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長野・辰水・高宮小学校の児童が、自然体験教室でアマゴのつかみ捕りに挑戦（5月17日 細野川）表紙

地域の中での避難体制づくり
これまでの歩みと
　これからの津市のまちづくり②

夏休み子ども体験講座

地域の中での避難体制づくり特集
P２

これまでの歩みと
　これからの津市のまちづくり②
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地域の中での避難体制づ
くり

～助け合いで安心して暮
らせる地域を目指して～

広報 つ！　平成28年７月１日号2

　ねえねえ、シロモチくん。避難行動要支援者
名簿ができたって聞いたんだけど、どんな名簿
なの？

　災害が起きたときにひとりで避難することが
難しく支援が必要な人をまとめた名簿なんだよ。
自治会単位に名前や生年月日、性別、住所、支

援が必要な理由が記載されているん
だ。
　この名簿にはどんな人が載ってい
るの？
　高齢者で介護保険の認定を受けて
いる人や、障害者手帳や療育手帳が
交付されているような人などが載っ
ているんだよ。
　この名簿はどんなところに配られ
ているの？
　自治会や自主防災組織、民生委員、
社会福祉協議会、消防機関、警察署
に配られているんだ。
　この名簿はどういうふうに使われ
るの？

　津市では「避難行動要支援者名簿」を作成しました。高齢者や障がいのある方などのう
ち、災害が起きたときに自分の力で避難することが困難で特に支援が必要な方々が登録され
ています。自治会や自主防災会、民生委員などの避難支援に携わる関係者に名簿情報を提供
し、地域の避難体制づくりに生かしていきます。



問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247
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津市総合防災訓練の様子

　災害が発生して避難が必要なときに使
うものなんだけど、事前に避難のための
準備にも使うことができるんだ。
　避難のための事前の準備ってどんなこ
とをするの？ 
　例えば、支援が必要な人がどこに住ん
でいて、どんな状況かが分かるから、事
前に場所を確認して地図に示しておいた
り、支援が必要な人の状況に応じて、避
難の方法や経路をあらかじめ確認したり
することができるよ。
　どこに、どうやって避難するのか前
もってわかっていると、心強いわね！
　そうなんだ。阪神淡路大震災では、隣
近所の人たちによる支援が行われ、多く
の人の命が救われているんだ。だから、
避難の支援が必要な人を名簿にして、事
前に準備を行い、実際に災害が発生した
時にスムーズに支援が行えるようにした
んだよ。
　支援を必要とする人を地域で守ってい
こうということなのね。
　うん。でもあまり難しく考えないでほ
しいんだ。災害の状況によっては、支援する側
も被災者になることもあるので、無理のない範
囲でできる限りの支援を考えればいいんだよ。
もし、自分自身に危険が迫っていたら、まずは
身の安全を確保することが大事だよ。

　良く分かったわ。この名簿を使って具体的な
取り組みを始めているところはあるの？
　地域の皆さんが話し合って避難計画を立てた
り、実際に訓練を行って、支援の方法や手順を
確かめたりしているところもあるよ。
　そうしておけばいざというときに慌てなくて
すむわね！
　実際に危険が迫っているときは、避難の手助

けが必要な人の自宅を訪ねて、一緒に避難する
ことになるから、支援する人と支援が必要な人
が普段から顔の見える関係を築いておくとス
ムーズな避難につなげることができるんだ。
　出来上がった名簿をもとに、地域の中で支援
の輪が広がりつつあるのね。
　災害が起こった時に、まずは自分たちで何が
できるのかを考えて備えておくことで、地域の
助け合いの力が高まっていくといいね。



広報 つ！　平成28年７月１日号4 広報 つ！　平成28年７月１日号4

市民部編

22
　市民部は、市民生活の最も身近な窓口として、住民票などの証明書の発行や各種届出を取り扱うとともに、市民の皆さ
ん、また自治会をはじめさまざまな市民活動に携わっている方々の意見をお聞きし、安全・安心なまちづくりを進めるほ
か、基本的人権が尊重され、男女共同参画が推進される魅力あるまちを築くため、平成19年３月に「人権尊重都市宣
言」、「男女共同参画都市宣言」を行い、一人一人の人権が尊重されるまちづくりを進めています。
　安全・安心なまちづくりへの取り組みとして、平成24年度に自治会が設置する防犯灯の補助事業を拡大し、自治会の
皆さんにスピーディーに取り組んでいただいた結果、平成27年度末までに11,053基のＬＥＤ防犯灯が設置され、ＬＥＤ
化率は約41％となりました。さらに、地域の身近な課題は総合支所で解決できるよう、平成25年４月に総合支所長の権
限で道路や公園などの簡易な修繕が実施できる「地域インフラ維持・補修事業」をスタートし、平成27年度までに
12,513件の修繕を行いました。
　また、４大プロジェクトの一つである新斎場「いつくしみの杜」は、平成27年１月２日に業務を開始しました。
　昨年４月には、地域の課題や思いをお聞きし、これまで以上に課題の早期解決に取り組むため、「地域連携課」を新た
に設置し、市内37地区で「地域懇談会」を開催しています。
　これからも、課題解決に向け、市民の皆さんと同じ方向を向いて考える、対話と連携のまちづくりを進めていきます。

もり

▼江戸橋駅前自転車等駐車場の
供用開始

▼津市暴力団排除条例制定

▼市長と市民による市政懇談会
を開始

▼集落間防犯灯整備
事業を開始

▼市民便利帳の発刊

▼新斎場建設整備計画を策定

▼津市犯罪のない安全・安心なまち
づくり基本計画を策定

▼津市人権施策基本方針を策定

▼津市男女共同参画基本計画を策定

▼津市国際交流デーがスタート

▼パブリックコメント手続きを制度化

▼第１回津市男女共同参画フォー
ラムを開催

▼消費生活センターを開設

▼津市・オザスコ市姉妹都市提携
30周年記念事業を開催

▼第１回男女共同参画フォーラム ▼国際交流デー ▼人権施策基本方針、
　男女共同参画基本計画

▼集落間防犯灯

▼市民便利帳

H18 H19 H20 H21 H22 H23

市民の皆さんの
ニーズに

応えるための
土台作りを推進

即答・即応
する市役所
づくりの推進

もっと
できること

【合併後】
市民の皆さんの思いや願いを形にするために

【平成24年度】 【平成27年度】 【さらに未来へ】
市民の皆さんの思いや願いを形にするために

市民の皆さんの声
対話連携推進室 地域連携課

的確に
把握

施策に
反映

これまで以上に
市民に寄り添う
市民の思いを

施策に結びつける

より高みを
目指した対話と
連携による
まちづくり



問い合わせ　市民課　　229－3143　　221－1173

5広報津８月１日号では「スポーツ文化振興部編」をお届けします。広報津８月１日号では「スポーツ文化振興部編」をお届けします。

▼地域連携課を設置

▼市内37地区で地域懇談会を開始

▼マイナンバーカードの
交付開始

▼新斎場「いつくしみの杜」の業務を開始

▼南が丘会館別棟増築・利用を開始

▼自治会掲示板設置補助事業を開始

▼津市・鎮江市友好都市提携30周年記念事業を開催

▼地域インフラ維持・補修事業を創設

▼地域政策会議を創設

▼自治会設置防犯灯のＬＥＤ化支援を開始

▼対話連携推進室を新設

▼江戸橋駅西自転車等駐車場の供用開始

▼第２次津市男女共同参画基本計画を策定

▼江戸橋駅西自転車等駐車場 ▼南が丘会館別棟 ▼新斎場「いつくしみの杜」 ▼マイナンバーカード交付窓口

H24 H25 H26 H27

11
22
33

マイナンバー社会に
対応したサービスの提供

安全・安心な
生活環境の整備

マイナンバー社会に
対応したサービスの提供

安全・安心な
生活環境の整備

市民生活に身近な
課題の早期解決
市民生活に身近な
課題の早期解決

市役所各部の
連携・実行
体制の強化

さらなる防犯・
交通安全
対策の強化

さまざまな
手法による

窓口サービスの
利便性の向上 市役所各部の

連携・実行
体制の強化

さらなる防犯・
交通安全
対策の強化

さまざまな
手法による

窓口サービスの
利便性の向上

▼市政懇談会

▼地域インフラ維持・補修事業
▼地域連携課を設置▼ＬＥＤ防犯灯 ▼自治会設置掲示板

▼地域懇談会を開始

もっとできることもっとできること市民の皆さんの声を施策に反映市民の皆さんの声を施策に反映

区画線設置 緊急路面復旧区画線設置 緊急路面復旧



広報 つ！　平成28年７月１日号6

問い合わせ　介護保険課　　229－3149　　229－3334

　要介護認定を受けている全ての人に送付してい
る介護保険負担割合証(水色)の有効期限が近づい
てきたため、新しい介護保険負担割合証を７月中
旬に送付します。介護保険サービスを利用した場
合、65歳以上の人で一定以上の所得がある人は
２割負担になります。介護保険負担割合証には、
サービスを利用する時の利用者負担割合(１割ま

たは２割)が記載されていますので、介護保険被
保険者証(ピンク色)と一
緒に、ケアマネジャーお
よびサービス事業所へ提
示してください。
有効期間　８月１日(月)
　～来年７月31日(月) 介護保険負担割合証

利用者負担
の割合

●割

高齢者が安心して暮らせるまちへ
介護保険制度のお知らせ

平成28年度の介護保険料

　４月･６月･８月の保険料額は仮徴収額として既
に通知していますが、各月の保険料額が年間を通
してできるだけ均等な額となるように、８月の年
金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化
を図ります。
　「平成28年度納入通知書(介護保険料額決定通
知書)」の本年度８月の保険料額が、既に通知し
ている額と異なるのは、平準化によるものです。
今年度決定した保険料の年額が変わるものではあ
りませんので、ご理解をお願いします。
※確定申告を申告期限日以降に行った場合など、
８月以降の納付額が均等にならないことがありま
す。ご了承ください。

８月以降の
保険料の計算は…

例えば… に該当する人の場合

年　度 ４月
仮徴収 本徴収
６月 ８月 10月 12月 ２月

14,200平成27年度 14,200 15,100 15,100 15,100 15,100 88,800

単位：円

単位：円

第６段階
年額

年　度 ４月
仮徴収 本徴収
６月 ８月 10月 12月 ２月

15,100平成28年度 15,100 16,500 16,500 16,500 16,500 96,200

第７段階
年額

｛年額96,200円－(４月分15,100円＋６月分15,100円)｝÷４＝16,500円
※100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

介護保険負担割合証を発送

「特別徴収」仮徴収額の調整例

　平成28年度の介護保険料が決定しました
ので、７月中旬に納入通知書によりお知らせ
します。なお、65歳以上の人の介護保険料
(年額)は、本年度の市民税課税状況や合計所
得金額などにより、13段階となっていま
す。詳しくは納入通知書、または津市ホーム
ページなどでご確認ください。
　介護保険料は、介護保険を運営するための
大切な財源です。安心して
サービスを利用できるよう
ご理解をお願いします。

所得段階平成
27年度

保険料年額
第６段階 88,800円

　
所得段階 保険料年額
第７段階 96,200円

　

「特別徴収」仮徴収額を調整します

平成
28年度
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食費･部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

非課税年金も判定の対象に

【所得条件】

世帯が異なっていて
も配偶者が住民税を
課税されている場合
は対象外

住民税非課税

超える

超えない

住民税課税

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

変わります！

一定額とは…
　配偶者あり
　　合計2,000万円
　配偶者なし
　　　　1,000万円

　介護保険３施設(介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設)やショートステ
イを利用する人の食費･部屋代は、本人の自己負
担となりますが、低所得の人(住民税非課税世帯)
は、申請により食費･部屋代の負担が軽減されま
す。ただし一定額以上の預貯金などの資産を持っ
ている人は、軽減の対象になりません。　
申請に必要なもの　
　負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳な
どの写し(直近２カ月分、配偶者分も含む)、印鑑

介護保険負担限度額の申請 ※個人番号の記載がある場合には、被保険者本人
　または代理人の身元確認のために各種証明書の
　提示または添付が必要です。
申請前に確認を
●複数の預貯金がないか
●通帳の記帳をしてからコピー
●総合口座の場合は定期預金の
　有無や履歴の有無
●履歴があれば残高が０円でも写しが必要
※通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてか
　らでないと受け付けできない場合があります。

ユニット型
個室

ユニット型
準個室 従来型個室 多床室

生活保護の受給者、または本人および世帯全員（世帯
を分離している配偶者を含む。）が住民税非課税で、
老齢福祉年金の受給者

300円 820円 490円 490円
(320円) 0円

平成28年
７月まで

本人および世帯全員（世帯を分離している配偶者を含
む。）が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税
年金収入の合計額が80万円以下の人

390円 820円 490円 490円
(420円) 370円

平成28年
８月から

本人および世帯全員（世帯を分離している配偶者を含
む。）が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年
金収入と非課税年金収入の合計額が80万円以下の人

本人および世帯全員（世帯を分離している配偶者を含
む。）が住民税非課税で、第２段階以外の人 650円 1,310円 1,310円 1,310円

(820円) 370円

居住費等の負担限度額
利用者負担段階 対象者

第２段階

第１段階

※（　　）内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

第３段階

食費の
負担限度額

　公平性をさらに高めるため、平成28年８月か
ら食費・部屋代に係る負担軽減措置の利用者負担
段階の判定に、非課税年金(遺族年金・障害年金)
も含めるよう見直しを行います。これにより、現
在、利用者負担段階が第２段階の人のうち、非課
税年金を含めた収入が80万円を超える人は、利
用者負担段階が第３段階になります。
非課税年金に含まれるもの
　日本年金機構または共済組合などの年金保険者

から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の
各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。
具体的には、年金保険者から通知される振込通知
書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」「障
害」「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と
印字された年金が判定の対象となります。
　なお、弔慰金･給付金などは、「遺族」や「障害」
という単語がついた名称であっても、判定の対象
になりません。
※受給している年金の種別について詳しくは、年
　金保険者へお問い合わせください。

介護保険負担限度額(１日あたり)

か
つ
、
預
貯
金
な
ど
が
単
身
で
１
０
０
０

万
円（
夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
）以
下

住民税非課税世帯

配偶者の課税の有無

【資産条件】
一定額を超える預貯金の有無



広報 つ！　平成28年７月１日号8

問い合わせ　中央公民館　Ｔ228－2618　Ｆ229－5150　　敬和公民館　Ｔ・Ｆ225-2325
　　　　　　片田公民館　Ｔ・Ｆ237-1513　　倭公民館　Ｔ・Ｆ262-0485

来て！見て！チャレンジ！
夏休み子ども体験講座

　アロマオイルを使ったオリジナルのリップク
リームとハンドクリームを作ってみませんか。
対　象　市内に在学の小学３年生～中学３年
　生
定　員　抽選20人
費　用　材料費500円

　普段見ることのできない
博物館のバックヤードを、
学芸員さんの解説を聞きな
がら見学します。
対　象　市内に在学の小学
　生と保護者
定　員　抽選24組(48人)
　※保護者１人につき、児
　童１人
費　用　保護者のみ観覧料
　830円

　地球温暖化について学びながら自分たちに
もできる地球温暖化防止活動を考え、環境に
やさしい工作を行います。
対　象　市内に在学の小学生
定　員　抽選20人　※小学１～３年生は保護
　者同伴
費　用　材料費750円

　市内の小・中学校で英語を指導しているＡ
ＬＴ(外国語指導助手)と、歌やお話、ゲーム
などで、楽しく英語に触れてみませんか。
対　象　市内に在住・在学の小学生
定　員　抽選30人

アロマで作るリップ＆
ハンドクリーム

ふれあい英語体験講座
～Let’s enjoy English！～

コース

１
コース

２

コース

３
コース

４

8  25 木 10:00~11:30
中央公民館 8  3 水 9:30~11:30

三重県総合博物館MieMu
( 一身田上津部田 )

8  2 火 10:00~12:00 13:30~15:00
中央公民館 8  27 土 中央公民館

無料

三重県総合博物館MieMu(みえむ)
バックヤード見学

夏休み工作教室
風で電気をつくろう
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　往復はがきに希望コース番号、講座名、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、学校名、学年
を記入し、下記の申し込み先へ
※いずれも往復はがき１枚につき１人(１組)１講座のみ有効

申し込み

コース 申し込み先 締め切り
コース①～④ 中央公民館(〒514-0027 大門7-15 津センターパレス２階) ７月15日(金)必着
コース⑤ 敬和公民館(〒514-0015 寿町21-22) ７月15日(金)必着
コース⑥ 片田公民館(〒514-0082 片田井戸町17-２) ７月25日(月)必着
コース⑦ 倭公民館(〒515-2622　白山町中ノ村581) ７月22日(金)必着

　季節の星座と見頃になる天の川の魅力をお
伝えします。
対　象　市内に在住・在勤・在学の４歳以上
　の人
定　員　抽選35組(70人)
申し込み　はがきで「プラネタリウム」と明
　記し、住所、氏名、電話番号、同伴者の氏名
　を中央公民館(〒514-0027 大門７-15 津セ
　ンターパレス２階)へ　
　※はがき１枚につき１組
　有効、１人の申し込み不可
締め切り　７月15日(金)必
　着

　交通安全、非行防
止、人権問題など、
それぞれの課題に応
じたポスターを制作
しましょう。講師か
らアドバイスを受け
ながら、自分で考え
て作ります。
対　象　小学３～６年生
定　員　抽選24人
持ち物　画用紙・絵の具などの画材

　粉からこね上げて、大胆にトッピングして
みよう！
対　象　市内に在住・在学の小学生と保護者
定　員　抽選８組(16人)　※子ども１人につ
　き保護者１人
費　用　１組2,000円
　(受講料300円を含む)
持ち物　エプロン、バ
　ンダナ、手拭きタオ
　ル、布巾２枚、筆記
　用具、水分補給用の
　飲み物

　地元産の
「倭そば粉」
を使って、
水まわしか
ら 試 食 ま
で、家族で
楽しく体験
しませんか。
対　象　市内に在住・在学の小・中学生と保
　護者
定　員　先着10組(親子１組５人まで)
費　用　１組1,500円(材料費５食分)

夏休み子どもポスター
作り教室

親子料理教室
手作りピザ教室

親子そば打ち体験

コース

５
コース

６

コース

７

8  5 金 18:30~19:30
岡三デジタルドームシアター
「神楽洞夢」( 中央 )

8  5 金 9:00~12:00
敬和公民館 8  7 日 9:30~12:00

片田公民館

7  30 土 9:45~13:00
倭公民館

昨年の様子

無料

無料

プラネタリウム

夏の夜空と天の川夏の夜空と天の川

大人同士
でもOK！

か ぐ ら　　どう　 む
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昨年の戦争展の様子

問い合わせ　人権課　　229－3165　　229－3366

７月15日～８月15日は
平和を考える月間

平和を考える市民のつどい

　戦争の悲惨さと平和の尊さを市民
の皆さんに考えてもらうため、津市
ではさまざまな行事を開催します。

8  6
定員各600人(整理券は発行しません)
※当日、アンケート協力者に粗品をプレゼント

津リージョンプラザお城ホール
10:30~15:15

土

第１部

　昭和20年広島市。４歳のよっちゃん
は実雄兄さんからビー玉をもらって
大喜びだった。数日後、実雄兄さん
に召集令状が来て戦地に向かうその
日、広島駅のホームで列車に向かっ
て、よっちゃんは｢兄ちゃん、兄
ちゃん｣と泣き叫ぶ。実雄兄さん
は、それがよっちゃんの声を聞いた
最後だった。
　実話に基づく物語、戦争の悲惨さ
を訴える作品です。

第２部

©「よっちゃんのビー玉」
製作委員会

８月５日㈮～7日㈰
来年１月14日㈯
８月４日㈭～７日㈰
８月９日㈫～15日㈪
８月１日㈪～14日㈰
８月15日㈪～31日㈬

８月１日㈪～15日㈪

７月29日㈮～８月５日㈮
８月５日㈮～16日㈫
８月５日㈮～12日㈮
10月21日㈮～28日㈮
８月２日㈫～９日㈫
８月10日㈬～16日㈫
８月２日㈫～９日㈫
８月12日㈮～18日㈭
８月１日㈪～５日㈮
来年２月18日㈯
７月26日㈫～８月１日㈪
12月６日㈫～11日㈰

津

久　居

河　芸

芸　濃

美　里

安　濃

香良洲

一　志

白　山

美　杉

地　域 開催期間 会　場

津リージョンプラザ

久居ふるさと文学館
ポルタひさい
河芸公民館
市河芸庁舎
芸濃総合文化センター
市芸濃庁舎
美里社会福祉センター
美里文化センター

安濃中公民館

サンデルタ香良洲
市香良洲庁舎
市一志庁舎
大井公民館

白山市民会館

美杉総合文化センター

　昭和18年、青い空の下、グラウンドで無心に白球を追いか
ける若者たち、戦争が彼ら青春の日々を奪おうとしていた。
「野球は敵国のスポーツだ」と六大学野球が廃止、さらに学
生に対する徴兵の猶予が停止、彼ら
はバットを捨てなければならなかっ
た。戦火への旅立ちを直前に控えた
野球部員たちの願いであった早慶戦。
それは、別れであると同時に、明日
への希望に満ちたゲームだった。
　学徒出陣を前に行われた史実に基
づく物語。平和の大切さを訴える作
品です。
出演　渡辺大、柄本明、石坂浩二、
藤田まこと、富司純子ほか

平和の折り鶴を募集
　広島平和記念公園内の｢原爆の子の像｣に捧げる
平和の折り鶴を募集します。
受付場所　人権課、各総合支所地域振興課(生活課)
募集期間　７月１日(金)～19日(火)
※折り鶴は１辺15cmまたは7.5cm程度の用紙を使
用し、40羽を一組とし、羽根を広げないで、丈夫
な糸(束ねる部分を35㎝残す)に通したものか、千
羽鶴にして提出してください。また、糸の端は
ビーズやストローを短く切ったもので留め、折り
鶴が抜け落ちないように工夫してください。

原爆パネル展

津平和のための戦争展

内　容　津市における空
　襲時や戦時下の生活に
　関する資料展示
問い合わせ　津平和のた
　めの戦争展実行委員会
　(Ｔ227-8752)

平和のための音楽会

内　容　児童合唱、ソプラノ＆テノール独唱、ピ
　アノ連弾、邦楽合奏、器楽アンサンブル、平和
　のための合唱団など
入場料　協力金500円
問い合わせ　「平和のための音楽会」事務局(Ｔ090－
　2184－0763)

8  5   ~7 津リージョンプラザ生活文化情報センター
9:30~16:30

金 日 日8  7 14:00~16:00
津リージョンプラザお城ホール

無料無料

無料

時　間　13時30分～15時15分(13時開場)
内　容

時　間　10時30分～11時45分(10時開場)
内　容

©2008｢ラストゲーム 最
後の早慶戦」製作委員会

アニメーション映画｢よっちゃんのビー玉｣

映画｢ラストゲーム 最後の早慶戦｣
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問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

避難勧告などの種類と
サイレン音のパターン

避難に関する発令は３種類

同報系防災行政無線のサイレン音で放送内容を判別

　津市では、地震や津波などが予想される場合、さまざまな情報伝達手段を用いて市民の皆さん
に緊急情報をいち早く伝えています。複数の手段を使って情報を入手し、速やかに行動できるよ
う日頃から心掛けましょう。

　同報系防災行政無線による避難勧告や避難指示などの緊急的な放送は、
内容の放送前に次のサイレン音を鳴らします。このことにより、放送内容
が避難勧告であるか、避難指示であるかを判別できるようになっています。

防災行政無線

重
要
度
が
高
い

緊急放送のサイレン音パターン

避難準備
情報

避難勧告

避難指示

●特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階
●人的被害の発生する可能性が高まった状況

●通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階
●人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況

●人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
●人的被害が発生した状況

避難準備
情報

避難勧告

避難指示

音声
放送

サイレン音(５秒)
休止(６秒) ×２回

×２回

上り４音チャイム×２回
ピン・ポン・パン・ポン♪

ウ～、ウ～

サイレン音(３秒)
ウ～、ウ～

サイレン音(３秒)
ウ～、ウ～

サイレン音(３秒)
ウ～、ウ～

サイレン音(５秒)
ウ～、ウ～

下り４音チャイム×1回
ピン・ポン・パン・ポン♪

休止
(２秒)

休止
(２秒)

　津市では同報系防災行政無線のほか「津市防災情報メール」「津市防災情報メール(多言
語版)」「エリアメール・緊急速報メール」「ファクス送信サービス」「電話応答サービ
ス」などで周知を行っていますので、ぜひご利用ください。利用方法は広報津6月16日号の
折り込み紙、または津市防災ホームページをご覧ください。 津市防災情報│
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もしものときに備えましょう

応急手当て講習会1
TSU NEWS

問い合わせ　救急課　　254－1603　　254－1607

友好都市上富良野町の写真パネル展2
TSU NEWS

問い合わせ　市民交流課　　229－3102　　227－8070

7 26　~8 7
　７月30日の友好都市
提携日に合わせ、四季
折々の美しい写真で北
海道上富良野町の魅力
を紹介します。

講習会の内容 開催日程  １人でも気軽に受講できます。

　突然倒れた家族を助けるには、119番通報する
とともに適切な応急手当てが必要です。消防本部
では、このようなときに備えて、応急手当ての講
習会を開催しています。

　過去に受講したことのある人も、応急手当ての
知識・技能を忘れることなく維持向上するため、
３年に１度程度、定期的に再受講することをお勧
めします。

※筆記・実技試験有り
※上記以外の講習会の申し込みについては、最寄りの消防署へお問
　い合わせください。

アスト津４階
アストプラザ市民交流広場

前日までに
開催場所の
各消防署へ

毎年３月(白山消防署)、６月(北消防署)、９月(中
消防署)、12月(久居消防署)に実施します。詳細な
開催日時などはあらためて広報津でお知らせします。
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新 津市誕生10周年

津なぎさまちフェスタ4
TSU NEWS

問い合わせ　交通政策課　　229－3180　　229－3336

津市育休代替任期付職員を募集3
TSU NEWS

問い合わせ　人事課　　229－3106　　229－3347　　教委教育総務課　　229－3292　　229－3332

　高速船乗船券が
当たる大抽選会や
ステージイベント、
美里中学校吹奏楽
部の演奏、三重大
学学生によるエコ
教室、各種展示・
飲食ブースなどイベント盛りだくさん！
※高速船乗船会は行いません。
※雨天時は一部内容を変更
津なぎさまち周辺にイベント用駐車場はありま
せん。公共交通機関または市本庁舎からの無料
シャトルバスをご利用ください。

７月１日　から20日　まで受け付け！

学歴・免許等 生年月日

事務職 20人程度

⑴学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校
(専門課程)・高等学校・中学校またはこれらに相当すると市長が認める
学校等を卒業(修了)した人または平成28年９月卒業(修了)見込みの人
⑵市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

昭和39年４月２日以降

昭和39年４月２日以降
平成10年４月１日まで
に出生の人

平成10年４月１日まで
に出生の人

技術職
(建築)

３人程度

⑴次のすべての条件を満たす人
ア　学校教育法による大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学
　校（専門課程）・高等学校またはこれらに相当すると市長が認める学校
　等を卒業（修了）した人または平成28年９月卒業（修了）見込みの人 
イ　上記アに掲げる学校等において建築に係る専門課程を履修した人
⑵　市長が⑴に掲げる人と同等の資格があると認める人

保育士 20人程度 保育士登録を受けている人または平成28年９月までに保育士登録を受
ける見込みの人

保健師 ５人程度 保健師(保健婦、保健士)免許を有する人

技能員
(調理員)

３人程度 中学校卒業以上の学歴を有する人

幼稚園教諭 ８人程度 幼稚園教諭普通免許状を有する人または平成28年９月までに幼稚園教
諭普通免許状を有する見込みの人

昭和39年４月２日以降
出生の人

教委教育総務課
　229-3292
　229-3332

問い合わせ採用予定
人数職　種

受験資格

人事課
　229-3106
　229-3347

昭和39年４月２日以降
出生の人

10:00~16:00
津なぎさまち7 31

雨天決行

　育児休業を取得する職員の代わりに勤務する任
期付職員を募集しています。
任　期　育児休業を取得する職員の育児休業期間
　内(１回の任期は最長３年間)
採用方法　試験の合格者は平成28年10月１日～平
　成33年９月30日の５年間採用候補者名簿に記
　載し、職員の育児休業の状況などに応じて採用

職務内容･勤務条件等　原則として正規職員と同様
給　与　条例等に基づき、給料、通勤手当、期末
　手当、勤勉手当などを支給(職務経験等がある
　場合は、一定の基準に基づき加算措置あり)
※詳しくは津市ホームページまたは人事課・各総
　合支所地域振興課などで配布する受験案内をご
　覧ください。

※共通する受験資格…地方公務員法第16条(幼稚園教諭については学校教育法第９条および地方公務員法第16条)の各号の一に該当しない人で
　通勤可能な人

金 水

　津なぎさまち･セントレア間の高速船往復ペ
アチケットを合計200組にプレゼントします。
応募方法　会場に設置してある応募用紙に必要
　事項を記入し、抽選箱へ　※１人１回
応募時間・当選発表

●当選者は、必ず当選発表時間内に往復ペアチ
　ケットを受け取ってください。
●利用期間は乗船券に記載の期間となります。

津なぎさまち

応募時間 当選発表
１回目 11:00～12:00 13:00～14:00
２回目 13:30～14:30 15:40～16:40

詳しくはこちらから➡

高速船往復ペアチケット 大抽選会!!
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津が生んだ国学者について学ぼう

親子洞津谷川塾5
TSU NEWS

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229－3257

一身田寺内町でタイムトリップしてみませんか

歴史まるごと体験塾6
TSU NEWS

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3251　　229－3257

7
TSU NEWS

問い合わせ　環境政策課　　229－3258　　229－3354

7 28　・29

キャンプやバーベキューで出たごみは持ち帰ろう
きれいなまちづくりにご協力を！

　夏は海岸や河川敷でバーベキューなどをする機会が多くなりま
す。ごみをそのまま放置したり、その場に埋めたりすることは、
法律で禁止されています。違反すると５年以下の懲役または、
1,000万円以下の罰金が科されます。
　津市の海岸をきれいにするため、多くのボランティアの皆さん
が海岸清掃をしています。海岸などで出たごみは必ず家に持ち帰
り、分別して、決められた日に決められた場所へ出しましょう。

9:30~11:30
谷川士清旧宅 ( 八町三丁目 ) 他土7 23

内　容　谷川士清旧宅や反古塚などの史跡の見学、
　お茶会、谷川士清を紹介した紙芝居
対　象　市内に在住・在学の小学４～６年生と保
　護者
定　員　抽選20組
申し込み　はがき、またはEメールで「親子洞津
　谷川塾参加希望」と明記し、住所、児童と保護者

　の氏名、電話番号、学校名、学年を教委生涯学
　習課(〒514-8611 住所不要、Ｍ229-3248@
　city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　７月14日(木)必着

１泊２日
宿泊場所　高田本山専修寺宿坊 ( 一身田町 )

反古塚の見学

谷川士清旧宅
での紙芝居

こんにゃく作り体験

　400年以上もの歴史があるといわれる一身田寺
内町の歴史や文化に触れ、さまざまな体験を楽し
みましょう。
内　容　昔の遊びの体験、寺内町散策、こんにゃ
　く・和菓子作り体験、寺内町調べ活動など
対　象　小学５･６年生
定　員　抽選35人
費　用　7,000円
申し込み　はがき、またはEメールで、「まるごと
　体験塾」と明記し住所、児童と保護者の氏名、
　電話番号、学校名、学年を教委生涯学習課(〒

　514-8611 住所不要、Ｍ229-3248@city.tsu.
　lg.jp)へ　※１人につき１通有効
締め切り　７月13日(水)必着

寺内町散策
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問い合わせ　競艇事業課　　224－5106　　224－9944

問い合わせ　観光振興課　　229－3170　　229－3335
「津のまち音頭～つぅ津々浦々～」踊り講習会8

TSU NEWS

ヨガ教室
　市内のヨガ講座でも活躍中の「MARI」さん
が初心者にも優しく指導します。当日の様子
をＳＮＳで紹介した人に「ＳＯＬＡＥ今治産フェ
イスタオル」をプレゼント！
時　間　①10時30分～12
　時②13時～14時30分
ところ　津市モーターボ
　ート競走場２階展示ス
　ペース
定　員　各回抽選30人

ジェルネイル講座

11：30ごろ～、14：00ごろ～
津市モーターボート競走場
ツッキードーム（開場11：00）

　家庭でできるネイルケアやアフターケアな
どプロが教えるネイル講座です。当日の様子
をＳＮＳで紹介した人に「ネイル艶出し」をプ
レゼント！
時　間　①10時30分～12
　時②13時～14時30分
ところ　津市モーターボ
　ート競走場２階展示ス
　ペース
定　員　各回抽選15人

　プリザーブドフラワーを使った人気のフラ
ワーアレンジメント講座です。当日の様子をＳ
ＮＳで紹介した人に、当日制作した「フラワー
アレンジメント」をプレゼント！
時　間　①10時30分～12時
　②13時～14時30分
ところ　津市モーターボ
　ート競走場２階展示ス
　ペース
定　員　各回抽選15人

8 14

7 107 9 8 27 9 10

9 18

　vivi専属トップモデル
宮城舞さんと女子ボート
レーサーによる「美」につ
いてのトークショー。

　ボートレース津で女子力アップ講座に参加し
て、美を磨きませんか。SNSで紹介してお得
なプレゼントをゲットしよう。

申し込み　Eメールで希望の講座名、講座日時、
　氏名、年齢、電話番号を女子KOI事務局・中日
　アド企画(Mjoshikoi@mix-de.com)へ

新しい音頭をみんなで踊ろう！

　新しく完成した「津のまち音頭～つぅ津々浦々
～」の踊り講習会を開催します。
地域のお祭りや盆踊りをはじめ
健康増進の体操など、「津のま
ち音頭～つぅ津々浦々～」をみ
んなで覚えて楽しく踊りましょ
う。

講習会日程

12日㈫19時30分～21時
13日㈬19時30分～21時
14日㈭19時30分～21時
19日㈫19時30分～21時
20日㈬13時30分～15時
21日㈭19時30分～21時
24日㈰13時30分～15時
26日㈫19時～20時30分
27日㈬19時30分～21時
28日㈭19時30分～21時

サンデルタ香良洲大ホール
一志農村環境改善センター多目的ホール
芸濃総合文化センター市民ホール
市河芸庁舎防災研修室
美杉総合文化センター多目的ホール
美里社会福祉センターホール
久居総合福祉会館レクレーションホール
安濃中公民館多目的ホール
白山総合文化センター多目的室
中央公民館ホール

とき（７月） ところ

踊りの動画、音源のダウンロードは
津のまち音頭
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昨年の体験コーナーの様子

市民税課
　229－3130　　229－3331

引き忘れ・納め忘れにご注意を
市民税・県民税の特別徴収

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

第66回社会を明るくする運動
強調月間

市民税課
　229－3130　　229－3331
資産税課
　229－3132　　229－3331

災害に遭った場合に
市税を減免

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

三重短期大学
オープンキャンパス

都市政策課
　229－3290　　229－3336

津市景観シンポジウム
～津市を彩る景観まちづくり～

イベント

お知らせ

募　　集

環境政策課
　229－3212　　229－3354

つ・環境フェスタ出展者

　市民税・県民税の特別徴収は、
特別徴収義務者である事業主が
従業員に代わって、毎月の給与
から税額を差し引いて市へ納入
する制度です。特別徴収義務者
には５月13日付で税額決定通知
書と納入書を送付しましたので、
内容を確認の上、取扱金融機関
などで納入してください。
　市民税・県民税の特別徴収税
額の納期限は、月割額を徴収し
た月の翌月10日で、初回の納期
限は７月11日(月)です。10日が
土・日曜日、祝・休日に当たる場
合は、その翌日になります。

　
　地震や風水害、火災などの災
害で被災した場合に、災害発生
日以後に納期限となる市税が減
免される制度があります。減免
を受ける場合は、納期限の７日
前までに｢減免申請書｣と｢り災証
明書｣を提出してください。
内　容　被災の程度に応じた割
　合で減免
対　象
▶市・県民税
●災害により、本人(同居の扶養
　親族を含む)が所有する家屋ま
　たは家財について生じた損害
　金額(保険金、損害賠償金など
　により補てんされた金額を除
　く)が、被災時における価格の
　３割以上であると認められる
　場合　※所得制限あり 
●災害により死亡した場合など
▶固定資産税・都市計画税

●災害により、面積の２割以上
　の地形が変わった土地 
●全壊、半壊または床上浸水に
　よる損害金額が、被災時にお
　ける価格の２割以上であると
　認められる家屋と償却資産

　「社会を明るくする運動～犯罪
や非行を防止し、立ち直りを支
える地域のチカラ～」は、全て
の国民が犯罪や非行の防止と罪
を犯した人の更生について理解
を深め、それぞれの立場で力を
合わせ、犯罪や非行のない地域
社会を築こうとする運動です。
第66回となる今年も７月１日か
らの１カ月間を強調月間とし
て、この運動が全国的に展開さ
れます。
　津市では、28の機関・団体で
構成する「第66回“社会を明る
くする運動”津市推進委員会」
が組織され、市長を推薦委員長
として市内各所で啓発活動など
を行います。

　ミニ講義、実験・実習やキャ
ンパスツアー、個別相談会など
を通じ、三重短期大学の魅力を
紹介します。
と　き　いずれも13時～16時

●８月８日(月)
　生活科学科生活科学専攻
●８月９日(火)
　生活科学科食物栄養学専攻
●８月10日(水)
　法経科第１部・第２部
※それぞれの学科・専攻を中心
　に紹介しますが、都合のよい
　日程でご参加ください。
ところ　三重短期大学41番教室

と　き　７月17日(日)13時30分～
ところ　高田本山宗務院２階第
　１会議室(一身田町)
内　容　一身田寺内町地区の景
　観計画における重点地区指定
　に関する基調講演とパネルディ
　スカッション

　環境についてより多くの人が
関心を持って行動してもらえる
よう、「つ・環境フェスタ」へ出
展しませんか。
と　き　11月27日(日)10時～15時
ところ　メッセウイング・みえ
内　容　営利目的以外で、環境
　をテーマとした展示・体験、
　舞台、フリーマーケット
※展示・体験は机２脚、椅子３
　脚を利用できます。
申し込み　環境政策課へ
締め切り　７月29日(金)



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp
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昨年の親子塾の様子

子 ど も

人権課
　229－3165　　229－3366

市民人権講座

水道総務課
　237－5811　　237－1210

夏休み親子水道教室

林業振興室
　262－7025　　264－1000

夏休み森と緑の親子塾

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

ラムネのつかみどり

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館交流会防災室
　229－3104　　223－6247

土砂災害避難施設・
土砂災害避難協力施設

外国人との共生について
楠本孝さん（三重短期大学教授）

13時30分
～15時

12日
㈮

とき
（８月） 時間 内容・講師

15日
㈪

19日
㈮

30日
㈫

13時30分
～15時

13時30分
～15時

15時30分
～17時

15時30分
～17時

15時30分
～17時

13時30分
～15時

15時30分
～17時

子どもの権利と最善の利益～虐待、
いじめ、自殺を防ぐ～
藤原正範さん（鈴鹿医療科学大学
教授）
認知症とは何か
田中徹さん（県立こころの医療セン
ター認知症看護認定看護師）
ハンセン病と戦争～いのちの“格差”
を取材して～
小川秀幸さん（三重テレビ放送株
式会社報道制作局長）
男女共存社会のすすめ
東福寺一郎さん（三重短期大学学
長）
災害と人権
松村元樹さん（反差別・人権研究所
みえ調査・研究員兼事務局次長）

同和問題Ⅰ
上杉聰さん（元大阪市立大学教授）

同和問題Ⅱ
上杉聰さん（元大阪市立大学教授）

※８月30日㈫は連続講座のため、２講座ともの受講が
　望ましい。

とき・内容など

ところ　津リージョンプラザ２
　階健康教室
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　各50人程度　※１講座
　のみの受講も可能
申し込み　はがき、または電話、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を人権課(〒514-8611 住
　所不要)へ
締め切り　７月20日(水)必着

　土砂災害を受ける可能性が高
い区域または土砂災害の恐れが
ある区域に所在する指定避難所
の代替施設として、土砂災害避
難施設および土砂災害避難協力
施設を募集しています。ぜひご
協力ください。
対　象　次の要件を満たす建物 
土砂災害避難施設
①土砂災害警戒区域・土砂災害
　特別警戒区域・土砂災害危険
　箇所の範囲外でその周辺等に
　所在する建物

②避難スペースが十分に確保で
　き、避難スペースまで安全な
　避難経路を有する建物
③浸水および暴風により構造耐
　力上支障のある事態を生じな
　い構造の建物
④日常的に使用され、または管
　理されている建物
⑤指定避難所として指定されて
　いない建物
⑥いつでも避難できる建物　
土砂災害避難協力施設
●上記①～⑤の建物
●所有者または管理者が認める
　日時に限り避難することがで
　きる建物
申し込み　防災室または各総合
　支所地域振興課へ
※申し込み用紙は津市ホームペー
　ジからもダウンロードできます。

　施設の見学や実験などで、水道
水のできるまでを学んでみよう。
と　き　７月29日(金)10時～15
　時30分(雨天決行)
ところ　片田浄水場ほか
対　象　市内に在住・在学の小
　学４年生と保護者
定　員　抽選25組(50人)
費　用　１組500円
申込方法　はがきで住所、児童
　と保護者の氏名(ふりがな)、電
　話番号、学校名を記入し、水道
　総務課(〒514-0073 殿村５)へ
締め切り　７月15日(金)必着

と　き　７月９日(土)９時30分～
　※ラムネがなくなり次第終了
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
入場料　100円(未成年者は無料)

と　き　８月７日(日)10時～15時
ところ　美杉の家建設株式会社
　木材処理加工施設内(美杉町上
　多気、道の駅美杉西側)
内　容　木工教室など
対　象　市内に在住・在学の小
　学生と保護者
定　員　抽選20組(１組３人まで)
持ち物　昼食、飲み物、タオル、
　帽子、レジャーシート、健康
　保険証
申し込み　はがき、またはファク
　ス、Ｅメールで、住所、参加者全
　員の氏名、電話番号、学校名、
　学年、希望木工品名(プランター、
　マガジンラック、本立てのい
　ずれか)を林業振興室(〒515-
　2603 白山町川口892、Ｍ262-
　7025@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　７月15日(金)必着
※この事業は「みえ森と緑の県
　民税市町交付金事業」を活用
　しています

　ボランティアグループのいき
いきサロン｢フレンド｣との交流
会です。
と　き　７月26日(火)10時～
ところ　一志児童館
内　容　季節の小物作り
定　員　先着15人
対　象　市内に在住の高校生以下
　(就学前の子どもは保護者同伴)
申し込み　一志児童館へ
申込期間　７月11日(月)～25日
　(月)
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海を満喫！
６月５日　香良洲海岸・香良洲公園

白熱の踊り合戦！
５月８日　白山総合文化センター

今日も、はだしで元気です！
５月13日　村主小学校

　村主小学校で大切にしている伝統ある取り組み「はだし
の生活」は今年で27年目。子どもたちは、はだしで運動場を
走り回ったり、遊具で遊んだりと元気な姿を見せています。

　しらさぎフェスタが開催され、総勢34組のよさこいチ
ームが東軍、西軍に分かれて東西踊り合戦と銘打ち、日
頃の練習の成果を披露しました。

　ふれあいのかおり2016渚のフェスティバルに、市内外
から約3,000人が訪れ、海岸清掃や潮干狩り、ステージ
ショー、アサリ貝汁の振る舞いなどでにぎわいました。

みんなで心を一つに
5月28日　黒田小学校

　黒田小学校の運動会では、みんな
が気持ちを一つに集中して、よさこい
「どっこいしょ」を元気に楽しみながら
踊ったよ。「絆」をテーマにした組み立
て体操では、61人が息の合った演技
で感動のフィナーレを飾ったんだ！

河夢ちゃん
カーム
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おいしいお米になってね
５月12日　美里町北長野

　長野小学校の５・６年生が田植えを体
験しました。田んぼに入った子どもた
ちは、ぬかるみで動きにくそうにしな
がらも、地域の人に教わりながら、田植
え綱に沿って丁寧に苗を植えました。

芸能大好き芸濃人！
５月５～８日・13～16日　東日寺境内（芸濃町椋本）

　「芸濃町を芸濃い町にする会」が企画した野外劇が上
演され、大勢の観客でにぎわいました。作品には町の歴
史や伝説が組み込まれ、住民が即興で参加するなど、
ユーモアあふれる演出で観客を魅了しました。

ナイスショット！
５月21日　美杉中学校

　今年で３回目の美杉春のスポーツ祭。地域の
皆さんと美杉中学校の生徒がグラウンドゴルフ
で交流したんだ。この日は絶好のスポーツ日和
で、みんな和気あいあいと楽しんでいたよ！

昔の文化を受け継いで
６月１日　ＪＡ三重中央郷土資料館（一志町高野）

　かつて養蚕が盛んだった歴史を継承しようと、地元の
蚕研究グループの皆さんが蚕を育てています。この日は蚕
がかえって４日目。餌やりが始まりました。

力作ずらり
５月１日・２日　久居公民館

　久居文化協会盆栽部による山野草展が開催されまし
た。山野草や盆栽の展示、販売が行われ、訪れた皆さんは
ぎっしりと並ぶ作品の数々に見入っていました。

みすぎん
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前回の様子

イベント

募　　集

登記行政と地籍調査シンポジウム
　７月24日(日)13時～16時　　
県人権センター多目的ホール(一
身田大古曽)　　地図と都市計
画・まちづくりに関する基調講
演と地籍調査に関するパネル
ディスカッション　　200人
　津地方法務局不動産登記部門
(　228－4372)

夢の手づくり市
　７月17日(日)、８月21日(日)、
９月18日(日)いずれも10時～16
時　　県総合文化センター(一身
田上津部田)　　こだわりのフー
ドや手作り品、楽しい体験、音
楽演奏など県内外から約100店
が大集合
　ふきの藤代表(　090－3459－
7496)

「三重の木」でつくる暮らし展2016
　７月16日(土)10時～17時、
17日(日)10時～16時　　メッセ
ウイング・みえ　　木造住宅の
良さや地域材への理解を深める
内容の展示イベント
　同展事務局担当(　225－5033)

たんたらホイ！フェス vol.23
　①７月17日(日)13時～②７月
18日(月･祝)13時30分～　　ア
スト津４階アストホール　　①
映画「たんたらホイ！vol.５光
と影」の上映と「１月24日たん
たらホイ！フェスvol.22」受賞

者エキシビション＆授与者との
フォーラム②加藤雄詞さんによ
るお話し「君は なんでも でき
る！さあ可能性に挑戦だ！」　
　いずれも200人　　①のみ
2,000円(学生1,000円)
　たんたらホイ会エンジョイ三
重(　226－0005)

親子教室ぴよこっこ
　７月31日(日)10時30分～　
※受け付けは10時15分～　　た
るみ老人福祉センター　　育児
相談、プラバン作り、人形劇「だ
るまさんシリーズ だるまさん
が・の・と」「かばくんの腹話
術」 　　乳幼
児と保護者
　　100人
　乳児院津市
たるみ児童福
祉会館(　228
－3920)

いなば園納涼大会
　納涼大会を一緒に楽しみましょ
う。模擬店もあります。ボラン
ティアも募集中です。
　７月30日(土)18時～20時　※
雨天中止　　三重県いなば園(稲
葉町)
　同園(　252－1780)

朗読サロン
　７月21日(木)13時30分～15
時　　久居ふるさと文学館２階
視聴覚室　　わらべ朗読部会に
よる朗読「蜘蛛の糸」芥川龍之
介／作、「セメント樽の中の手
紙」葉山嘉樹／作ほか　　50人
　同代表(　090－4189－9547)

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
　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、その支援ができる人
(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。
　７月23日(土)・24日(日)・25
日(月)・30日(土)・31日(日)、
８月１日(月)　　中央公民館ほ
か　　2,500円(テキスト代)
　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

下水道排水設備工事
責任技術者試験
　11月30日(水)13時～　　県生
涯学習センター(県総合文化セン
ター内) 　　8,000円
　８月１日(月)～29日(月)に所
定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送で三重
県下水道公社総務課(〒515－
0104 松阪市高須町3922)へ　
※当日消印有効、詳しくは同公社
ホームページをご覧ください。
　同公社(　0598－53－2331)

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)
　７月１日(金)～31日(日)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)

e-すまい三重│

だる
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前回の様子

スポーツ指導者バンク
　スポーツ指導の資格や能力を
持った人に登録していただき、
今年秋から指導の依頼や指導者
紹介事業を始めます。
　公認スポーツ指導者、それに準
ずる資格や能力を持っている人
　直接窓口または郵送、Ｅメール
で津市スポーツ協会(〒514－0027
大門６-15、　mail.tsuspokyo@
gmail.com)へ　※詳しくは、同
協会ホームページをご覧ください。
　同協会(　273-5522)

友好都市提携記念
第28回 鎮江杯争奪卓球大会
　８月19日(金)～21日(日)　　津
市体育館　　市内に在住・在勤・
在学の小学生以上　　▶団体戦…
小・中学生無料、一般2,000円
▶個人戦…小・中学生300円、
一般800円(当日会場で支払い)
　７月１日(金)～18日(月・祝)に、

津卓球協会ホームページから
　津市スポーツ協会(　273－5522)

津市民スポレク祭出演・出展団体
説明会
　11月12日(土)開催の津市民ス
ポレク祭に、出演・出展を希望す
る団体への説明会を行います。
　７月30日(土)19時～　　久居
体育館指導員室
　７月20日(水)までに津市ス
ポーツ・レクリエーション協会
事務局(スポーツ振興課内、　
229－3254)へ

パネルシアターセミナー
　８月21日(日)９時～17時　　

久居総合福祉会館　　パネルシ
アターの制作過程と子どもたち
に楽しく見せるための技術を学
ぶセミナー　　　35人　　
1,500円(材料費を含む)　
　７月７日(木)～８月10日(水)
に郵送またはファクスで住所、
氏名、年齢、電話番号、勤務先ま
たは学校名を津市スポーツ・レ
クリエーション協会担当(〒514-
1103 久居相川町2071－1 鈴木
方、　256-9312)へ
　同協会事務局(スポーツ振興課
内、　229－3254)

観海流水泳教室
　津市指定無形文化財の古式泳
法「観海流」。ゆっくり遠くまで泳
ぐ技を楽しく学んでみませんか。
　８月～来年２月第1・3火曜日18
時～19時30分　　津市民プール
　小学３年生～高校3年生
　同担当(　090－3151－1853)　

　市内に在住・在勤・在学の人
　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　※参加費など

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)

津卓球協会│

■津市民スポーツ教室

陸上競技

ソフトテニス

ボウリング

ソフトボール

剣道

マレットゴルフ

軟式野球

水泳

ゴルフ

弓道

ソフトボール

８月２日㈫・３日㈬
いずれも９：00～11：30

８月13日㈯

８月21日㈰

８月25日㈭

８月28日㈰

９月３日㈯・24日㈯

９月４日㈰・25日㈰

８月４日㈭・５日㈮
いずれも９：00～16：00
８月５日㈮・19日㈮
いずれも13：30～15：00

８月17日㈬・18日㈭・
20日㈯・21日㈰

８月10日㈬・12日㈮
いずれも13：00～14：30
８月６日㈯
９：00～15：00
８月12日㈮
９：00～16：30

海浜公園内陸上競技場、県立看護
大学グラウンド（夢が丘一丁目）

津グランドボウル（垂水）

河芸第１・２グラウンド

南が丘中学校体育館

久居ボウリングセンター
（久居井戸山町）

古道公園内テニスコート、
一志テニスコート

津球場公園内野球場、安濃中央総
合公園内野球場、芸濃グラウンド

小学生以上で
50ｍ以上完泳できる人

市内に在住・在勤および津市ソフ
トボール協会加盟チーム

海浜環境公園マレットゴルフ場
（栗真町屋町）

津市民プール

一志ゴルフ倶楽部（一志町大仰）

三重武道館（栗真中山町）

18歳以上（高校生不可）

中学１・２年生

小学４年生以上

中学生以上

中学生女子チーム

小学生以上

中学１・２年生

小学生

小・中学生

市内中学校剣道部

７月22日㈮まで

７月29日㈮まで

８月８日㈪まで

７月22日㈮まで

７月６日㈬～
22日㈮

７月１日㈮～
22日㈮

７月11日㈪～
８月18日㈭
７月４日㈪～
８月５日㈮

７月４日㈪～
８月５日㈮

７月４日㈪～
22日㈮
７月11日㈪～
29日㈮

200人

300人

先着各30人

100人

120人

22チーム

200人

100人

10チーム

20チーム

先着180人
（45組）

種　目 と　き ところ 対　象 申込期間定　員

種　目 と　き ところ 対　象 申込期間定　員
■津市民体育大会

各校の
部員数

河芸第１・２グラウンド
※３日は第１グラウンドのみ
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募　　集

３日㈬
13時～17時

とき（８月） テーマ 定員

５人

10人

４人

５人

５人

５人

４人

４日㈭
13時～
16時30分

18日㈭
13時～17時

23日㈫
13時～
16時30分

23日㈫
13時30分～
17時

23日㈫
13時30分～
16時30分

24日㈬
13時～17時

オリジナルプレートを作
ってプログラム制御と機
械加工を体験しよう！

ＬＥＤを使った光るオブ
ジェを作ろう！

３Ｄプリンターで最新の
ものづくりを体験してみ
よう！

液晶ってなんだろう？

材料試験を体験しよう

最新の電子顕微鏡に触れ
てみよう！

Windowsのメモ帳から
手作りでホームページを
作成してみよう！

三重大学工学部技術部
夏休みものづくり・体験セミナー

　三重大学工学部(栗真町屋町)
　主に中学生
　７月13日(水)までにはがき、
またはＥメールで、参加希望テー
マ、郵便番号、住所、氏名、学
校名、学年、保護者の氏名、電
話番号を三重大学工学部担当
(〒514-8507 栗真町屋町1577、
　watoh@arch.mie-u.ac.jp)へ
　同学部担当(　231－5363)

高田短期大学公開講座
　７月30日(土)13時～15時　　
同短期大学育児文化室　　山本敦
子さん(同短期大学准教授)による
公開講座「手づくり楽器を作ろう
＆みんなでアンサンブル」　　３歳
以上の子どもと保護者、保育関係
者　　　30人　　材料費500円
　７月15日(金)ま
でに往復はがきで
講座名、住所、氏
名、年齢、性別、
電話番号を高田短
期大学公開講座係(〒514-0115 
一身田豊野195)へ 　※同短期大
学ホームページからも申し込み
できます。
　同短期大学(　232－2310)

放送大学10月入学生
　放送大学はテレビ、ラジオ、
インターネットを利用して学べ
る通信制の大学です。働きなが
ら幅広い分野について学べ、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。
　８月31日(水)までに同大学本
部へ
　同大学三重学習センター(　
233－1170)

おさなご発見　Ｕ６ひろば
　子どもと一緒に体験できる遊
びやおやつ作りを行います。６
歳以下の子育てについての展示
や相談会などもあります。
　７月24日(日)10時～15時　　
県男女共同参画センター「フレ
ンテみえ」生活工房(県総合文化
センター内)　　６歳以下の子ど
もと子育て中の親など(祖父母や
保育関係者なども含む)　　大人
300円(当日400円)
　電話またはファクスで津友の
会(　・　225－9150)へ

夏休み自由研究
「ようこそ！裁判所へ」
　裁判員裁判についての理解を
深めませんか。
　８月10日(水)13時30分～16
時　※13時15分までに集合　　
津地方裁判所(中央)　　裁判員
裁判○×クイズ、模擬裁判員裁
判、裁判官への質問コーナーな
ど　　小学５・６年生とその保
護者　　　20組　※小学生１人
につき保護者１人　
　７月６日(水)～20日(水)の平
日9時～17時に津地方裁判所事
務局総務課(　226－4172)へ

裁判所職員採用一般職試験
(裁判所事務官・高卒者区分)
　第１次試験９月11日(日)　　

平成28年４月１日現在高校卒業
後２年以内の人または平成29年
３月末までに高校を卒業する見
込みの人　※受付期間、申込方法
など、詳しくは裁判所ホーム
ページをご覧ください。
　津地方裁判所事務局総務課(　
226－4876)

津市シルバー人材センター
入会説明会
　７月13日(水)13時～14時30
分　　同センター作業室(三重町
津興)　　市内に在住の60歳以
上で、臨時・短期・軽易な仕事
を探している人
　同センター(　224－4123)

県立盲学校 公開講演会
　８月26日(金)14時～16時30
分　　県立盲学校(高茶屋四丁
目)　　高村明良さん(全国高等
学校長協会入試点訳事業部専務)
による講演「触察指導の基本と、
目的に合わせた教材の選び方・
使い方」　　視覚障がい児童・生
徒教育に携わる人、関心がある
人　　　30人　
　７月５日(火)～19日(火)に
ファクスで氏名、電話番号を同
校(　234－2189)へ
　同校(　234－2276)

世界に繋がる海ＩＮ2016
第２回イベント「鳥羽商船高専
の練習船に乗って航海体験と造
船所見学」
　７月22日(金)８時45分～17時
　ＪＭＵ津事業所(雲出鋼管町)、
伊勢湾　　小学５年生～中学生
　50人　　1,000円(昼食、飲料
水、保険代を含む)
　７月20日(水)までにファクス
またはＥメールで故郷の海を愛
する会(　0599-25-8128、　
umiwoaisurukai@yahoo.co.jp)へ
　同会イベント事務局(　0599－
25－8045)
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健　　康

無料相談

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

鈴鹿高専ものづくり体験教室
　鈴鹿工業高等専門学校への入
学を目指す人、ものづくりが好
きな人、パソコンが好きな人な
ど、ぜひご参加ください。
　８月11日(木・祝)～26日(金)　
　同校(鈴鹿市)　　機械工学、
電子回路工作、電子制御、化学
実験など　　小・中学生　　無
料(保険料が別途50円必要)　
　同校(　059－368－1717)
※日時や申し込み方法など、詳しくは
同校ホームページをご覧ください。

第４回こいしろの里水泳大会
　７月31日(日)10時～11時30
分、13時～14時30分　　ＪＳ
Ｓスイミングスクール松阪(松阪
市)　　知的に障がいのある人　
　　各20人　　500円
　７月24日(日)までに障害者支
援施設こいしろの里(　0598－
28－4835)へ

住民健康講座
　７月14日(木)14時～15時　　
久居総合福祉会館　　渡邉優さ
ん(ひさいインター歯科院長)に
よる講演「歯の失われる原因と
義歯の問題」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

家族介護予防教室
　７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　　
便利な移動動作介助技術と転倒
予防の運動療法　　市内に在住
の60歳以上の人　　　20人
　７月５日(火)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

転倒予防教室
　７月28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「熱中症
予防と夏の体調管理」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)へ

三重中央医療センター
出前！ 市民公開講座
　７月13日(水)15時～16時　　
津リージョンプラザ２階健康教室
　横地雅和さん(理学療法士)によ
る講演「サルコペニア肥満(加齢に
よる筋肉の減少と脂肪の増加)を
予防しよう」　　市内に在住の人
　同医療センター(　259－1211)

第１回市民健康公開講座
　７月24日(日)13時30分～15
時30分　　三重県鍼灸会館２階
(栄町二丁目)　　大西昇一さん
(特別養護老人ホーム多気天啓苑
非常勤理学療法士)による「自分で
取り込む介護予防・転倒予防～転
ばぬ先の知恵～」をテーマにした
講演と実技　　市内に在住の人
　三重県鍼灸マッサージ師会(　
246－7427)

児童家庭支援センターたるみ
　子育てに関する電話相談(９時～
16時)や支援のほか、心理相談、絵
本サロンも毎月開催しています。

※詳しくは、津市社会福祉事業団
ホームページをご覧いただくか、
電話でお問い合わせください。
　同センター担当(　090－1744－
2960)

登記相談(要予約)
　毎月第２・４火曜日13時～16時
　三重県土地家屋調査士会館(河
辺町)　　不動産(土地・建物)の調
査、測量、表示登記、境界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　
解雇、賃金、セクハラ、人事、
配置転換、労働契約などの相談
　同会総合労働相談所(　228－
6064)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)

　市役所職員、息子、孫を名乗り、詐欺の電話がかかっています。
　こんな電話は詐欺です。
●「医療費の還付金があります。ＡＴＭへ行ってください。」
●「あなたに老人ホームの入居権利があります。名義を貸してください。」
●「会社の重要書類と携帯電話の入ったかばんをなくした。上司にお
　金を立て替えてもらうはずが無理になった。会社の者が家に取りに
　行くので渡してほしい。｣
　不審な電話がかかったら、最寄りの警察署または110番に通報し
てください。

振り込め詐欺に注意！！

問い合わせ　津警察署 Ｔ213－0110　津南警察署 Ｔ254－0110

しん きゅう
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Mayor’s Column

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

津市長　前葉　泰幸
　このたびの熊本地震により被災された皆様に心
よりお見舞い申し上げます。
　災害列島とも呼ばれる日本はこれまでにもたび
たび激甚災害に見舞われてきました。過去最高の
10個の台風が上陸し、阪神淡路大震災以来の大災
害といわれた平成16年、7月の梅雨前線豪雨にお
ける人的被害が集中したのは高齢の方々でした。
その反省を踏まえ、災害時に自力で避難すること
が難しい方への支援が大きな課題となり、手助け
が必要な方の名簿づくりの取り組みが全国で始ま
りました。
　避難時に支援を希望される方は、ご自身の個人
情報が記載された名簿が支援関係者に提供される
ことに同意する必要があります。津市では民生委
員が１年かけて対象世帯を個別訪問しておひとり
おひとりに意思確認を行いました。同意された方
を登載した「災害時要援護者名簿」は平成23年春
に完成しました。
　その後、市政懇談会で地域を回ったときのこと
です。民生委員の方から気になる話を耳にしまし
た。「名簿は自治会や自主防災組織の手に渡って
いないのではありませんか？登録を済ませた方か
ら『何か起こった時、私のところには誰が来てく
れるの？』と聞かれたのですが、答えられません
でした」。
　名簿には支援を希望される方の氏名や住所、連
絡先などの個人情報が含まれることから、名簿を
受け取る方には守秘義務が課せられます。そのた
め、津市は自治会長などに名簿をお渡しする際、
記載された個人情報を漏らさないという誓約を求
めなければなりません。なかには情報管理に難色
を示される方もいらっしゃり、受け取りを拒まれ
た100近い地域の名簿が宙に浮いたままとなって

しまっていたのです。
　様々な制約に阻まれ、支援を要する方々の名簿
の作成や運用がスムーズに進まないといった状況
は津市に限ったことではなく、東日本大震災にお
いても、被災した多くの自治体が名簿を避難支援
や安否確認に生かすことができませんでした。震
災の犠牲者の6割は65歳以上の高齢者であり、障
がいのある方についても、そうでない方の2倍と
なっています。支援する側の消防・警察や民生委
員の方々も大勢亡くなられています。
　国は、この問題を解決しようと平成25年６月、
災害対策基本法の一部を改正し、「避難行動要支
援者名簿」の作成を市町村長に義務付けました。
自治会・自主防災組織・民生委員・社会福祉協議
会・消防団・警察など避難支援をする者に名簿を
開示することを規定し、災害から命を守ることは
個人情報保護に優先することを法律上明らかにし
たのです。ところが、名簿の開示は発災後に限ら
れ、事前に活用するにはこれまで同様個々の名簿
登載者の同意が必要とされたのです。
　災害に同じものはひとつとしてありません。現
場では臨機応変な対応が求められるなか、災害が
起こってから名簿の封印を解いているようでは手
遅れになりかねません。普段から、支援が必要な
人も、支援する人も、ひとりひとりが災害に備え
て自身の安全確保に努めながら避難の助け合い体
制を整えていくことが大切なのです。
　そのために津市はさらに手を打ちました。名簿
の事前活用の同意ができる限り多くの対象者から
得られるよう条例を新たに制定し、名簿登載拒否
の申し出がない限り同意があったものとみなす規
定を盛り込んだのです。同種の規定を持つ市は全
国的にもごくわずか、先進的な条例です。
　今年春、対象者の96.5％にあたる17,251人がリ
ストアップされた「津市避難行動要支援者名簿」
が完成し、支援する方々に共有されました。いざ
という時の声掛けや安否確認はご近所同士が一番
です。地域の方からの情報なくしては消防や警察
の公的な救助活動もままなりません。ぜひ市民の
力でまちの防災力を高めていきましょう。

助けあいで災害から
　　　命を守りましょう

　熊本地震に伴う派遣職員に
　よる活動報告…5月11・30日
　熊本地震の発生直後か
ら、５回にわたり計10名の
職員を被災地へ派遣しま
した。これまで給水活動・
被災建築物応急危険度判
定・ごみ収集業務などの支
援活動を行いましたが、今
後も要請に応じて支援を
継続してまいります。

　国際交流授業を創設(西橋
　内中学校)…5月19日
　インターネットテレビ電
話「スカイプ」を使った授
業が西橋内中学校で始ま
りました。県内初の取り組
みで、豪州の日本語を学習
する生徒たちと、年に10回
程度英会話で交流します。
美杉中、修成小、豊が丘小
でも順次開始します。
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環境だより

　新エネルギーの普及啓発の一環として、勉強
会、工作教室、施設見学を組み合わせた学習会
を開催します。普段あまり目にすることができ
ない三重大学の実験施設や環境学習センターの
見学ができます。

　私たちの身近な川に住んでいる魚や水生昆虫
の種類を調べて、その川の水質を判定します。
自然や生き物に触れ合いながら川の水質を調査
することで、自然環境を守ることの大切さを楽

しく学習します。
対　象　市内に在住・在
　学の小学３～６年生と
　保護者
定　員　抽選20組(40人)
申し込み　７月８日(金)ま
　でに電話で環境保全課
　(　229-3140)へ

平成28年７月１日発行
平成28年　第３号
環境政策課

　229－3139　 229－3354

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

資源ごみの朝出し徹底を！！

親子で学ぶ環境イベント参加者募集
水生生物調査学習会
７月17日■９時～11時日
長野川(稲葉町)
※ 雨天(川の増水を含む)の場合は７月31日(日)に延期※ 雨天(川の増水を含む)の場合は７月31日(日)に延期

　ごみの焼却施設(津市西部クリーンセンター)
と津市リサイクルセンターを見学して、ごみの

減量やリサイクルについ
て学ぼう。
対　象　市内に在住・在
　学の小学生と保護者
定　員　先着15組(30人)
申し込み　７月６日 (水)
　８時30分から電話で環境
　政策課(　229-3258)へ

　資源ごみ(新聞・雑誌・ダンボール・飲料用紙
パック・衣類布類・金属など)を「ごみ一時集積所」
に出すときは、前日から出さないでください。
　収集日の前日の夜間に持ち去り行為が多発して
いるため、当日の朝(午前８時まで)にごみ出しす
るようお願いします。当日に出せない場合は、エ

コ・ステーションで新聞、雑誌などを回収してい
ますのでご利用ください。
　市では資源物持ち去り防止
パトロールを夜間・早朝に実
施し、集積所に出されている
古紙類を収集して一時保管所
に確保しています。資源ごみ持ち去り行為の根絶
に向け、ご協力をお願いします。

夏休み子どもごみ教室
８月５日■13時～17時金
津リージョンプラザ正面玄関前集合
※ 貸し切りバスで移動※ 貸し切りバスで移動

ところ　三重大学、環境学習センター
対　象　市内に在住・在学の小学４年生～中学
　３年生と保護者
定　員　先着20組(40人)
費　用　１組1,000円(当
　日徴収)
持ち物　昼食、はさみなど
申し込み　７月６日(水)
　８時30分～20日(水)に電
　話で環境政策課(　229-3212)へ

新エネルギー学習会
７月31日■９時～16時日
津リージョンプラザ正面玄関前集合
※ 貸し切りバスで移動※ 貸し切りバスで移動

長野川で水生生物を採取
する昨年の受講者たち

昨年の工作教室の様子

昨年のごみ教室の
様子

夏休み
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環境だより

　卓上カセットボンベ、
スプレー缶は穴をあけずに
出せます。できる限り中身
を使い切ってください。
※穴を開ければ金属の
　　日に出せます。

　水銀式体温計
は、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す。
専用の容器がない場合は、
透明または半透明の袋
に入れて出す。
　　　　

蛍光管は入って
いた箱や筒もしくは透明、
半透明の袋に入れて出す。

　４月１日から「危険ごみ」
の分別区分ができました。
　地域によっては、危険ごみ
と他の品目のごみ収集日が同
じところがありますが、必ず
それぞれ分別して出してくだ
さい。

４月１日から危険ごみ収集が始まりました

危険ごみの対象になるもの

３カ月に１回収集！透明または半透明の袋に入れ品目別に分別を！

卓上カセットボンベ
・ スプレー缶

使い捨てライター

電子体温計

使い捨て
カミソリ・
替え刃

温度計 ＬＥＤ電球

電球 グロー球

ナツメ球

※危険ごみと間違えやすいものに注意してね！

家庭ごみ収集カレンダーや、ごみ分別ガイドブックで確認を！

乾電池・ボタン電池

蛍光管 水銀式体温計

危険ごみと他のごみを混ぜないで！

金属 燃やせないごみ

品目別に分別された危険ごみ品目別に分別された危険ごみ
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環境だより

　４月に発生した熊本地震について、熊本市の
要請を受けて、被災地でのごみ収集運搬業務を
支援するため、環境事業課職員が大型ごみ収集
車に乗り込み、５月４日から29日の間で、延べ
10日間の支援活動を行いました。
　同じく支援に来ていた他市職員と協力して熊

本市内の災害ごみを収集し、仮置き場への搬入
を行いました。５月初旬に収集を行ったときに
は、食器やたんすなど屋内から出された罹災ご
みが中心でしたが、下旬頃には瓦やブロックな
ど、がれきの収集運搬が主な作業でした。その
支援活動の様子を写真で報告します。

り　さい

熊本地震被災地での支援活動報告

５月４日津市リサイクルセンターを出発５月４日津市リサイクルセンターを出発

現地で使用した津市の収集車現地で使用した津市の収集車 仮置き場への排出仮置き場への排出 熊本市内に設置された仮置き場熊本市内に設置された仮置き場

収集作業の様子収集作業の様子

土のう袋に入ったがれきの山土のう袋に入ったがれきの山

ブロックと石こうボードの山。市内の至る所にがれきや木材などが集められた。ブロックと石こうボードの山。市内の至る所にがれきや木材などが集められた。

他市の職員と協力してそれぞれの収集車
に手作業で積み込む
他市の職員と協力してそれぞれの収集車
に手作業で積み込む
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環境学習センターからのお知らせ

　まだ使えるものを捨てるのは「もったいない」
　家具などで、まだ使えるものを捨てずに、他
の人に譲ってごみを減らそうと、環境学習セン
ターと津センターパレス３階津市市民活動セン
ターにリユース情報掲示板を設置しています。
掲示板の情報は、津市のホームページからもご
覧いただけます。
　譲りたい人、譲ってほしい人は、環境学習セ
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、環境学習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、６月10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。

内　容　トンボ、花器など
対　象　小学３年生以上　
　と保護者
定　員　各10組(20人)
費　用　１組500円
持ち物　カッターナイフ、
　タオル
申込開始日　７月12日(火)
　８時30分～

リユース情報掲示板

親子竹細工教室

■申し込み・問い合わせ
　環境学習センター(津市リサイクルセンター２
　階、〒514-0081 片田田中町1342-1)
　　237-1185　　237-5385　
　　229-3139@city.tsu.lg.jp
■開館日時　毎週火～日曜日９時～17時(12月
　29日～１月３日休館)

譲ってください
●電動自転車…24～26インチ、５万円まで

掲示板に載っているものの情報はこちら
津市　リユース掲示板HP 検索

譲ります

いずれの申し込みも　電話またはファクスで環境学習センター(津市リサイクルセンター２階、　　
　　237-1185、　237-5385)へ　※月曜日休館

随時
募集
随時
募集

７月31日■、８月７日■日 日
9時30分~12時

①洋服たんす…無料(緑色、高さ
190cm・幅56cm)

②かごたんす縦…無料(茶色、高
さ110cm・幅36cm)

③かごたんす横…無料(茶色、高
さ186cm・幅46cm)

④本棚…無料(幅86cm・奥行30 
cm・高さ152cm) 

　家庭で不要になった衣類
を利用して、室内履きの布
ぞうりを作りませんか。必
要な布は大人用浴衣１着で
２足分が目安です。
対　象　市内に在住の人
定　員　各10人
費　用　初回500円(資料代など)

布ぞうり講習会

毎月第１金曜日・第１日曜日
13時~15時30分

７月開始
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選挙特集

７ ７時 ～ 午後午前 時です

７   10月 日　は■
参議院選挙区・比例代表選出議員選挙の投票日です
津市での投票日当日の

投票時間は

平成28年３月22日以後に津市に転入届を出した人
　前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前
住所地で投票することができます。
平成28年６月３日以後に市内で住所が変わった人
　前住所地の投票所で投票してください。
津市の選挙人名簿に登録されており、津市から転
出し、新しい住所地の選挙人名簿に登録されてい
ない人
　選挙日当日または期日前投票当日において、転
出してから４カ月を経過してない場合は、津市で
投票することができます。

住所が変わった人は

　次の要件を満たし、津市の選挙人名簿に登録さ
れている人
●平成10年７月11日以前に生まれた人
●平成28年３月21日以前に
転入届をし、引き続き津市
の選挙人名簿に登録されて
いる人
公職選挙法等の一部を改正
する法律により、選挙権年
齢が「満20歳以上」から
「満18歳以上」に引き下げ
られました。

投票できる人
　投票所入場券は、選挙人名簿に登録されている人
に、世帯ごとに封筒で郵送します。封筒には同一世帯
８人までの入場券が入っており、９人以上の世帯は２
通になります。投票に出掛けるときは、忘れずにお持
ちください。もし届かなかったり、紛失したりしたとき
でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます
ので、投票所の受付係にその旨を申し出てください。
　入場券に関しては、下記へお問い合わせください。
●入場券の配達に関すること
　津中央郵便局(集配営業部)　　226－0330
●入場券の内容などに関すること
　選挙管理委員会事務局　　229－3236

投票所入場券

　投票は、❶参議院選挙区選出議員選挙❷参議院
比例代表選出議員選挙の順に行います。
❶参議院選挙区選出議員選挙の投票用紙
　薄黄色の用紙に黒色のインク刷りです。この投
票用紙には、候補者の個人名を記入してください。
❷参議院比例代表選出議員選挙の投票用紙
　白色の用紙に赤色のインク刷りです。この投票
用紙には、候補者名簿に記載された候補者の氏名
を記入して投票します。ただし、候補者の氏名に
代えて候補者名簿を届け出た政党などの名称、略
称を記載して投票することができます。

投票の順序と投票用紙

　７月10日(日)に参議院選挙区・比例代表選出議員選挙が行われます。この選挙は、私たちの代表として明
るい社会、住みよい国づくりを託す、よりよい代表を直接選ぶ大切な選挙です。一票の重さを自覚して、自
らの意思で、棄権することなく投票しましょう。
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　身体障害者手帳などを持っている人で、その障が
いの程度が右の表に該当する人は、郵便等による
不在者投票をすることができます。そのためには、
あらかじめ選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の
交付申請が必要です。申請は、各総合支所地域振興
課でもできます。また、投票用紙の交付を受けるに
は、７月６日(水)までに郵便等投票証明書を添えて
郵便で請求してください。この制度による交付手続
きは全て郵便等で行うとされているため時間を要
しますので、早めに済ませてください。
代理記載制度
　郵便等による不在者投票に該当する人で、身体
障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が１
級と記載されている人、および戦傷病者手帳に上
肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第２
項症までと記載してある人は、あらかじめ届けら
れた人による投票用紙への代理記載ができます。

　各地区の投票所は次のとおりです。各世帯に郵送する入場券に、投票所
案内図が記載されていますので、記載された投票所へお越しください。
　投票所が変更されたところは、太字で示してあります。

郵便等による不在者投票

各投票区の投票所

身体障害者
手帳

手帳などの
種類 障がいなどの種類 障がいなどの

程度
両下肢もしくは体幹の障がい
もしくは移動機能の障がい

１級または
２級

１級または
３級

１級から
３級まで

要介護５

特別項症から
第２項症まで

特別項症から
第３項症まで

両下肢もしくは体幹の障がい

要介護状態区分

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこ
うもしくは直腸もしくは小腸
の障がい

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこ
うもしくは直腸、小腸もしく
は肝臓の障がい

免疫もしくは肝臓の障がい

戦傷病者手帳

投票区 投票所 所在地
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

旧津市社会福祉センター
養正小学校(体育館)
相愛保育園
敬和小学校(体育館)
敬和公民館
橋南会館
阿漕塚記念館
育生小学校(会議室)
橋南中学校(木工室)
セントヨゼフ女子学園(大会議室)
橋南公民館
津工会館
新町小学校(会議室)
西橋内中学校(被服室)
三重大学附属幼稚園
県栄町庁舎(旧県民サービスセンター)
南立誠小学校(会議室)
アストプラザ４階(研修室Ａ)
津西会館
西が丘小学校(体育館)
上浜団地集会所
北立誠小学校(体育館)
雲出幼稚園
城山会館

丸之内27－10
丸之内養正町14－1
相生町77
中河原445
寿町21－22
柳山津興1535－27
柳山津興622
下弁財町津興1350
上弁財町津興2537－4
半田1330
幸町18－22
半田142
八町三丁目3－1
東古河町7－1
観音寺町523
栄町一丁目954
桜橋二丁目39
羽所町700
一身田上津部田1355－5
長岡町800－437
上浜町四丁目49
江戸橋一丁目30
雲出本郷町1165
城山二丁目20－3

介護保険
被保険者証

投票区 投票所 所在地
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

南郊公民館
三重県工業研究所
三重県立津高等技術学校
藤水小学校(体育館)
南が丘会館
南が丘小学校(体育館)
神戸小学校(コミュニティルーム)
泉ヶ丘集会所
片田小学校(体育館)
櫛形小学校(体育館)
安東小学校(体育館)
緑の街集会所
一身田小学校(体育館)
一身田公民館
豊野会館
町屋会館
栗真保育園
白塚小学校(体育館)
白塚市民センター
白塚団地第２自治会集会所
大里小学校(会議室)
高野尾転作促進技術研修所
豊が丘会館

高茶屋三丁目25－6
高茶屋五丁目5－45
高茶屋小森町1176－2
藤方1627
垂水2882－1
垂水2538－1
神戸332－1
野田21－792
片田井戸町22
分部1211－1
納所町245
河辺町3511－7
一身田大古曽355
一身田町293－3
一身田豊野1406－479
栗真町屋町714－1
栗真小川町274
白塚町4463
白塚町2111
白塚町58－15
大里窪田町1821
高野尾町5417
豊が丘二丁目1－1

■津地域

　投票の秘密は、憲法や公職選挙法で固く守られ
ています。誰が誰に投票したかは、投票した本人以
外は分かりません。自分の判断で投票しましょう。

守られる投票の秘密
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投票を忘れずに！ 棄権
とうひょう

投票区 投票所 所在地
48
49
50
51
52
53
54
55

中別保公民館
豊津小学校(体育館)
上野小学校(体育館)
東千里公民館
千里ヶ丘小学校(体育館)
黒田小学校(体育館)
南黒田公民館
三行地区農業構造改善センター

河芸町中別保2034－3
河芸町一色1680
河芸町上野2963
河芸町東千里759
河芸町千里ヶ丘13
河芸町北黒田109－1
河芸町南黒田442－1
河芸町三行1228－1

投票区 投票所 所在地
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

井生公会所
大井公民館
井関公会所
波瀬ふれあい会館
室の口公民館
川合文化会館
庄村集会所
高岡老人憩いの家
一志高岡公民館(ホール)
一志体育館(サブアリーナ)
小山集会所
虹が丘集会所

一志町井生2691
一志町大仰217－1
一志町井関1550
一志町波瀬2232－2
一志町波瀬6400－1
一志町八太420－4
一志町庄村244－1
一志町高野1321－1
一志町田尻605－2
一志町高野160－728
一志町小山401－1
一志町虹が丘5－7

投票区 投票所 所在地
61
62
63

美里ふるさと資料館
高宮公民館
みさと幼稚園

美里町北長野1445
美里町足坂560－2
美里町家所2054

投票区 投票所 所在地
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

久居総合福祉会館(体育室)
誠之小学校(体育館)
成美小学校(体育館)
立成小学校(大会議室)
久居さくらが丘集会所
密柑山幼稚園
北部保育園
元町地区集会所
須ヶ瀬構造改善センター
木造区集会所
桃園情報センター
こべき保育園
戸木小学校(体育館)
七栗産業会館
栗葉幼稚園
一色公会所
下稲葉公会所
上稲葉ふれあい会館
榊原農民研修所
下村教育集会所
寺野垣内集会所
榊原上教育集会所

久居東鷹跡町20－2
久居西鷹跡町424
久居新町737
久居野村町560
久居桜が丘町1813－5
久居北口町554－2
久居北口町859－3
久居元町2099－2
須ヶ瀬町1610－7
木造町1581
新家町1365－5
久居元町2314－17
戸木町880
庄田町517－1
森町284－1
久居一色町766－2
稲葉町200
稲葉町2764－1
榊原町5104
榊原町8161－2
榊原町4696－1
榊原町10295－1

投票区 投票所 所在地
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

竹原多目的集会所
美杉総合文化センター
太郎生多目的集会所
下太郎生中農業集落多目的集会所
伊勢地地域住民センター
八幡地域住民センター
美杉高齢者婦人センター「しゃくなげ会館」
丹生俣多目的集会所
多気地域住民センター
下之川地域住民センター

美杉町竹原2821
美杉町八知5580－2
美杉町太郎生2120
美杉町太郎生4473－3
美杉町石名原1681
美杉町奥津1288－8
美杉町川上3372
美杉町丹生俣1360－2
美杉町上多気1031
美杉町下之川6115

56
57
58
59
60

芸濃総合文化センター(ホール)
明小学校(体育館)
旧安西小学校
雲林院福祉会館(１階多目的室)
落合の郷(管理棟)

芸濃町椋本6824
芸濃町林325
芸濃町北神山310
芸濃町雲林院1019
芸濃町河内900

投票区 投票所 所在地

90
91

香良洲公民館
香海中学校(体育館)

香良洲町1876－1
香良洲町128

投票区 投票所 所在地

64
65
66
67

草生公民館(多目的ホール)
村主公民館(多目的ホール)
安濃公民館(多目的ホール)
明合公民館(研修室)

安濃町草生4249－1
安濃町連部69－1
安濃町内多3653
安濃町粟加978

投票区 投票所 所在地

104
105
106
107
108
109
110

元取公民館
家城小学校(体育館)
川口小学校(体育館)
大三農村集落多目的共同利用施設
三ヶ野集会所
倭公民館
八ッ山農村集落多目的共同利用施設

白山町城立305
白山町南家城647
白山町川口1991
白山町二本木1001－253
白山町三ヶ野2773－1
白山町中ノ村581
白山町八対野994－1

投票区 投票所 所在地

■河芸地域 ■香良洲地域

■芸濃地域

■美里地域

■安濃地域

■久居地域

■白山地域

■美杉地域

■一志地域
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第１
第２
第３
第４
第５
第６
第７
第８
第９
第10

三重大学
※駐車場は利用不可

６月23日㈭～
７月９日㈯
８時30分～20時

※期間中、土・日曜日
　も投票できます。

７月４日㈪・５日㈫
10時～17時

７月７日㈭・８日㈮
10時～20時

イオンタウン
津城山

市本庁舎８階大会議室Ｂ
市河芸庁舎１階防災研修室
市芸濃庁舎２階防災会議室
市美里庁舎１階会議室
市安濃庁舎２階会議室１・２
市久居庁舎（ポルタひさい内）１階１Ａ会議室
香良洲公民館１階大会議室
市一志庁舎１階住民活動室
市白山庁舎２階203会議室
美杉総合文化センター会議室１

西丸之内23－1
河芸町浜田808
芸濃町椋本6141－1
美里町三郷48－1
安濃町東観音寺483
久居新町3006
香良洲町1876－1
一志町田尻593－2
白山町川口892
美杉町八知5580－2

栗真町屋町1577

久居小野辺町1130－7

三重大学内 総合研究棟Ⅱ
２階第１会議室

イオンタウン津城山店内
１階マックスバリュ前

期日前投票所名
ところ

と　き
期日前投票所の場所 所在地

不在者投票ができる人
●期日前投票ができる理由に該当する人で、遠隔
　地に滞在中のため投票所に行けない場合は、滞
　在している市区町村の選挙管理委員会で不在者

　津市の在外選挙人名簿に登録されている人で、
選挙期間中に国内に一時帰国している場合や帰国
して間もないため国内の選挙人名簿に登載されて
いない人は、国内の投票方法(指定された投票所
での選挙当日の投票または期日前投票)、または
不在者投票を利用して投票することができます。
ただし、在外選挙人証の提示が必要です。

　投票ができます。
●指定病院、指定老人ホーム、国立保養所などの
　施設に入院・入所中の人は、その施設で不在者
　投票ができます。

在外投票

　開票は、７月10日(日)の21時30分から、安濃
中央総合公園内体育館で行います。
　開票状況については、第１回目の速報を22時
30分に開票所で行う予定です。
※津市ホームページ、津市行政情報番組でもご覧
　いただけます。

開　　票

選挙公報は７月３日の新聞折り込みで
　参議院選挙区選出議員選挙は、候補者の氏名・
経歴・政見などを掲載した選挙公報、参議院比例
代表選出議員選挙は政党などの名称・政見・名簿
登載者の氏名・経歴などを掲載した選挙公報を、
７月３日(日)の朝刊に新聞折り込みで配布します。
選挙公報を折り込む新聞
　中日新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、
　産経新聞、日本経済新聞、伊勢新聞
　新聞を購読していないなどで選挙公報が届かな
い場合は、郵送などで届けますので、選挙管理委
員会までご連絡ください。主な公共施設や市内の
各郵便局にも選挙公報を入れた補完箱を置きます
ので、ご利用ください。
※選挙公報は三重県選挙管理委員会のホームペー
　ジでもご覧いただけます。

選挙公報

津市役所 三重県選挙管理委員会

当日投票に行けない人は 期日前投票または不在者投票を
　投票当日、次の理由などで投票所に行けない人
は、宣誓書に記入の上、期日前投票ができます。
宣誓書は、期日前投票所に備えてありますが、入
場券の裏面にも宣誓書が印刷してありますので、
あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお
持ちいただくと手続きが早く済みます。
　宣誓書は、津市のホームページからもダウンロー
ドできます。　※当日、投票に行く場合は不要です。

期日前投票ができる人
●職務または業務に従事、親族等の冠婚葬祭など
　の予定がある人
●レジャーや買い物などの用務または事故のため投
　票日に投票区の区域外に旅行または滞在する人
●病気、けが、妊娠、出産、老衰、身体の障がい
　のため歩行が困難な人
●市外に住所を移転した人　

期日前投票は簡単です
●投票所入場券が届いて
　いればお持ちください。
●印鑑は不要です。
●投票所に行けない理由
　は選ぶだけです。
●期日前投票所にも候補
　者の氏名などを掲示し
　ています。

※津市の選挙人名簿に登録さ
れている人は、住んでいる地
域に関係なく、定められた期
間および時間内に左記の期
日前投票所のどこででも投票
できます。
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2 9
　後期高齢者医療制
度では、保険証が一
人に一枚交付されま
す。７月中旬に、三
重県後期高齢者医療
広域連合から新しい
保険証(若草色)が簡易書留で送付されます。現在
使っているピンク色の保険証は、８月１日以降、
保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市
民課)、各出張所に返却してください。

８月から保険証が若草色に

　普通徴収の場合は、支払った人に適用されま
す。これにより世帯全体で所得税や住民税が減額
になる場合があります。
　特別徴収の場合は、本人に適用されます。

社会保険料控除について

年度途中で特別徴収に切り替わる人

対象になる人対象になる人

保険料の納め方保険料の納め方

みほん

平成28年７月１日発行
保険医療助成課

　229-3285　　229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合
　221-6883　　221-6881

　昨年６月から今年５月に75歳になるなど、津
市で新たに後期高齢
者医療制度の保険に
加入した人などは、
７月から９月は普通
徴収、10月以降は特
別徴収になります。

75歳以上の人
一定の障がいがある
65歳以上75歳未満

の人

申請して認定を
受けた日から資格取得
※申請するかしないかは
　選択できます

　保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収
と納付書や口座振替で納める普通徴収の２通りの
納め方があります。７月中旬に保険料額決定通知
書と納入通知書が送られます。

特別徴収

本年度保険料

仮徴収
４月      ６月     ８月 10月 　12月　  ２月

本徴収

普通徴収

受給している年金額が

介護保険料が年金から差し引かれている

介護保険料と後期高齢者医療保険の１回
あたりの保険料の合計額が、１回あたり
の年金受給額の２分の１を超えない

年額18万円以上　　　　年額18万円未満

はい　　　　　　　　　  いいえ

はい　　　　　　　いいえ

年金受給月(偶数月)
に年金から直接保険
料が差し引かれます

送付される納付書または口
座振替による納付になります
納期・・・７月から翌年３月の毎
月末日(12月は25日)

※複数の年金を受給している場合は、年金保険者・
年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天
引きの可否を判断します。

前年度２月に特別徴収した
額と同額を徴収します

７月に確定する年間保険料
額から仮徴収額を差し引いた
額を３期に分けて徴収します

後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度
第１回 保険料について知ろう

　金融機関に口座振替依頼書を提出し、市役所に
納付方法変更申出書を出してください。
　10月分からの変更を希望する場合は、7月27日
(水)までに手続きをしてください。それ以降は、
申請の時期により変更時期が異なります。

納付方法を特別徴収(年金天引き)
から口座振替に変更したいとき

必要なもの　納付方法変更申出書、印鑑、後期高
齢者医療被保険者証、津市市税等口座振替依頼書
の依頼者保管用の写し

（　　　　　   ）

75歳の誕生日
当日から資格取得
※自動的に加入となり、　　
　手続きは必要ありません

他県からの転入時や生活保護を
受けなくなった時を除く
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軽減 なし

＝ ＋

軽減

軽減

● 被扶養者だった人

後期高齢者健康診査の受診を！

　災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納
付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に
準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収
猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険

医療助成課(減免については後期高齢者医療担当
　229-3285、徴収猶予については保険担当　
229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民
課)にご相談ください。

　６月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広
域連合から受診券が発送されていますので、11
月までに受診してください。５月～８月に被保
険者になる人には、８月以降に順次受診券を送
付します。

※詳しくは、広報津６月16日号と同時配布の
 「平成28年度がん検診と健康診査のご案内」、
　または受診券に同封の案内文書をご確認くだ
　さい。

　被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、次の
表のとおり均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金
に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。

津市の保険料額(年間)

保険料の軽減について

保険料の減免・徴収猶予について

後期高齢者医療保険料

● 所得の低い人
均等割額の軽減

所得割額の軽減

均等割額 所得割額

9.06％４万3,870円

保険料の決め方保険料の決め方

保険料は三重県内均一で、２年ごとに見直されます。

※

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

4,387円

6,580円

2万1,935円

3万5,096円

軽減後の
均等割額

平成28・29年度の

(上限57万円)
被保険者１人当たり

基準所得
×

所得割率

　基準所得が58万円以
下の人は、所得割額が５
割軽減されます。（収入が年
金のみの場合、153万円から
211万円までの人が対象とな
ります。）

　後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被
扶養者だった人は、均等割額が９割軽減され、所得割はかかりません。該当の人で保険料額が軽
減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課（市民課）へお問い合わせください。

平成27年度住民税課税世帯の人　 500円
平成27年度住民税非課税世帯の人 200円

※前年の総所得金額等から基礎
　控除額33万円を控除した額
総所得金額等に遺族年金や障害年
金は含まれません。また、所得控除
(社会保険料控除、配偶者控除など)
は適用されません。

世帯は４月１日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定
されます。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得がない)

33万円＋(26.5万円×当該世帯の被保険者の数)以下

33万円＋(48万円×当該世帯の被保険者の数)以下

33万円以下で９割軽減の基準に該当しない

自　己
負担額
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持参するもの
●年金手帳または基礎年金番号通知書
●印鑑(本人が署名をする場合は不要)
●雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職
　票などの写し(失業を理由とする申請の場合)
●在学証明書の原本または学生証の写し(学生納付
　特例申請の場合)
申請先　津年金事務所(　228-9112)または保険
　医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

78万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等
118万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等
158万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等

118万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等

　所得が少ないなど、国民年金保険料(以下「保険
料」という)を納めることが経済的に困難な場合に
は、保険料の納付が免除または猶予される制度が
利用できます。保険料を未納のまま放置すると、
将来、老齢基礎年金を受け取ることができなかっ
たり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年
金を受け取ることができなかったりする場合があ
ります。

　免除などが受けられる所得の基準は、次表のと
おりです。

免除(全額免除・一部免除)
　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
の場合
納付猶予
　50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一
定額以下の場合
※平成28年７月１日より、対象年齢が30歳未満
　から50歳未満へ拡大しました。(平成28年７月
　分から対象)
学生納付特例
　学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

　日本年金機構では、インターネットで24時間
いつでも自分の年金加入記録が確認できる「ねん
きんネット」サービスを行っています。利用には
事前に申し込みが必要ですので、詳しくは日本年
金機構ホームページをご覧ください。

　なお、インターネットの利用が難しい場合には、
保険医療助成課管理・年金担当(市本庁舎１階⑥
番窓口)でも年金記録の確認ができますので、お
問い合わせください。

区　分 所得の基準

国民年金からのお知らせ
平成28年７月１日発行
保険医療助成課

　229-3162　　229-5001

免除などの所得の基準免除などの所得の基準

申請可能期間の注意点
●申請時点の２年１カ月前の期間まで申請できます。
●申請可能期間内に50歳に到達するときは、その
　前月までが納付猶予の対象期間です。
●平成26年４月より、災害や失業などによる特例
　免除の対象期間が、災害や失業などがあった前

　月から翌々年の６月までになりました。平成26
　年３月以前にあった災害や失業なども対象とな
　りますが、申請可能期間は申請時点の２年１カ
　月前の期間までです。

免除などの申請手続き免除などの申請手続き

　全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続
希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請
しなくても引き続き審査を受けることができま
す。ただし、所得の申告が必要です。
　災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一
部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が
必要ですのでご注意ください。

免除などの継続の取り扱い免除などの継続の取り扱い

 年金加入記録をインターネットで確認
「ねんきんネット」サービス

保険料を納めることが難しい場合は保険料を納めることが難しい場合は

全額免除

　　３／４免除

　　半額免除

　　１／４免除

納付猶予

学生納付特例

一
部
免
除

ねんきんネット|HP 検索
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15,000円
15,030円
15,140円
15,230円
15,490円
15,280円
15,130円
15,100円
15,250円
15,590円

11,240円
11,270円
11,360円
11,420円
11,610円
11,450円
11,340円
11,330円
11,440円
11,690円

7,500円
7,520円
7,570円
7,620円
7,750円
7,640円
7,560円
7,550円
7,620円
7,790円

3,740円
3,750円
3,780円
3,800円
3,870円
3,810円
3,780円
3,780円
3,810円
3,900円

老齢基礎年金

全額免除

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

半額免除３/４免除 １/４免除

全額免除 

　　3/４免除

　　半額免除

　　1/４免除

若年者納付猶予

学生納付特例 

未納 

年金額への反映

反映割合

障害基
礎年金

受給資格期
間への算入

受給資格期間へ
の算入

遺族基
礎年金

　免除の承認を受けた年度の保険料を、平成28年
度に追納する場合の月額は次表のとおりです。平
成25年度以前は保険料に加算額が上乗せされま
す。納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
の追納額は、全額免除と同じです。

平成28年度に追納する場合平成28年度に追納する場合
　保険料を当月末振替にすると月々50円の割
引「早割」があります。その年度の保険料を２
年分・１年分・６カ月分まとめて口座振替にす
ると、さらに割引額が大きくなりお得です。手
続きは、津年金事務所または金融機関へ、年金
手帳、通帳、金融機関届け出印を持参してください。
※保険料を追納する場合は、口座振替は利用で
　きません。

納付は便利でお得な口座振替で納付は便利でお得な口座振替で

　クレジットカード納付は、クレジットカード
を提示して直接納付するのではなく、被保険者
自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的に
クレジットカード会社が日本年金機構に立替納
付を行うものです。手続きは、津年金事務所へ
年金手帳、クレジットカード、印鑑を持参して
ください。
※クレジットカード納付では口座振替の「早割」
　は適用されません。また、６カ月前納、１年前
　納の割引額が、現金納付の割引額になります。

クレジットカード納付ができますクレジットカード納付ができます

免除などと未納は違います免除などと未納は違います
　「全額免除・一部免除」などと「未納」は、次
表のような違いがあります。

高齢任意加入制度高齢任意加入制度
　60歳までに25年の受給資格期間を満たしてお
らず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加

入することで受給資格を得られる場合がありま
す。また、40年(480カ月)の納付済期間がないた
め老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受
給額を満額もしくは満額に近づけることもできま
す。なお、すでに老齢基礎年金を受給している人
は加入できません。
持参するもの
●年金手帳または基礎年金番号通知書
●通帳、金融機関届け出印
※共済年金の加入期間がある人は、加入期間を証
　明するものが必要になる場合があります。
申請先
　津年金事務所(　228-9112)または保険医療助
成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

付加保険料で受給額を上乗せ付加保険料で受給額を上乗せ
　付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすた
めに、国民年金の第１号被保険者(任意加入者含む)
が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う
保険料です。付加年金の受給額は200円×払い込
み月数になります。ただし、保険料の免除、猶予
を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保
険料を納められません。

保険料が追納できます保険料が追納できます
　保険料免除などの期間があると、全額納付した
ときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりま
すが、10年以内であれば、古い期間から順に追納
して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度か
ら起算して３年度目以降に追納する場合、当時の
保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ
ます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している
人は追納できません。

　一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料
を納付していることが必要です。反映割合のかっこ
内は、平成21年３月以前の免除期間の割合です。

一
部
免
除

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

 1/2（1/3）
○

 5/8（1/2）
○

 6/8（2/3）
○

 7/8（5/6）

×

×

付加保険料を10年間納めると、年額
24,000円が受給額に上乗せされます例

200円
（受給額）

12カ月　10年
（払い込み月数）

24,000円
（年額）
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