセンター

　津市リサイクルセンターでは、誰でも利用でき
る自然公園を併設しています。外周およそ１km
の遊歩道を備え、地形を生かした広場や見晴らし
台なども整備。いくつものコースを自由に散策で
き、多くの樹林や生き物などと触れ合いながら四

季折々の自然の変化を感じることができます。
　また自然公園の入り口にあるビジターセンター
は、公園利用者の休憩スペースとして利用できま
す。ビジターセンターでは、今後、自然公園を利
用した自然観察会などを開催していく予定です。

津市リサイクルセンターに遊びに来てください

自然公園で季節の変化を探してみませんか

利用時間　９時～17時
休館日　月曜日・年末年始（12/29～１/３）
問い合わせ　　237-1185　　237-5385

利用時間　８時30分～17時15分
休館日　年末年始（12/29～１/３）
問い合わせ　　237-5377
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環境だより

使い捨てライター 乾電池

水銀式体温計

スプレー缶
卓上カセットボンベ

蛍光管

　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、集積所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

増やしました。ペットボトルを出す時は、次のこ
とを守って出してください。

★収集は３カ月に１回
★卓上カセットボンベ・
　スプレー缶は穴を開け
　ずに出せます　※ただ
　し、穴を開ければ金属
　の日に出せます

ペットボトルの収集が月１回から月２回に1.

危険ごみという分別区分が新たにできました2.

４月１日から変わりました！ごみの出し方

★　　マークがついたボトルが対象です。
★必ず中身を使い切り、きれいにしてから出
　してください。
★キャップ、ラベルは取り外して容器包装プ
　ラスチックに出してください。 
★透明または半透明の袋に入れて出してくだ
　さい。 

★透明または半透明の袋に入れて出してください。
★スプレー缶、使い捨てライターはできる限り中身を使い切ってください。
★蛍光管は割れないように、入っていた箱や筒もしくは透明または半透明の袋に入れて出してください。
★水銀式体温計は割れないよう、なるべく専用の容器に入れ、透明または半透明の袋に入れて出してく
　ださい。専用の容器が無い場合は、透明または半透明の袋に入れて出してください。

危険ごみの対象になるもの

危険ごみは品目別に分別を！他のごみと混ぜないでください
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環境だより

　汚れの取り切れない容器包装プラスチックはリ
サイクルすることができません。
　４月１日から、汚れが取り切れないものは燃や

せるごみとして処理することになりました。その
ため家庭での分別時から、燃やせるごみとして出
してください。

★中身の商品を使用後、空になったプラスチック製の容器や包装
★フタやキャップなど、容器や包装の一部になっているもの
★商品の保護または固定に使われているもの、フタやトレイに準ずるもの

リサイクルに支障があるため
二重袋で出さないでください

麺や具が残ったら、不要になった紙などで拭き取ってください。

残った菓子のかけらが付いていたら、落としてください。

★マヨネーズ、ケチャップ、歯磨き粉などのチューブ類、食用油の
　ボトル、レトルト食品袋、しょう油の容器、わさびの小袋など

この
マークが
目印！

分別区分、出し方が変更になる品目4.

容器包装プラスチックの汚れが取り切れない場合は
燃やせるごみの日に出してください

3.

使用済み使い捨てカイロの
分別区分

燃やせるごみ

縛って透明または
半透明の袋に入れて
燃やせるごみの日に

わたとシーツを分けて出す
ことになっていましたが…

燃やせないごみから

し ば

布団の出し方

燃やせるごみ

カ
ッ
プ
麺
な
ど

菓
子
袋
な
ど

容器包装プラスチックの対象になるもの

中身を使い切って、汚れを取り除いてから出す

汚れが取り切れない容器包装プラスチック
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環境だより

　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「平成28年度家庭ごみ収集カレンダー」をご覧
ください。
　また、品目によっては収集時間が変わることもありますの
で、「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」出してください。

ごみを出す曜日が変更に5.

　自治会が管理するごみ一時集積所の設置工事
等に要する費用に、補助金を交付します。
　なお、平成28年４月１日から制度の一部が
変更になりました。
補助金額
●設置工事…補助対象事業費の３分の１(１箇
　所当たり１万円以上のものに限る)
●改修等工事…補助対象事業費の３分の１(１
　箇所当たり５万円以上のものに限る)
※設置工事、改修等工事ともに補助金は１箇所
　につき15万円を限度額として、前回の補助
　対象工事から３年以上経過していること。

申し込み・問い合わせ
　設置および改修等工事を行う前に環境事業課
または各総合支所地域振興課に相談の上、所定
の申請書類を提出してください。

津市ごみ一時集積所設置等事業補助金制度

問い合わせ　環境事業課　　237－5311　　237－0079　　各総合支所地域振興課

ごみの分別・リサイクル・ごみ収集・集積所に関すること

施設・自己搬入に関すること

環境施設課　　　　　　　　　　２３７－０６７１

津市リサイクルセンター　　　　２３７－５３７２
環境政策課　　　　　　　　　　２２９－３２５８
環境事業課　　　　　　　　　　２３７－５３１１
久居総合支所地域振興課　　　　２５５－８８４３
河芸総合支所地域振興課　　　　２４４－１７０６
芸濃総合支所地域振興課　　　　２６６－２５１６
美里総合支所地域振興課　　　　２７９－８１１９
安濃総合支所地域振興課　　　　２６８－５５１７
香良洲総合支所地域振興課　　　２９２－４３０８
一志総合支所地域振興課　　　　２９３－３００８
白山総合支所地域振興課　　　　２６２－７０１７
美杉総合支所地域振興課　　　　２７２－８０８５

問い合わせ地　域

問い合わせ施　設

津地域

久居地域
河芸地域
芸濃地域
美里地域
安濃地域
香良洲地域
一志地域
白山地域
美杉地域

西部クリーンセンター
クリーンセンターおおたか
津市リサイクルセンター
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子育て推進課

　229－3167　　229－3451

折り込み紙

保育所等の
利用案内

保育所等の利用案内

　保育所等には、保育所、認定こども園、地域型
保育事業(事業所内保育、小規模保育)などがあ
り、保護者の就労や病気のため保育が必要と支給
認定を受けた場合に利用することができます。
支給認定とは
　教育を利用できる１号認定と保育を利用できる
２号認定・３号認定があり、保育所等を利用でき
るのは、保護者が次のいずれかに該当するため、
２号認定・３号認定を受けた場合です。また、「保
育必要量」も併せて認定されます。
●就労
　フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅
　内の労働など、常に１カ月あたり60時間以上
　労働している
●妊娠・出産
　母親が出産予定または出産後間がない(出産予
　定日の前後２カ月程度)
●疾病・障がいなど
　保護者が疾病・障がいを持っている
●病人の看護など
　同居の親族を常時介護または看護している
●災害復旧
　家庭が災害に遭い、その復旧にあたっている
●求職活動
　求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
●就学
　特定の教育施設に在学(職業訓練を含む)している
●社会的養護
　虐待やＤＶのおそれがある
●育児休業中の継続利用
　育児休業取得中に、既に保育を利用している子
　どもがいて、継続利用が必要である
●その他
　上記に類する状態として市が認める場合

　「保育必要量」の認定区分によって、利用できる
時間が変わります。
保育短時間認定
　必要に応じて最長８時間(お
おむね８時30分～16時30分)
保育標準時間認定
　必要に応じて最長11時間(お
おむね７時30分～18時)　※保
育所等により異なります。

保育所等とは 保 育 時 間

延長保育
　保護者の勤務状況など、やむを得ない事情によ
り、認定された保育時間を超えて保育が必要な場
合に、有料で延長保育を行っています。延長時
間・料金は保育所等により異なります。
休日保育
　保育所等を利用中の乳幼児で、津市で支給認定
を受けた理由のため日曜日や祝・休日に保育が必
要な場合に利用できます。利用には子育て推進課
での事前登録と施設での予約が必要です。なお、
予約は利用したい月の前月１日より施設で受け付
けます。
一時預かり
　保護者の就労や病気、出産、育児疲れなどで一
時的に保育が必要になった場合に、有料で利用で
きます。事前に保育所等での利用申し込みが必要
です。料金などは保育所等により異なります。
病児・病後児保育
　病気や病後の子どもを、家庭で保育できない場
合に、有料で病院などに付設されたスペースで預
かります。事前に施設での登録と利用申し込みが
必要です。

その他の保育

※上記の要件に該当し、支給認定を受けていて
　も、希望する保育所等の定員に余裕がない場
　合は、その保育所等の利用ができません。
※支給認定申請の内容に虚偽がある場合は、支
　給認定を取り消します。
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保育所等の
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　ふたば幼稚園(白塚町・定員105人)は、４月から子
ども・子育て支援新制度に移行します。利用する場合
は、入園申し込みと同時に支給認定(１号)を受ける

必要があります。また保育料は市が定める額をふた
ば幼稚園に支払うことになります。詳しくは、ふたば
幼稚園(　232－3228)までお問い合わせください。

　　保育が必要である支給認定の申請と保育所等
　　の利用申し込みはいつからできますか？
　　利用開始を希望する月の２カ月前から前月10
　　日までの間です。また、利用開始日は原則毎
　　月１日です。
　　保育料の切り替えはいつですか？
　　毎年９月が切り替え時期です。なお、４月分
　　から８月分までは保護者の前年度の市町村民
　　税額によって、９月分から翌年３月分までは
　　当年度の市町村民税額によって決定します。

　　保護者の転職や退職、出産などにより利用し
　　ている児童の家庭の状況が変更になった場合、
　　報告は必要ですか？
　　転職、退職、出産、転居や保護者変更など家
　　庭の状況が変わった場合は、支給認定変更申
　　請等を行っていただく場合がありますので、
　　必ず子育て推進課または保育所等へお知らせ
　　ください。また、支給認定変
　　更申請等を行う場合は状況に
　　応じた書類の提出が必要です。

施設等名称 所在地 電話番号 定員
どんど子保育園
※地域型保育事業は０～２歳児が対象です。

久居寺町 254－6080 19

施設等名称 所在地 電話番号 定員
○ ●つまちなか保育園 大門 253－5454 20

利
用
定
員（
人
）

特別保育
電話番号所在地保育所名

（私立）

保育所等Q&A

保育所等・保育内容一覧

Ｑ.

Ａ.

Ｑ.

Ａ.

Ｑ.

Ａ.

※「一時預かり」の●印は保育所等に空きのある場合に限ります。

※平成28年６月１日開始予定

施設等名称 所在地 電話番号 定員

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

⇩

白塚愛児園
高田保育園
津愛児園
津カトリック保育園
清泉愛育園
さつき保育園
三重保育院
三重保育院乳児保育所
ぼだいじ保育園
片田保育園
つ保育園
泉ヶ丘保育園
大里保育園
公園西保育園
豊野保育園
ひかり保育園
藤水保育園
志登茂保育園
上浜保育園
はなこま保育園
風の子藤水保育園
すぎのこ保育園
久居保育園
ゆたか保育園
さくら保育園
美里さつき保育園
第二はなこま保育園
風の丘藤水保育園
大川乳幼児保育園

白塚町
一身田町
桜橋三丁目
西丸之内
南丸之内
新町一丁目
柳山津興
柳山津興
南中央
片田志袋町
藤方
野田
大里睦合町
長岡町
一身田豊野
半田
藤方
一身田平野
上浜町五丁目
高茶屋小森町
雲出島貫町
久居中町
久居西鷹跡町
河芸町中別保
河芸町影重
美里町五百野
高茶屋小森上野町
戸木町
大谷町

232－3214
232－2075
226－0117
227－2512
228－6380
228－2574
228－4406
228－4406
228－7473
237－0585
225－5255
237－1655
232－1522
224－0150
231－1364
226－8085
225－1501
231－1854
227－7592
235－5665
238－0355
255－5100
259－0080
245－1128
245－1163
279－2000
238－1616
253－7708

180
130
130
100
70
90
106
100
120
90
100
90
100
120
120
107
220
80
80
70
90
90
148
90
90
90
180
90
27

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

●

○

○

●

●
○

080－9370－5783

保育所

認定こども園（幼保連携型）

地域型保育事業（事業所内保育）

地域型保育事業（小規模保育）

子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園

一時
預かり

延長
保育

休日
保育

一時
預かり

利
用
定
員（
人
）

特別保育
電話番号所在地保育所名

（公立）

栗真保育園
立誠保育園
観音寺保育園
相愛保育園
高洲保育園
中央保育園
乙部保育園
新町保育園
橋南保育園
雲出保育園
高茶屋保育園
北口保育園
野村保育園
ひとみね保育園
こべき保育園
北部保育園
千里ヶ丘保育園
上野保育園
芸濃保育園
安濃保育園
香良洲保育園
川合保育園
高野保育園
白山保育園
八知保育園

栗真小川町
島崎町
観音寺町
相生町
高洲町
中央
寿町
桜田町
船頭町津興
雲出伊倉津町
高茶屋三丁目
久居北口町
久居野村町
久居一色町
久居元町
久居北口町
河芸町千里ヶ丘
河芸町上野
芸濃町椋本
安濃町曽根
香良洲町
一志町八太
一志町高野
白山町南出
美杉町八知

232－3218
228－6342
227－5910
228－2062
225－3157
226－4120
226－0115
226－0116
228－6344
234－3940
234－2063
255－4566
256－0303
252－0854
256－3331
256－3679
245－0098
245－1167
265－2027
268－2761
292－2511
293－1633
293－0024
264－0080
272－0224

75
90
85
45
45
120
50
85
90
70
140
150
120
130
135
70
80
65
130
170
95
150
150
170
45

○
○
○
○
○

○
○

○

●
●
●
●
●

●

●
●

延長
保育

休日
保育

○

○

○

○

○

認定こども園
杜の街ゆたか園

豊が丘二丁目

河芸町三行

125

100

80

120

271－6970

244－1166

244－1515

236－6100

藤認定こども園

認定こども園
みらいの森ゆたか園
認定こども園
こどもの杜ゆたか園

河芸町杜の街
一丁目

一身田
上津部田

※定員は保育利用分

※定員は地域枠利用分
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