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市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。
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美杉町八知を流れる清流・雲出川でアユの友釣り表紙
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津市のこども園
開園に向けて整備スタート
津市のこども園
開園に向けて整備スタート

吉田沙保里選手 
めざせ！女子初の４連覇
吉田沙保里選手 
めざせ！女子初の４連覇

これまでの歩みと
　これからの津市のまちづくり③
これまでの歩みと
　これからの津市のまちづくり③



広報 つ！　平成28年８月１日号2

　３月26日に６年半ぶりの全線復旧を果たしたＪ
Ｒ名松線。名松線に乗って美杉地域を訪れた皆さ
んから、このようなすてきな声が届いています。

　そこで市では、ゴールデンウイークに好評
だった無料臨時バスを、８月から11月にかけて
15日間運行します。
　美杉地域では夏休みの８月から秋の行楽シー
ズンにかけ、さまざまなイベントが開催されま
す。豊かな自然も、春とはひと味違った表情を
見せてくれるでしょう。この機会に、名松線に
乗って、美杉地域をはじめとする沿線地域の歴
史や自然に触れてみませんか。

Summer Autumn WinterSpring

名松線に乗って名松線に乗って
美杉の自然・歴史を満喫！美杉の自然・歴史を満喫！

名松線で美杉の魅力を発見！

８月～11月の合計15日間　無料臨時バスを運行
無料臨時バス運行スケジュール

マークの日はイベント開催！詳しくはＰ５へ

８月
７日
(日)

８月
11日
(木・祝)

８月
12日
(金)

８月
13日
(土)

８月
14日
(日)

８月
28日
(日)

９月
18日
(日)

10月
10日
(月・祝)

10月
16日
(日)

11月
３日
(木・祝)

11月
５日
(土)

11月
６日
(日)

11月
11日
(金)

11月
12日
(土)

11月
13日
(日)

家城駅－伊勢奥津駅間の利用人数(ＪＲ東海資料)

90人 日

1.7倍 150人 日

～6 1 6 30

被災前

約6倍
600
500

人 日

～

～4 29 5 8

無料臨時バス220人 日
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問い合わせ　交通政策課　　229－3289　　229－3336
美杉総合支所地域振興課　　272-8080　　272-1119

またゆっくり違う季節にも来てみたい。

Go! Go!

美杉いやしの森の妖精
みすぎん

伊勢奥津駅⇔松阪駅(43.5km)を約80分で
つないでいるんだ。　  の駅では、
パーク＆ライドもできるよ！
一志駅…市一志庁舎南側駐車場
関ノ宮駅…市白山庁舎内駐車場

北畠氏館跡庭園の新緑に生き返る思いが
した。秋にもう一度来たい。

※ＪＲ一志駅では近鉄川合高岡駅から乗り継ぎができます

地域の人が明るくて気さく。道を尋ねると
お勧めスポットも教えてくれて、心が和んだ。
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無料レンタサイ
クル

多気方面行
9:10 11:10 11:15 11:40 13:10 13:15 14:50

道の駅美杉

伊勢奥津駅発

9:25 11:25 11:30 11:55 13:25 13:30 15:05

北畠神社着 9:30 11:30 11:35 12:00 13:30 13:35 15:10

　７月23日から、名松線の乗り継ぎ時刻に合わせ
ダイヤを改正しました。土・日・祝日ダイヤも新
たに設けましたので、ぜひご利用ください。

料　金　距離に応じて200円～600円(小学生は
　半額、乳幼児は無料)
主な乗継駅　伊勢奥津駅、伊勢竹原駅

コミュニティバスを活用して、美杉へ小旅行

いせおきつ
伊 勢 奥 津

（三重県津市） ひつ
Hitsu

Ise-okitsu 名松線⇔無料臨時バス　乗り継ぎ表

着

伊勢奥津駅行
北畠神社発 10:55 12:00 12:30 12:40 14:10 14:30 14:45 16:40

道の駅美杉 11:00 12:05 12:35 12:45 14:15 14:35 14:50 16:45

伊勢奥津駅 11:15 12:20 12:50 13:00 14:30 14:50 15:05 17:00

伊勢奥津駅
11：02着

八幡出張所前
11：12発

川上
11：23着

川上
14：44発

八幡出張所前
14：55着

【川上ルート】アマゴと川遊びを満喫！

名松線   ⇔  コミュニティバス　で行くモデルコース(土・日・祝日ダイヤ)

伊勢奥津駅
15：08発

伊勢竹原駅
10：34着

伊勢竹原駅前
10：48発

丹生俣
11：37着

丹生俣
14：37発

伊勢竹原駅前
15：26着

【丹生俣ルート】WOOD JOBロケ地巡り
伊勢竹原駅
15：35発

名松線

無料臨時
バス

無料臨時バス

名松線

北畠氏館跡庭園

道の駅美杉

奥津宿のれん街

伊勢本街道

霧山城跡

伊勢奥津駅行
松阪駅発 7:32 9:38 11:33 13:09

一志駅発 7:51 9:56 11:51 13:27

関ノ宮駅発 8:06 10:11 12:06 13:42

伊勢奥津駅着 8:59 11:02 12:57 14:33

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

松阪駅行
伊勢奥津駅発 11:30 13:06 15:08 17:15

関ノ宮駅着 12:21 13:57 15:59 18:06

一志駅着 12:36 14:12 16:14 18:21

松阪駅着 12:54 14:30 16:34 18:41

パ
ー
ク

＆
ラ
イ
ド

北畠神社発 10:00 11:40 12:05 14:00 15:20 15:50

道の駅美杉着 10:05 11:45 12:10 14:05 15:25 15:55

道の駅美杉発 10:15 11:50 12:20 14:15 15:35 16:05

北畠神社着 10:20 11:55 12:25 14:20 15:40 16:10

北畠神社⇔道の駅美杉はループバスも運行！
道の駅美

杉で

レンタサ
イクルし

ても

楽しいね
♪

※11月11日(金曜日)～13日(日曜日)は北畠氏館跡庭園のライトアップに合わせて
　別ダイヤを運行します。詳しくは10月16日号の広報津でお知らせします。



たろっと三国屋
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問い合わせ　美杉総合
支所地域振興課

　272－8080　　27
2－1119

魅力いっぱい！沿線を満喫！魅力いっぱい！沿線を満喫！

レンタサイクルで周遊しよう！レンタサイクルで周遊しよう！レンタサイクルで周遊しよう！

市美杉庁舎
272-8082

コルチカムの里
261-1660

電動! 無料!

　　マークの３カ所で、電動アシスト付き自
転車の無料貸し出しを行っています。自転車
で美杉地域の各エリアを回ってみませんか。

スカイランド
おおぼら

家城ライン

君ヶ野ダム
三多気の桜

全12コース！

津市森林セラピー
®

美杉コース：平和を考える。
谷中の碑を訪ねて(３㎞)
８月21日(日)  
集合場所・アクセス
　伊勢鎌倉駅着(８:39)

伊勢
奥津駅

真福院日神
不動院

日神
石仏群

道の駅
御杖

道の駅
美杉

北畠
神社

杉平
バス停

三多気
の桜

茅葺
民家

国津
神社

飯垣
内橋

分岐点

太郎生エリア
(約160分 )

パワースポットが
点在

多気エリア
(約80分 )
伊勢本街道巡り

三多気の桜エリア
(約65分 )

日本さくら名所百選

モデルコース

10分～１時間40分で
回れる全5コースを掲載！
マップを片手にレッツゴー♪

周遊マップ配布中！周遊マップ配布中！



下之川住民交流センター

￥０

名松線

無料臨時バス

　無料臨時バスルート
　コミュニティバス

　川上ルート
　コミュニティバス

　丹生俣ルート

無料臨時バスで行こう！８~11月のイベント

名松線で巡る　一志・白山・美杉のいいとこ発見！

第28回みすぎ夏まつり
納涼花火大会
８月11日(木・祝) 18:30～21:00
アクセス　　伊勢八知駅→
　美杉中学校グラウンド(会場)
※帰路は臨時列車を運行
￥０

北畠氏館跡庭園
寂庭の宴 夜間特別鑑
賞会(ライトアップ)
11月11日(金) ～13日(日) 
アクセス　　伊勢奥津駅
→　北畠氏館跡庭園(会場)￥０

ウッディフェスタ
８月28日(日) 10:00～16:00
アクセス　　伊勢奥津駅
→　道の駅美杉(会場)￥０

神去村美杉なぁなぁまつり
８月28日(日) 10:00～16:00
アクセス　　伊勢奥津駅
(会場)→　道の駅美杉(会場)￥０

道の駅美杉サンクス
フェスタ
８月28日(日) 10:00～16:00
アクセス　　伊勢奥津駅
→　道の駅美杉(会場)￥０

９月18日(日) ９：30～
アクセス　　伊勢奥津駅
→　多気地区周辺(会場)
※詳細・申し込み方法につ
いて詳しくはＰ15へ

ウオークイベント

有料

￥０

セラピストと過ごす
セラピー満喫の休日
（霧山コース）

5広報 つ！　平成28年８月１日号

道の駅美杉
275-0399

白山コース：紅葉の家城
ラインを歩く(5㎞)
11月27日(日)  
集合場所・アクセス
　家城駅着(10:15)

美杉コース：こんにゃくづくり
体験と東平寺(１㎞)
９月25日(日)  
集合場所・アクセス
　比津駅着(８:51)

美杉コース：北畠氏ゆかりの多気
の里に歴史を感じて(２㎞)
11月６日(日)  
集合場所・アクセス
　伊勢奥津駅着(８:59)

一志コース：とことめの里と初瀬街道
ぼたん峠から田尻宿を歩く(4.5㎞)
10月２日(日)  
集合場所・アクセス
　井関駅着(10:00)

対象　美杉コース…中学生以下とその家族　一志・白山コース…どなたでも　※小学生以下は保護者同伴　定員　抽選
各5０人程度　申し込み　各コース開催日の３週間前までに、郵送またはファクスでコース名、郵便番号、住所、参加
者全員の氏名、年齢、性別、電話番号を美杉総合支所地域振興課(〒515-3421 美杉町八知5580-2、 F272-1119)へ
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（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月開園予定

特集

　待機児童解消のため、津市ではこれまで保育所等の定員を拡大してきましたが、引き続き保

育提供量の拡充が求められています。少子化が進行する中で、増加する保育ニーズに充分に対

応するため、今後も公私の保育所・幼稚園などが協力・連携して就学前の子どものより良い幼

児教育・保育環境の確保や改善に取り組む必要があります。そのため、津市では、幼児教育の

適正規模を保ちながら保育の提供拡大を進める方策として、公立の幼稚園と保育所を一体化

し、こども園への移行を進めています。

津市立のこども園はいつ、どこにできるの？

津市のこども園

開園に向けて整備スタート

要整備要整備

（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300人
平成30年４月開園予定

（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月開園予定

要整備要整備

　利用を希望する白山地域内
の子どもを漏れなく受け入れる
ため、300人に変更しました。

定員が260人→300人に

（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月開園予定

要整備要整備

　親しみやすく、津地域初の公
立のこども園にふさわしい名称
となるよう、地域の皆さんのご
意見をいただきながら、今年度
中に決定します。

名称について

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月開園予定

※平成29年度の新町幼稚園、修成幼稚園の
　募集はありません
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岩田川

運動場
神戸幼稚園
神戸幼稚園

神戸
小学
校

校舎
北棟

南棟

体
育
館

問い合わせ　子育て推進課　　229-3167　　229-3451

　子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、津市立
幼稚園の保育料は月額6,000円から世帯の所得に
応じた額を負担いただくこととなりました。そのた
め、津市立幼稚園を利用する場合、急激に負担が増
えないよう、段階的に保育料を設定する経過措置
期間を平成31年度まで設けています。
　津市立幼稚園から移行した認定こども園を利用
する１号認定の子どもについては、次のように保育
料の経過措置の適用を行う予定です。

※(仮称)芸濃こども園は平成32年４月開園予定のため、経過措置の適用はあ
　りません。

保育料はどうなるの？

平成30年４月オープン！（仮称）津こども園の整備計画（案）

　幼稚園、保育所等の利用者負担額(保育料)は、保護
者の所得に応じ、基準となる金額を国が示しています。
　津市の保育料は、国が示す金額からさらに低く、所得
の区分をさらに細分化することにより、保護者の所得
や世帯の状況に対してよりきめ細やかで、保護者の負
担が軽くなるように設定しています。

保育料階層表(１号認定の子ども)

保育料の経過措置

保育料の経過措置について

保育料負担額の軽減
　国が示す保育料額の68.3％の金額を設定
　 ※国および市の基準で平成26年度の保護者の所得を基に保育料を
　試算し、比率を算出。

保育料階層の細分化
　１号認定子ども… 国 ５階層 → 津市 ８階層
　２号・３号認定子ども… 国 ８階層 → 津市 19階層

1

ひとり親世帯等

その他世帯

ひとり親世帯等

その他世帯

ひとり親世帯等

その他世帯

ひとり親世帯等

その他世帯

6

7

8

0円

0円

2,000円

0円

2,000円

6,100円

6,500円

10,300円

11,000円

12,500円

14,000円

17,600円

0円

0円

2,000円

0円

2,000円

6,100円

6,300円

8,700円

9,000円

9,900円

10,800円

12,900円

0円

0円

2,000円

0円

2,000円

6,100円

6,400円

9,500円

10,000円

11,200円

12,400円

15,200円

定　 義

生活保護世帯等

階層
(Ｂ)

平成30年度
経過措置適用

(Ｃ)
平成31年度
経過措置適用

(Ａ)
経過措置
適用なし

住民税所得割額211,200円以下

住民税所得割額211,201円以上

非課税世帯

住民税所得割額
非課税世帯

住民税所得割額
61,600円以下

住民税所得割額
77,100円以下

2

3

4

5

住民税所得割額143,100円以下

子ども園名 平成30年度 平成31年度
(仮称)

津こども園
適用なし（Ａ）

ただし、平成２９年度に神戸幼稚園
を利用していた場合は適用する（Ｂ）

適用なし（Ａ）

香良洲
浜っ子幼児園 適用する（Ｂ） 適用する（Ｃ）

(仮称)

白山こども園 適用する（Ｂ） 適用する（Ｃ）

(仮称)

一志こども園
適用なし（Ａ）

ただし、平成３０年度以前に高岡幼稚
園を利用していた場合は適用する（Ｃ）

津市の保育料 ～国の基準より低く設定～

送迎用車両が安全に
通行できるよう、西側
道路を一部拡幅

神戸小学校南棟１階を
神戸幼稚園仮保育室
として利用(平成29年
度)60台程度の駐車場を

整備

出入口を拡幅

調理室付近に搬入口
を新設

神戸幼稚園舎を増築・
改修(乳児室、保育室、
子育て支援室、調理室
など)

神戸小学校舎北棟１
階に神戸地区放課後
児童クラブ「みどりっ
子」を整備・移転

神戸幼稚園 整備・改修部分 増築部分 みどりっ子 現在地 移設後
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　津市は、平成19年３月、生涯にわたりスポーツを通して健康づくりを奨励するとともに、長い歴史と伝統に
培われた文化を大切にし、健やかな心と体をつくり、明るく豊かなまちづくりを目指して、「スポーツ・文化都
市宣言」を行いました。
　スポーツ文化振興部は、この趣旨を踏まえ、「スポーツを通して心豊かな活力あるまち津」と「文化の継
承、創造、交流による元気なまち 津」を目指しています。
　また、それらの拠点施設として、４大プロジェクトの一つである津市産業・スポーツセンターのサオリー
ナ、三重武道館が平成29年10月にオープンし、そして久居駅周辺地区都市再生整備事業として久居東鷹跡
町エリアに整備を進める(仮称)津市久居ホールは、平成31年の供用開始を予定しています。
　これからも「豊かな文化と心を育むまちづくり」に向けて、スポーツと文化の振興に取り組んでいきます。

スポーツ文化振興部編

33

▼津市屋内総合スポーツ
施設基本計画を策定

▼津市スポーツ振興計画の策定

▼津市文化振興計画の策定

▼津球場公園内野球場スコアボード改修

▼日本スポーツマスターズ
2010三重大会を開催

▼スポーツ文化振興部を設置

▼津市スポーツ施設整備基本
構想を策定

▼津市総合計画(前期基本計画)で「豊かな文化と
心を育むまちづくり」を位置付け

▼市長部局にスポーツ・文化振興室を設置

▼藤堂高虎公入府400
年記念事業(シロモチ
くんの誕生)

▼第１回津シティ
マラソンを開催

▼スポーツ・文化都市宣言

▼スポーツ・文化都市宣言

▼第１回津シティマラソン

▼津球場公園内野球場スコアボード

▼藤堂高虎公入府400年記念事業 ▼日本スポーツマスターズ
　2010三重大会ポスター

H18 H19 H20 H21 H22 H23

平成20年に
誕生！

津市のゆる
キャラ

シロモチく
ん



問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

9広報 つ！　平成28年８月１日号広報津9月１日号では「環境部編」をお届けします。

▼津商業高校が甲子園初出場

▼津市スポーツ推進計画の見直し

▼久居中央スポーツ公園内
プールをリニューアル

▼ＪＣＡ(全日本合唱連盟)ユースクワイアコンサートを開催

▼津市文化振興計画の見直し

▼第１回吉田沙保里杯津市少年少女レスリング
選手権大会を開催

▼津市スポーツ協会の設立

▼吉田沙保里選手オリンピック
３連覇・国民栄誉賞を受賞

▼羽田朝子記念映画上映事業の開始

▼津市産業・スポーツセンターの屋内
スポーツ施設を「サオリーナ」と命名

▼吉田沙保里選手
オリンピック３連覇

▼久居中央スポーツ公園内プール ▼津商業高校甲子園初出場

H24 H25 H26 H27

11
22
33

競技スポーツの向上、
健康づくりのための
市民スポーツの普及

文化芸術の
鑑賞機会の充実

スポーツ・文化施設の
環境整備

競技スポーツの向上、
健康づくりのための
市民スポーツの普及

文化芸術の
鑑賞機会の充実

スポーツ・文化施設の
環境整備

スポーツ・文化施設の
高水準化、長寿命化に
向けた整備改修と

管理運営

スポーツ・文化施設の
高水準化、長寿命化に
向けた整備改修と

管理運営上質な文化芸術
鑑賞の機会と
発表の場の提供

上質な文化芸術
鑑賞の機会と
発表の場の提供

国体・インターハイを
契機とした

市民スポーツの
普及・振興

国体・インターハイを
契機とした

市民スポーツの
普及・振興

▼ＪＣＡユースクワイアコンサート

▼羽田朝子記念映画上映

20 1 7年10月1日OP E N津市産業・スポーツセンター
スポーツ・レクリエーションを楽しむ

産業振興の拠点

三重県の武道の中核施設

20 1 9年OP E N予定

(仮称)

津市久居ホール
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問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

リオデジャネイロ五輪リオデジャネイロ五輪

めざせ！女子初の４連覇めざせ！女子初の４連覇
吉田沙保里選手吉田沙保里選手

8 18 木 22:00~
一志農村環境改善センター多目的ホール

※予選18日 22:00 ごろ～、決勝19日４:00ごろ～

　６月27日、津市センター
パレスホールで吉田選手の
壮行会が開催されました。
　母校の一志中学校や久居
高校、レスリング教室の後
輩たちをはじめ、地元の皆
さんが吉田選手へエールを
送ると、吉田選手は「今回
の金メダルは重さ500ｇと
聞いています。大きな金メ
ダルを皆さんにお見せでき
るように頑張ります」と力
強い勝利の宣言。会場に詰
め掛けた観衆からは盛大な
拍手が送られました。

　津市ホームページの吉田沙保里選手応援
ページでメッセージを募集しています。ぜひ、お
寄せください！！

吉田沙保里選手応援ページ│

市民応援観戦会を開催！！市民応援観戦会を開催！！

壮行会が開催されました壮行会が開催されました

　吉田沙保里選手が出場するレスリング女子53㎏
級の試合を、市民の皆さんが一緒に応援する観戦
会を開催します。女子選手史上初の五輪４連覇を
目指す吉田選手に大きな声援を届けましょう！

ロンドン五輪時の観戦会の様子

応援メッセージを募集中！応援メッセージを募集中！

津市一志町出身の
レスリング女王を

みんなで応援しよう
!!

応援グッズもでき
ました!!

応援グッズもでき
ました!!
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市内の幼稚園の
園児を募集

認定こども園

市立幼稚園（１号認定子ども）

入園願書配布期間　９月１日(木)～16日(金)
受付期間　10月３日(月)～14日(金)
　入園願書の提出方法など、詳しくは同幼稚園(観
音寺町、Ｔ227-1711)へお問い合わせください。

受付開始　９月１日(木)～
　入園願書の配布、提出方法などは各幼稚園で異なり
ます。詳しくは各幼稚園へお問い合わせください。

入園願書配布日　８月22日(月)～
受付期間　９月１日(木)～16日(金)８時30分～
17時15分(土・日曜日を除く)
配布場所　各幼稚園、教委学校教育課、各教育事
務所

利用者負担額(保育料)　津市ホームページをご覧
ください。　

通園できる範囲

　募集締め切り後、３歳児保育実施園で定員に余
裕がある場合、12月ごろに二次募集を実施する
予定です。居住地域外からも一定のルール内で入
園を申し込むことができます。詳しくは、教委学
校教育課(Ｔ229-3391)へお問い合わせください。

　１号認定子ども(３～５歳教育標準認定)の受付開
始は、９月１日(木)からです。入園願書の配布、提
出方法など、詳しくは各園へお問い合わせくださ
い。２号認定子ども(３～５歳保育認定)と３号認定
子ども(０～２歳保育
認定)については、市
内保育所等への入所
手続きと同様、10月
に受け付けを行う予
定です。

問い合わせ　市立幼稚園

▲

各幼稚園、教委学校教育課（　229－3391　　229－3332）、教委各教育事務所
　　　　　　認定こども園、私立幼稚園、三重大学附属幼稚園

▲

各園

３～５歳児

高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
ルーテル二葉幼稚園
大川幼稚園
清泉幼稚園
ふたば幼稚園
津幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園

幼稚園名 ところ 問い合わせ対象児
一身田町
丸之内
南が丘一丁目
大谷町
南丸之内
白塚町
南河路
河辺町
久居二ノ町

Ｔ232－2251
Ｔ228－3637
Ｔ226－9945
Ｔ226－3131
Ｔ228－5341
Ｔ232－3228
Ｔ228－8897
Ｔ225－4638
Ｔ255－4316

３歳児　平成25年４月２日～平成26年４月１日生まれ
４歳児　平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ
５歳児　平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ

南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
神戸幼稚園
安東幼稚園
雲出幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園
密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園
黒田幼稚園
豊津幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園
椋本幼稚園
明幼稚園
安西・雲林院幼稚園
みさと幼稚園
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
香良洲幼稚園
川合幼稚園
高岡幼稚園
白山幼稚園

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

津

久　居

河　芸

芸　濃

美　里

安　濃

香良洲

一　志

白山・美杉

地　域 対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ
桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
藤方
高茶屋三丁目
神戸　
納所町
雲出本郷町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町
久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町一色
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚
香良洲町
一志町八太
一志町高野
白山町南出

Ｔ228－8509
Ｔ232－4084
Ｔ227－0504
Ｔ228－2379
Ｔ227－0552
Ｔ234－2616
Ｔ226－0204
Ｔ226－4754
Ｔ234－3805
Ｔ232－5913
Ｔ230－0131
Ｔ232－1050
Ｔ255－2654
Ｔ256－6513
Ｔ255－5366
Ｔ252－0883
Ｔ255－3256
Ｔ252－1167
Ｔ255－7130
Ｔ245－4093
Ｔ245－4092
Ｔ245－4091
Ｔ245－4121
Ｔ265－4529
Ｔ265－2054
Ｔ265－4361
Ｔ279－2331
Ｔ268－2363
Ｔ268－2362
Ｔ268－2360
Ｔ292－2511
Ｔ293－6502
Ｔ293－1405
Ｔ264－0080

久居地域内の３歳児保育実施園
住所のある小学校区の幼稚園

津

久　居

河　芸
芸　濃
美　里
安　濃
香良洲
一　志
白山・美杉

３歳児
４・５歳児

津地域内の幼稚園

住所のある小学校区の幼稚園
芸濃地域内の幼稚園
みさと幼稚園
安濃地域内の幼稚園
香良洲幼稚園
一志地域内の幼稚園
白山幼稚園

居住地域 通園できる範囲

認定こども園名 ところ 問い合わせ

こどもの杜ゆたか園 一身田上津部田 Ｔ236－6100

藤認定こども園 豊が丘二丁目 Ｔ230－1280

みらいの森ゆたか園 河芸町三行 Ｔ244－1515

杜の街ゆたか園 河芸町杜の街一丁目 Ｔ244－1166

私立幼稚園

三重大学教育学部附属幼稚園(３・４歳）

※修成幼稚園と新町幼稚園は、認定こども園整備のため、平成
29年度入園児の募集は行いません。
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事業主の皆さんへ

ご利用ください！申告に便利なeLTAX(エルタックス)1
TSU NEWS

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　223－3331

児童扶養手当の加算額が変わりました2
TSU NEWS

問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3334

　児童扶養手当を受給している人は、毎年現況届を提出し、認定を受けるこ
とが必要です。提出しないと受給資格があっても手当を受けることができま
せんので、必ず受付期間内に提出してください。　
受付期間　８月１日(月)～31日(水)

　児童扶養手当法が８月１日に改正され、児童扶養手当の第２子の加算額と第３子以降の加
算額が変わりました。

第２子の加算額(月額)第２子の加算額(月額)

お忘れなく！児童扶養手当の現況届

　津市では、インターネットを利用して地方税の
申告や申請ができる「eLTAX(エルタックス)」を
導入しています。
eLTAX(エルタックス)とは
　地方税における申告などの手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムで、次の
ようなメリットがあります。 
●eLTAXを利用している複数の地方公共団体へ
　の申告が一度に送信できます。　
●eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトや
　eLTAX対応フリーソフト「PCdesk」を使って
　送信できます。 
●特別徴収税額通知(当初分)を電子受信するサー
　ビスが受けられます。

eLTAX(エルタックス)で利用できるサービス
税　目 内　容 担当課

個人市民税・
県民税

法人市民税

固定資産税
（償却資産）

給与支払報告書と総括
表、特別徴収義務者の
所在地・名称変更届出
書などの特別徴収関係
手続き

中間・確定・修正申告、
法人設立・設置届、異
動届など

全資産申告、増加資産・
減少資産申告

市民税課
市民税担当
　229－3130
　229－3331

市民税課
諸税担当
　229－3129
　229－3331

資産税課
家屋担当
　229－3132
　229－3331

※加算額の月額は、所得に応じて決定します。
※平成28年12月に支給する児童扶養手当から加算額が変更になります。　
※平成29年４月から第２子および第３子以降の加算額にも物価の上下に合わせて支給額の変わる「物
　価スライド制」が導入されます。

第３子以降の加算額(月額)第３子以降の加算額(月額)

平成28年７月分まで 平成28年８月分から

平成28年７月分まで 平成28年８月分から

5,000円(定額)

3,000円(定額)

全部支給　１万円
一部支給　 9,990円～5,000円(所得に応じて決定)

全部支給　6,000円
一部支給　5,990円～3,000円(所得に応じて決定)
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昨年の歴史講座の様子

８月
28日㈰

とき テーマ 講　師

原始古代の津市につ
いて

岡田登さん
（皇學館大学教授）

９月
３日㈯

明治津市の大合併に
ついて

谷口裕信さん
（皇學館大学准教授）

９月
10日㈯

津地域の近世初頭
～豊臣から徳川政権
へ～

上野秀治さん
（皇學館大学教授）

　９月17日(土)～10月10日(月・祝)に、三重県総合
博物館MieMu(みえむ)で、古代から現代までの津
市の歴史を紹介する「新 津市誕生10周年記念特
別展覧会 過去から未来へ～津のあゆみ～」を開催
します。本講座では、特別展覧会の内容をより深
く理解できるよう、展示内容に関連した講座を行
います。津市の歴史について知識を深めませんか。
とき・内容　いずれも10時～11時30分(全３回)

ところ　中央公民館会議室
定　員　抽選60人
費　用　１,500円
申し込み　はがき、またはファクス、Ｅメールで
　「歴史講座」と明記し、郵便番号、住所、氏名、
　電話番号を教委生涯学習課(〒514-8611 住所
　不要、M229-3248@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　８月17日(水)必着

短期カルチャー講座参加者募集！3
TSU NEWS

39歳までの勤労者の皆さんへ

　全３回の短期講座なので、気軽に参加できます。仲間づくりや趣味への第一歩にご活用く
ださい。

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

津市をもっと知る 歴史講座4
TSU NEWS

特別展覧会の内容を分かりやすく解説

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3248　　229－3257

夏のお茶を楽しむ煎茶講座夏のお茶を楽しむ煎茶講座 ストレッチから始めるジャズダンス講座ストレッチから始めるジャズダンス講座

　冷茶、玉露など暑い
夏にオススメです。
定　員　抽選15人
費　用　500円(初日に
　集金)
持ち物　白ソックス

　最近運動不足だなとい
う人、お気軽にご参加く
ださい！
定　員　抽選20人
持ち物　動きやすい服装、
　タオル、運動靴、飲み物

いずれも
対　象　市内に在住・在勤の39歳までの勤労者(学生不可)
申し込み　直接窓口または電話、Eメールで講座名、住所、氏名(フリガナ)、
　年齢、電話番号を商業振興労政課(M229-3114@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　８月12日(金)

8 22  29   9 5
サン・ワーク津
19:00~20:45

月 8 18  25   9 8木

津リージョンプラザ２階健康教室

月 月 木 木

19:30~20:30
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昨年のひさい音楽祭

津市スポーツ教室に参加しませんか5
TSU NEWS

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

ひさい音楽祭出演団体募集6
TSU NEWS

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8812　　255－0960

津市職員採用説明会を開催7
TSU NEWS

津市役所で働く職員の声を聞いてみませんか

問い合わせ　人事課　　229－3106　　229－3347

1 29

と　き　９月29日～11月24日の毎週木曜日10時
～11時30分　※11月３日(木・祝)は休講

定　員　抽選50人(初心者を優先)
費　用　5,500円(傷害保険料を含む)

と　き　９月30日～11月18日の毎週金曜日10時
～11時

定　員　抽選30人(初心者を優先)
費　用　3,500円(傷害保険料を含む)

　ひさい音楽祭を運営したり、音楽祭に出演した
りする団体を募集します。出演時間は、入退場含
めて10分以内です。
対　象　市内を中心に活動するクラシック音楽の
演奏形態をもつ音楽団体

申し込み　久居総合支所地域振興課にある応募用
紙に必要事項を記入し提出　※応募用紙は電
話、郵送、Eメールで取り寄せ可能

申込期間　８月１日(月)～19日(金)　※19日は
17時まで

いずれも
ところ　津市民プール
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
申し込み　スポーツ振興課または津市体育館、津
市民プール、各総合支所地域振興課、津市ス
ポーツ協会にある所定の
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　８月16日(火)

13:00~
白山総合文化センターしらさぎホール来年

無 料

　津市職員採用試験の受験を希望する人を対象
に、各職種の仕事内容などについての説明会を開
催します。参加申し込み方法など詳しくは、津市
ホームページをご覧いただくか、人事課までお問
い合わせください。

8 12 13:30~
アスト津４階アストホール

　「平成28年度津市職員採用試験」および「平
成28年度津市職員採用試験(職務経験者対象)」
については、広報津８月16日号に掲載する予
定です。また、津市ホームページにも、詳細が
決まり次第掲載します。

健康水泳秋のコース

アクアフィットネス
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セラピストと過ごすセラピー満喫の休日8
TSU NEWS

津市森林セラピー基地ウオークイベント

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

竹原公民館「陶芸教室」
お茶碗や湯飲みなどを作ってみませんか

問い合わせ　竹原公民館　　262－3014　　262－6034

公民館教養セミナー 健康ウオーク9
TSU NEWS

問い合わせ　敬和公民館　　・　225－2325

　各コースでセラピストが付き添い、セラピー体験ができます。ウ
オーキングだけではない、森林セラピーの醍醐味を味わう１日を過ご
しませんか。
定　員　各コース10人
費　用　2,000円
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
申込期間　８月15日(月)～９月９日(金)

9 18 9:30~
塚原ヒストリーコース、平倉コース、日神西浦コース、霧山コース

　敬和公民館を中心に市内の名所を訪ね歩きなが
ら、健康づくりをしませんか。
と　き　９月２日～来年３月３日の毎月第１金曜
日９時30分～11時30分(全７回)

ところ　敬和公民館集合
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選20人
費　用　2,100円
申し込み　直接窓口または往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、敬和公
民館(〒514-0015 寿町21-22)へ　※直接窓口
で申し込む場合は、はがきを持参

締め切り　８月16日(火)必着

9 7  10 5 9:00~11:00
竹原公民館

10
TSU NEWS

対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選20人
費　用　600円(２回分)　※別途、材料費(2,000
円程度)が必要

講　師　前田憲生さん

申し込み　直接窓口または往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、竹原公
民館(〒515-3201 美杉町竹原2777)へ　※直接
窓口で申し込む場合は、はがきを持参
締め切り　８月24日(水)
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エッセイ講座
川柳講座

講座名 時　間 講　師
10時～12時
13時30分～15時30分

藤田明さん
阪本きりりさん

19:00~20:30
※９月27日は視察研修のため15:00～21:00

中心市街地 次の担い手養成塾
商店主や起業を目指している人、大募集！

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

津市ホームページバナー広告募集中
13

TSU NEWS

12
TSU NEWS

問い合わせ　広報課　　229－3111　　229－3339

広告掲載料
　１枠あたり月額２万円(消費税・地方
消費税を含む)

申し込み単位・応募枠
　１カ月単位で１社(者)当たり１枠
掲載期間
　１カ月以上で、平成29年３月31日
(金)を超えない期間

申込期間
　随時受け付け
ホームページアクセス件数
　総アクセス件数…月平均約70万件
※応募方法など詳しくは津市ホーム
ページをご覧ください。

無 料

　中心市街地を活性化するため、研修や繁盛店な
どの視察を通じて、中心市街地の「次の担い手」
となる人材を育成します。商店街の商店主はもち
ろん、これから起業を目指している人など、気軽
にご参加ください。

講　師　西村訓弘さん(三重大学地域戦略センター長)
対　象　商店街などで事業を営む経営者、若手後
継者、中心市街地で起業を考えている人
定　員　20人程度　※定員を超えた場合は書類選考
申し込み　受講申込書へ必要事項を記入し、郵送
またはファクスで三重大学地域戦略センター(〒
　514-8507 住所不要、　231-9905)へ　※受講
申込書は三重大学地域戦略センターホームペー
ジからダウンロードできます。
締め切り　８月17日(水)必着

気軽にチャレンジ！文芸入門講座

11
TSU NEWS

創作の楽しさを発見しませんか

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

　「津市民文化」市民文芸広場
各部門の選者による入門講座を
開催します。今から始めてみよ
うと思う人には絶好の機会！創
作の楽しさを発見しませんか。
テキストとして「津市民文化」
第10号(500円)を使用し、当日会場でも販売しま
す。第２回講座は、９月に募集します。
と　き　８月24日(水)

ところ　津リージョンプラザ２階第２会議室
内容など

対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　先着各30人
申し込み　電話で文化振興課へ
申込期間　８月５日(金)～17日(水)

総合トップページ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
バナー広告欄

アクセスするたび
にランダムに表示
されます

企業
バナー広告

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

広告欄

バナー広告欄

8 25   9 15  27

津センターパレス地下１階 会議室A

木 火木

市民のみなさまへ トップページ
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河芸レクレーション農園利用者募集
14

TSU NEWS
収穫の喜びを味わいませんか

問い合わせ　河芸総合支所地域振興課　　244－1706　　244－1714

場　所 面　積 費用（年間）

河芸町久知野1150－1 60㎡ 3,600円

8 31申請期限は

平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは
　平成27年１月１日時点において、津市に住
民登録のある人(外国人を含む)で、平成27年度
分の市県民税(均等割)が課税されていない人。
※市県民税(均等割)が課税されている人の扶養
　親族等や生活保護を受給している場合などは、
　対象になりません。
【扶養親族等とは…税法上の控除対象配偶者、
配偶者特別控除における配偶者、扶養親族(16
歳未満の年少者を含む)、青色事業専従者およ
び白色事業専従者】

「高齢者向け給付金」を装った

　自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省
の職員をかたった不審な電話などがあった場合
は、最寄りの警察署か津市臨時福祉給付金窓口
まで、至急ご連絡ください。

問い合わせ
　津 警 察 署　Ｔ213-0110
　津南警察署　Ｔ254-0110

振り込め詐欺や
個人情報の詐取に注意！

利用期間　来年３月31日(金)まで(以後も継続更
新可能)

募集区画　抽選１区画

申し込み　河芸総合支所地域振興課にある申込書
に必要事項を記入し、直接窓口または郵送で河
芸総合支所地域振興課(〒510-0392 住所不要)
へ　※申込書は津市ホームページからダウン
ロードできます。

申込期間　８月１日(月)～10日(水)

高齢者向け給付金の申請をお忘れなく
15

TSU NEWS
申請期限が迫っています！

問い合わせ　津市臨時福祉給付金窓口　　229－3397　　229－3334

　一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの
恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するた
め、給付金を支給しています。支給対象者で申請
が済んでいない人は申請してください。申請期間
を過ぎると、給付金を受け取れませんので、お急
ぎください。
支給対象者　平成27年度臨時福祉給付金の支給
対象者のうち、平成29年３月31日(金)までに
65歳以上になる人(生活保護を受給している場
合などは対象外）

注意事項
●平成27年１月１日以降に亡くなった人は、対
象になりません。
●原則として、申請期間外の申請や、平成27年
　１月１日時点で津市に住民登録のない人の申請
　は受け付けできません。
●ＤＶ被害者など、他の市区町村から住民登録を
　移さずに津市に住んでいる人は、津市で申請で
　きる場合がありますので、ご相談ください。
●給付金の支給は、申請を受け付けてから約１カ
　月半後に振り込みになりますのでご了承ください。

河芸レクレーション農園

伊
勢
鉄
道

伊勢
上野

田中川

本城山
青少年公園

市河芸
庁舎

黒田小学校

道の駅津かわげ

651

306

23

N
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○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

広報 つ！　平成28年８月１日号18

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の固定資産税を減額

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

お盆期間中の歯科応急診療

環境保全課
　229－3259　　229－3354

川や水路で異常を発見したら
すぐに連絡を

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

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

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

津市国民健康保険加入中の
40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

お知らせ

　住宅の建設を促進するため、
次の要件を満たす場合に、一定
期間固定資産税が減額されます。
減額要件　居住部分が２分の１
以上の住宅(以下「住宅」とい
う)で、居住部分の床面積が
50㎡(一戸建て以外の貸家住
宅は一区画の面積が40㎡)以
上280㎡以下の新築の家屋

減額税額　居住部分１戸当たり
120㎡までの部分の固定資産
税額を２分の１に減額

減額期間　一般の住宅…新築し
た年の翌年度から３年度分(３
階建て以上の中高層耐火住宅
などは新築した年の翌年度か
ら５年度分)　認定長期優良住
宅…新築した年の翌年度から
５年度分(３階建て以上の中高
層耐火住宅などは新築した年
の翌年度から７年度分)

　対象者には、６月末に特定健康
診査の受診券を送付しました。自
分の健康管理のために、特定健康
診査を受けましょう。なお、５月か
ら8月末日までに新たに津市国民
健康保険に加入した人には、８月中
旬から受診券を順次送付します。
　健康診査の内容など詳しくは、
受診券に同封の案内または広報
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」をご覧ください。また電話
や訪問で受診を呼び掛けていま
すので、ご理解をお願いします。
受診方法　県内の協力医療機関
での個別健診または市内で行

う集団健診のいずれかを選択
健診期間　
　個別健診…７月～11月
　集団健診…７月～12月
費　用　500円(平成27年度市・
県民税非課税世帯は無料)
※特定健康診査を受診後、一定の
基準に当てはまる人には、生活
習慣を改善するための支援が
受けられる特定保健指導の案
内を送付します。案内が届い
たら、ぜひご利用ください。

　お盆の期間中に、次のとおり
歯科応急診療を行います。
と　き　８月14日(日)・15日
(月)10時～12時
ところ　津市休日応急・夜間こ
ども応急クリニック(三重病院
敷地内、Ｔ236-5501)
上記期間外に受診する場合は、
下記へお問い合わせください。
医療ネットみえ
　ホームページ
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話サイト
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
三重県救急医療情報センター
　自動案内(音声・ファクス)
　Ｔ0800-100-1199(通話無料)
　オペレーターによる電話案内
　Ｔ256-1199
　

　「川に油が流れている」「魚の死
骸が浮いている」など、川や水路
で異常を発見したら、下記へご
連絡ください。きれいな川と私
たちの暮らしを守るため、迅速な
通報をお願いします。
連絡先
　環境保全課(Ｔ229-3259)

　三重河川国道事務所(Ｔ229-2218)
通報のポイント
　いつ…発見時刻
　どこで…発見場所
　どんなふうに…河川の状況
通報例　○月○日○時ごろ、
　○○町○○橋の周りで、コ
　イが大量に死んでいる。

　公園などの公共公益施設で緑
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　９月～来年３月
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　８月１日(月)～31日(水)
※詳しくは、都市政策課または
各総合支所地域振興課へお問
い合わせください。

　国土交通省では、道路を利用し
ている皆さんに道路の役割や重
要性、大切さを認識してもらうた
めに、８月の１カ月間を道路ふれあ
い月間、８月10日を道の日として
います。この機会に、道路の正し
い利用について考えてみません
か。また、市道に穴ぼこが空いて
いるなど危険な状態を発見したと
きは、市へ連絡してください。



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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前回の様子

募　　集

人権課
　229－3165　　229－3366

津市人権施策審議会委員

救急課
　254－1603　　254－1607

上級救命講習

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会

こども支援課
　229－3284　　229－3334

こども料理体験教室補助金
人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

　一人一人の人権が尊重される
津市の実現を目指すため、津市
人権施策推進計画の進捗状況を
評価し、意見や提言を行う津市
人権施策審議会の委員を公募し
ます。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の20歳以上の人　※津市議
会議員、津市職員を除く

定　員　４人　※選考あり
任　期　平成29年１月10日(火)
から２年間

申し込み　人権課または各総合
支所地域振興課(生活課)にあ
る応募用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送、ファ
クスで人権課(〒514－8611 住
所不要)へ　※応募用紙は津市
ホームページからもダウン
ロードできます。

申込期間　９月１日(木)～14日
(水)消印有効

　人権意識を高めるため、標語を
募集します。入選した人は、来年
１月14日(土)開催の津市人権講
演会で表彰し、粗品を進呈しま
す。入選作品は市に帰属するも
のとし、人権啓発に活用します。

応募方法　はがき、またはファ
クス、Ｅメ―ルで郵便番号、
住所、氏名、電話番号、人権
標語を、人権課(〒514-8611 
住所不要、M229-3165@city.
　tsu.lg.jp)へ　※Ｅメールの件
名は「人権標語」としてくだ
さい。
締め切り　９月30日(金)必着
※入選者にのみ11月30日(水)ま
でに入選結果を連絡します。

　いざというときに備えて、応
急手当てを覚えましょう。
と　き　９月11日(日)９時～18時
ところ　中消防署安濃分署
内　容　人工呼吸・胸骨圧迫(心
臓マッサージ)・AED・止血   
法・傷病者管理法・副子固定
法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　８月22日(月)～９月２
日(金)

　子どもの自立・成長を促すこ
とを目的とした料理教室を開催
する団体に補助金を交付します。
対　象　以下の全てを満たすもの
●大人の見守りの下、子どもが主
体的に調理する教室であること

●市内に在住・在学の小学６年
生までの子どもが10人以上参
加する教室であること
●市内で行う教室であること
●市から他の補助金を受けてい
ない団体であること
●団体として年間３回以上活動
していること
補助金額　対象経費のうち上限
２万円
申し込み　教室開催日の40日前
までにこども支援課へ
※詳しくは津市ホームページ、
またはこども支援課で配布す
る申請要項をご覧ください。

　ボランティアグループ「福寿
草」による交流会です。
と　き　８月24日(水)10時～
ところ　一志児童館
内　容　こけ玉づくり
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)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　８月15日(月)～23日
(火)
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カレーに入れていただきます！
５月24日　明小学校

秋のイモ掘り楽しみに
６月12日　榊原町

命を守る日頃の備え
６月５日　美里社会福祉センター

　美里地域土砂災害防災訓練に、美里地域内から130
人が参加しました。ハザードマップを使った机上訓練や
避難行動要支援者の確認などを行い、避難準備の大切
さを確かめ合いました。

　榊原未来会議の春の農業体験「サツマイモの植え
付け」が開催されました。参加した皆さんは収穫を
楽しみに丁寧に苗を植えていました。

食欲旺盛な蚕たちに興味津々！
６月13日　ＪＡ三重中央郷土資料館(一志町高野)

　高岡幼稚園と高野保育園の年長園児が蚕
の飼育を見学しました。子どもたちは餌や
りを体験し、見る見るうちに穴だらけに
なっていく桑の葉を食い入るように見つめ
ていました。

　明小学校の４年生が、昨年11月に明っ子いき
いき支援の会の皆さんと植えた玉ネギを収穫し
たよ。水やりをかかさず大切に育てた玉ネギは、
３年生が育てたジャガイモと一緒にカレーにし
ておいしく食べたんだって。龍王ちゃん
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右見て！左見て！
５月26日　草生小学校

　津市交通安全アドバイザーと見守
り隊の皆さんにより「交通安全教室」
が行われました。子どもたちは、真剣
なまなざしで指導を聞き、交通安全の
大切さを学んでいました。

片づけ楽々「パッククッキング」
６月17日　伊勢地地域住民センター

　切った材料と調味料をポリ袋に入れ、ゆでて調理
する「パッククッキング」。男性を対象に料理教室
が開催されました。おいしく簡単に調理ができ、後
片付けも楽と大好評でした。

一致団結！土のう作り
５月15日　白山家城運動場

　香良洲小学校の遠足は「たて
ぼし」が恒例行事なんだって。み
んなは夢中になって魚を追い掛
け、捕まえるとうれしそうな顔で
歓声を上げていたよ。

大漁！大漁！
６月７日　香良洲海岸

　白山自主防災協議会と津市消防団白山方面団員約
200人により、平成28年度白山町水防訓練が行われ
ました。即席土のうを作る訓練では、災害時の対応
と共助の大切さを学びました。

シロモチくん



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　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)

広報 つ！　平成28年８月１日号22

お知らせ

募　　集

イベント

９月22日（木・祝）

10月23日㈰・
30日㈰、11月
３日（木・祝）

三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢
（県営総合競技場）

ジュニア：小学生
一般：中学生以上
60歳以上の男性
50歳以上の女性

三重武道館（栗真中山町）

古道公園内テニスコート、久居
スポーツ公園内テニスコート

古道公園内テニスコート

小学生以上

小学生、
一般（高校生以上）

市内中学校所属
チーム

高校生以上

９月５日㈪まで

80人

300人

80人（４～６チーム）

ダブルス先着各32チーム
シングルス先着50人

制限なし

制限なし

種　目 と　き ところ 対　象 申込期間定　員
■津市民体育大会

津市体育館

芸濃総合文化センター内アリー
ナ、白山体育館

津高校グラウンド（新町三丁目）ラグビー
フットボール

バスケット
ボール

柔道

テニス（ジュニ
ア・一般の部）
テニス（シニア
の部）

11月23日（水・祝） ８月１日㈪～
10月31日㈪

９月１日㈭～30日㈮

８月15日㈪～
９月９日㈮
８月22日㈪～
９月20日㈫

８月８日㈪～29日㈪卓球 10月２日㈰

10月５日㈬

10月１日㈯

陸上競技 ９月25日㈰ 小学生以上 先着500人 ８月12日㈮～26日㈮

８月は電気使用安全月間
　高温多湿の夏場は、１年のうち
で感電や電気事故が最も多い季
節です。皆さんの家庭でも電気
機器の安全点検を行いましょう。
　中部電気保安協会津営業所(　
225－8400)

ビーチバレーin御殿場
　熱気あふれる試合や、無料で
参加できるアトラクションをお
楽しみください。
　８月21日(日)９時～18時　　
御殿場海岸
　ビーチバレーin御殿場実行委員
会(観光振興課内、　229－3234)

第20回子育て支援講演会
　８月20日(土)10時～　　清泉
幼稚園２階リズム館(南丸之内)
　松田直子さん(NPO法人ｅ-Lunch
理事長)による講演「スマホのあ
る子育てを考えよう～インター
ネット安全利用啓発セミナー～」
　同幼稚園(　228－5341)

久居藩350周年に向けて
「昔のくらし 久居のようす」展
　８月17日(水)～22日(月)いず
れも10時～16時　　久居ふるさ
と文学館２階　　昔の道具や写
真、紙芝居、昔話の展示のほか、
久居の歴史、文化、人物などに
ついての夏休み自由研究の応援
　久居城下案内人の会担当(　
080－1556－4559)

第９回チャリティーイベント
プロレスラーと遊ぼう！in津の海
　綱引き・玉入れ・宝探しなどでプ
ロレスラーと触れ合いませんか。
　８月16日(火)10時～14時　　海
の家すず(御殿場海岸)　　3,000円
※高校生以下、障害者手帳を持って
いる人は無料(保護者の同伴が必要)
　だんでらいおん担当(　090－
7312－1370)

ひさい版仮装大笑2016出場者
　毎年恒例のひさい版仮装大笑
に出場してみませんか。
　10月30日(日)　　県文化会館
中ホール(県総合文化センター内)
　15組程度(書類審査あり)
　９月16日(金)までに久居まつり
実行委員会事務局(久居総合支所
地域振興課内、　255－8846)へ

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験
　10月27日(木)10時～15時40
分　　県栄町庁舎(栄町一丁目)
　国語・社会・数学・理科・英語　
　病気などのやむを得ない理由
で、小・中学校への就学を猶予
または免除された人など
　願書の受け付けは８月22日(月)
～９月９日(金)消印有効
　県教委高校教育課(　224－2913)前回の様子

前回の様子



　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　
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健　　康

無料相談

介護職員初任者研修
　10月４日(火)～12月９日(金)
　三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)　　県内に住民登録している
満75歳未満で、研修終了後、県内
の福祉・介護職場に就労できる人
　　39人　　6,000円(教材費)
　８月１日(月)～９月12日(月)
に「介護員育成プログラム参加申
請書兼誓約書」を記入・押印の
上、運転免許証のコピーまたは
住民票を添え、直接窓口または
郵送で三重県福祉人材センター
初任者研修担当(〒514-8552 桜
橋二丁目131)へ
　同担当(　227－5160)

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母
親がゆっくりお
茶を飲みながら、
日頃思ってい
ることをなんで
も話せる集まりです。臨床心理
士がサポートします。
　８月23日(火)10時～12時　　
高田短期大学(一身田豊野)　　子
育て中の母親(１人目の子どもが
未就学児であること)　　　15人
　500円(軽食代を含む)　※託
児を利用する場合は子ども１人
につき500円が別途必要
　８月８日(月)から同短期大学
総務課(　232－2310)へ　※土・
日曜日を除く

韓国料理体験教室
　簡単で本格的な韓国料理を
作ってみませんか。
　９月17日(土)13時30分～16
時　　津リージョンプラザ２階
栄養指導室　　韓国餃子、キム
チ炊き込みごはん作り　　　30
人　　1,500円(会員1,000円)
　８月８日(月)からファクスで
三重県日韓親善協会事務局(　
224－8765)へ
　同事務局(　224－8765)　

星と語ろう
　９月３日(土)19時15分～20時45
分　　津市青少年野外活動セン
ター(神戸)　　土星・火星・夏の星
座の観察(悪天候の場合は天文工
作)　　市内に在住の小学生と保護
者　　　15組　　１組600円(３人
まで、１人増えるごとに300円追加)
　８月８日(月)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ　※窓口優先

非常食作りと自然災害から身を守る話
　８月27日(土)10時～15時　　
中央公民館調理実習室・会議室
　家庭にあるもので災害時に役
立つ非常食作りと、自然災害に
備え何をすべきかについての講
話　　難聴・中途失聴の人　　　
25人　　350円　※エプロン、
三角巾(バンダナでも可)を持参
　８月８日(月)～17日(水)に
ファクスまたはＥメールで、住
所、氏名、電話番号をみえ防災
コーディネーター津ブロック(　
255－4298、　seikokaneko@
email.plala.or.jp)へ

夏休み親子ゴルフ体験会
　８月21日(日)12時～17時　　
スポーツプラザマツダ(庄田
町)、伊勢中川ＣＣ(一志町井生)
　練習と３ホールのラウンド体
験　　小学生とゴルフ経験があ
る保護者　　　12組(24人)
　８月８日(月)～20日(土)に直
接スポーツプラザマツダ店頭へ 
　親子ゴルフ体験会実行委員会
担当(　256－5321）

夏休み・親子姿勢教室 ～知ろう！
一番身近な自分の体サイエンス～
　８月11日(木・祝)13時～15時
　津センターパレス地下1階市民
活動センター研修室　　子どもの
成長・発達と姿勢についての講義

と親子で行う姿勢チェックの方
法・実践　　小・中学生と保護者
　50人　　500円(保険料など)
　電話またはファクスで住所、氏
名、年齢、電話番号を津の街から
肩コリ腰痛を無くす会(　・　226－
1354)へ　※託児が必要な場合
は事前にお問い合わせください。

転倒予防教室
　８月22日(月)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「転ば
ないからだづくり①」と転倒予防
体操　※手話通訳あり　　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

弁護士による法律相談(面談)
　８月22日、９月26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）
　８月17日(水)８時30分から電話
で男女共同参画室(　229－3103)へ

司法書士による法律相談
　８月17日(水)13時30分～16
時30分　　津リージョンプラザ
２階健康教室　　相続、多重債
務、金銭問題など　　　８人　
　８月９日(火)８時30分から電
話で地域連携課(　229－3105)へ

大阪大学法律相談部による
無料法律相談(予約不要)
　８月21日(日)９時30分～16時(受
け付けは14時30分まで)　　アス
ト津４階　　借地、借家、金銭貸
借、相続など。OB、OG、弁護士な
ども参加します。　※刑事事件、
行政事件、税務関係、裁判中、調停
中のものは受け付けできません。
　同部代表(　080－6159－3486)
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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
　ＪＲ名松線が6年半ぶりに全線復旧した3月26
日、終点伊勢奥津駅には大勢の地元住民や鉄道
ファンらが詰めかけ、一番列車の出発を祝いました。
　ホームでのテープカットの時のことです。集
まった報道陣を前にして、ＪＲ東海の柘植康英社
長は見知った顔に気が付かれたようでした。「東
洋経済新報社から取材に来ている」。そうつぶや
き、式典後、記者に歩み寄っていかれました。
「今日は北海道ではなかったのですか？」「い
え、もちろん名松線です！」。北海道新幹線の開
業日にも関わらずローカル線の運行再開が有名経
済誌からも注目されるほど、名松線復活の蔭には
奇跡とも呼べるたくさんの熱いドラマが隠れてい
るのです。
　名松線はこれまで幾度となく災害と廃線の危機
を乗り越えてきました。国鉄が赤字計上を始めた
頃の昭和43年、名松線は鉄道路線としての使命を
終えたとされる「赤字83線」に選定され、地元で
は廃線が意識されるようになります。国鉄再建法
成立後の昭和57年には、台風被害のため全線不通
となるなか、輸送密度が１日４千人未満の「特定
地方交通線」としてまたも廃止対象路線区に指定
されました。このまま廃線を迎えてはならないと
地元美杉は全村あげて熱心な存続運動を展開し、
翌年の全線復旧にこぎつけます。昭和60年には代
替バス道路の未整備を理由に指定から除外されま
したが、廃止を免れたのは全国85の路線の中で名
松線と岩手県の岩泉線の２線のみでした。
　しかし、その後も災害は容赦なくこの2線を襲
います。平成21年10月の台風直撃で甚大な被害に
見舞われた名松線に対し、ＪＲ東海は不通となっ

た家城―伊勢奥津駅間をバス輸送に転換すると発
表します。地元では過疎化の進行に危機意識を持
ち、地域活性化に向け森林セラピーを立ち上げる
などしていた矢先の突然の出来事でした。もはや
これまでかと悲観的なムードも漂う中、美杉の
人々は果敢に立ち上がります。当時の地元人口は
5,900人ほど。この動きに津市自治会連合会が素
早く呼応し、瞬く間に反対署名活動が津市全体に
広がりました。わずか3カ月足らずで集まった約
11万６千名もの想いは行政を動かし、ＪＲを交渉
のテーブルに呼び戻します。たとえ復旧したとし
ても今後も同様の災害が発生するとの懸念を示す
ＪＲ東海に対し、治山治水の整備を県と市が行う
ことで平成23年5月、運行再開の三者協定が結ば
れたのです。一方、平成22年に土砂災害に見舞わ
れた岩泉線はそのまま廃線となり明暗を分けるこ
ととなりました。
　通院通学、買い物など生活の足として、また、
美しい自然と歴史・文化遺産へと人を呼び込む観
光資源として、名松線は地域に根差した、なくて
はならない鉄道です。丹生俣ご出身の三浦佑之・
立正大学教授(作家三浦しをんさんのお父様)は昭
和62年に出版された『村落伝承論』(五柳書院)の
序章に、当時の地元への思いを込められていま
す。近代において、「異郷(都市)と村とを直接繋
いでいるのが鉄道」であり、都市にとって村落が
「価値をなくしてしまった」からといって「その
鉄路を剥ぎとってしまう行為は村落を潰してしま
うこと以外に何の意味も持たない」、と。
　沿線の方々は「名松線を絶対に守る」という熱
い想いで、今後の存続の鍵を握る名松線の利用促
進に向け地元の魅力発信に取り組まれています。
名松線沿線が都市を魅了し、人を呼び込む地域で
あり続けるよう、津市も全力で応援してまいりま
す。行楽シーズンに合わせ、土休日とイベント開催
時などに伊勢奥津駅から北畠神社行きの無料臨時
バスを運行するほか、無料のレンタサイクルもご
用意しました。ぜひ名松線でお出かけください。

奇跡の名松線

　国土交通省・水産庁への  
　要望活動…６月１日
　津地区(栗真町屋、阿漕
浦・御殿場工区)の海岸堤
防の早期完成、白塚・河
芸漁港の堤防整備の早期
事業化を要望しました。

　全国建具フェア三重大会(メッ
　セウイング・みえ)…6月17日
　50周年を迎えた展示会
には約100点の匠の技が
集結。今年は美し国・三重
から世界に向けて建具の
魅力発信となりました。
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　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も
幅広く使われるようになったこともあり、ごみ一時集積所には大量
のペットボトルが積み上がっています。特に暑いこの時期は、飲料
品の消費に伴いペットボトルの排出量も増え、置き場に困る家庭も
多いようです。そこで４月１日から、月１回だったペットボトルの
収集を、月２回に増やしました。
　ペットボトルを出すときは、次のことを守ってください。

　汚れが取り切れない容器包装プラスチックはリサイクルできませ
ん。４月１日からは、汚れが取り切れないものは燃やせるごみとし
て処理しています。家庭で分別するときに、汚れが取り切れないも
のは、燃やせるごみとして出してください。

平成28年8月１日発行
平成28年　第４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

ペットボトルの収集は月２回ですペットボトルの収集は月２回です

汚れが取り切れない
容器包装プラスチックは、燃やせるごみの日に
汚れが取り切れない
容器包装プラスチックは、燃やせるごみの日に

キャップ、ラベルは取り外して
容器包装プラスチックに 

透明または半透明の
袋に入れて出す

必ず中身を使い切り、
きれいにする

　マークの付いた
ペットボトルが対象

ペットボトルの選別作業
(津市リサイクルセンター)
ペットボトルの選別作業
(津市リサイクルセンター)

容器包装プラスチックの選別作業
(津市リサイクルセンター)

容器包装プラスチックの選別作業
(津市リサイクルセンター)

混入していた異物混入していた異物

容器包装プラスチックは
汚れを取り切ってから

汚れが取り切れない
容器包装プラスチックは

容器包装プラスチック 燃やせるごみ

マヨネーズ、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、わさびなど
の小袋など

●プラマークがついて
　いるもの
●中身を使い切り、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



折り込み紙

環境だより

買い方・作り方で工夫

水にぬらさない

生ごみの堆肥化

地球に優しい！生ごみを減らすひと工夫地球に優しい！生ごみを減らすひと工夫

家庭用生ごみ処理機などの購入費用を助成します

堆肥化または減量化

問い合わせ　環境政策課　　229-3258　　229-3354

　家庭から排出される燃やせるごみの大半は生
ごみです。ごみの重量が減ると、焼却炉の燃焼
効率が上がったり、収集車の燃費がよくなった
りして、CO2(二酸化炭素)の発生抑制にもつなが

ります。各家庭の生ごみを減らす小さな取り組
みが、市や地球全体では大きな効果につながり
ます。ごみの減量に皆さんのご協力をお願いし
ます。

　日常生活で出る生ごみを堆肥化または減量化するために、生ごみ処理機など
を購入した人に補助金を交付していますので、ぜひご利用ください。
　ただし、生ごみ処理機の消耗品(発酵剤など)は補助対象外です。

補助金額(１世帯当たり１基)
　生ごみ処理機…購入金額の２分の１(上限２万5,000円)
　コンポスト容器…購入金額の２分の１(上限3,000円)
申し込み　購入後60日以内に、環境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、下記
　の全てを持参して提出してください。
申込期限　平成29年３月31日(金)

●購入領収書(購入者氏名・購入年月　  
　日・購入金額・メーカー名・商品　
　名・販売店名が記載されているも　
　の。簡易なレシートは不可)
●印鑑(スタンプ印を除く)
●購入者名義の預金通帳

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

●生ごみ処理機やコンポスト容器を利用して、堆肥
　化または減量化する。

●野菜などで使えない部分は洗う前に取り除き、     
　水分を含んでいるものとは別にする。
●三角コーナーは水がかかりにくい場所に置き、
　最後にひと絞りするとさらに効果的。
●雨水が入らないよう、ごみ袋の口を確実に縛る。

　ごみの水切りをすると、臭いが抑えられるだけ

じゃなくて、軽くなってごみ出しも楽になるよ！

ぜひ実践してみてね。

生ごみ処理機
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資源ごみはエコ・ステーションへ資源ごみはエコ・ステーションへ
　市内に６カ所ある「エコ・ステーション」で
は、古紙類や小型電子機器などの資源ごみを回
収しています。ごみ一時集積所には出せないパ
ソコン(モニターを含む)や携帯電話の回収も行っ

ていますので、ぜひご利用ください。なお、パ
ソコンの個人情報のデータは、搬入前に必ず消
去してください。

区　分 品　目
◆ 搬入できる使用済み小型電子機器とは◆

◆ エコ・ステーション一覧 ◆
エコ・ステーション 搬入できる日時 搬入品目
明神リサイクル
ストックヤード
(久居明神町2108-1)
　255-8843
(久居総合支所地域振興課内)

毎週水・土・日曜日
8：30～16：30
12月29日～１月３日を除く

西部クリーンセンター
(片田田中町1304)
　229-3258
(環境政策課内)

河芸エコ・ステーション
(河芸町久知野392)
　244-1706
(河芸総合支所地域振興課内)

電話機器
映像機器
音響機器
補助記憶装置
理容用機器
ゲーム機器
カー用品

その他

電話機、携帯電話、PHS、ファクシミリなど
DVD／BD／ビデオテープレコーダー・プレーヤー、チューナーなど
ラジオ、MD／CDプレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー、ＩＣレコーダー、ヘッドホン、イヤホンなど
ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカードなど
ヘアドライヤー、ヘアアイロン、電気かみそり、電気かみそり洗浄機、電気バリカン、電動歯ブラシなど
据え置き型、携帯型など
ナビゲーション、チューナー、ステレオ、ラジオ、MD／CDプレーヤー、スピーカー、アンプ、ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ搭載ユニットなど
パソコン(モニター含む)、電子書籍端末、電子辞書、電子計算機、電子血圧計、電子体温計、時計、懐中電灯など　
上記の付属品（リモコン、ＡＣアダプター、ケーブル、プラグ、ジャック、充電器など）

香良洲エコ・ステーション
(香良洲町3958-9)
　292-4308
(香良洲総合支所地域振興課内)　

※施設により搬入できる品目や日時が異なりますのでご注意ください。問い合わせは平日の8:30～17:15になります。気象警報発令時
　には、受け入れを一時中止する場合があります。

※個人情報などのデータは必ず消去してください。搬入したものは返却できません。
※搬入できないもの・・・家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）、大型ステレオ、パソコン用プリンター、パソコ
　ン用スキャナー、大型コピー機など

一志とことめ
エコ・ステーション
(一志町田尻345-1)
　293-3008
(一志総合支所地域振興課内)

毎週月～金曜日、日曜日
9：00～12：00、13：00～16：00　
祝・休日、12月31日～１月３日を除く

毎週火・木・土・日曜日、12月29日・30日
8：30～16：30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

毎週月・火・木～日曜日、12月29日・30日
7：30～12：00、13：30～16：45(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

芸濃エコ・ステーション
(芸濃町北神山1450)
　266-2516
(芸濃総合支所地域振興課内)

毎週水・日曜日、12月29日・30日
９:00～16:30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

毎週土・日曜日、12月29日・30日
９:00～16:30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パッ
ク、衣類・布類、びん、ペットボトル、小型
電子機器、その他プラスチック、容器包
装プラスチック(汚れが取り切れないも
のは燃やせるごみへ)

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パッ
ク、衣類・布類、ペットボトル、小型電子
機器

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パッ
ク、衣類・布類、ペットボトル、小型電子
機器、金属(50cm角以内のもの)、自転
車、危険ごみ(スプレー缶、卓上カセッ
トボンベ、使い捨てライター、蛍光管、
乾電池、水銀式体温計)
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赤池
大スダジイ

新エネルギーゾーン

車庫棟

管理棟

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

9/10   20   30 9:00～12:00

　津市リサイクルセンターでは、環境やリサイクルについて学
習・体験できるだけでなく、敷地内に整備された自然公園を歩い
て、季節を感じたり自然と触れ合ったりすることができます。ぜ
ひ気軽に遊びにきてください。

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

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

　風合いや柄の違う木綿で、和洋服を
リメークして、バッグを作りませんか。
定　員　10人　費　用　500円(３回の受講で完成)
持ち物　木綿の古着、裁縫道具、筆記用具
申し込み　８月20日(土)～９月３日(土)に電話またはファクスで環境学習センターへ

23

久居駅

久居ＩＣ

至松阪

163

658

陸上自衛隊
久居演習場

片田郵便局

165

55
658

659

15

久居高校

伊
勢
自
動
車
道

片田小学校 神戸小学校
岩田川

中
勢
バ
イ
パ
ス

近鉄名古屋線

久
居
病
院

至亀山

リメークかぼちゃバッグを作ろう！
環境学習センター
(管理棟2階)

津市リサイクルセンター案内図

土 火 金

★

ビジターセンター・自然公園
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福祉医療費
受給資格証更新

　平成28年度(平成27年中)の所得が所得制限限
度額未満であることが確認できる人には、８月
中旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、
一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当
の現況届の状況によって、資格を失う場合があ
ります。
　転入(平成28年１月２日以降)または所得税・
住民税の未申告などで所得の確認ができない場
合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確
認が必要な人には、更新手続きの案内が８月初
旬に送付されます。必要書類を添えて８月中に
提出してください。郵送による提出も可能です。

　受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は
８月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の
前年中の所得を基準に毎年９月１日に更新され
ます。

●更新申請が遅れると助成は申請月の１日から
　になりますので、更新手続きは早めに行って
　ください。
●受給資格証の記載事項(加入する健康保険など)
　に変更があった場合は、必ず届け出てください。
●所得の状況などにより受給資格を失う人には、
　案内が送付されます。

　９月１日以降の受給資格は、平成28年度(平成
27年中)所得で判定されますので、これまで該当
しなかった人も、所得の変動などにより受給で
きるようになる場合があります。その場合は、
新たに申請が必要です。受給資格の有無など詳
しくは、保険医療助成課または各総合支所市民
福祉課(市民課)までお問い合わせください。

■全ての人に共通して必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●健康保険証
●預金通帳
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳のいずれか１つ
一人親家庭等医療費
●戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
●妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
●精神障害者保健福祉手帳
●入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握
　できない人
●平成28年度住民税所得課税証明書(控除の分か
　るもの)、平成28年度住民税特別徴収税額通知
　書、平成28年度住民税納税通知書のいずれか
　１つ
※住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知
　書がどちらもある人は、両方必要です。

更新のときの注意点など更新のときの注意点など

手続きに必要なもの手続きに必要なもの

現在、受給資格がある人 現在、受給資格がない人で
受給条件に該当する人

平成28年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　 229－5001

福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ

　受給者は全員、更新手続きが必要です。更新
手続きの案内が８月初旬に送付されますので、
必要書類を添えて８月中に提出してください。
郵送による提出も可能です。

　受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の
翌月末日までになるため、更新手続きの案内や
新しい受給資格証は送付されません。

障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・
一人親家庭等医療費・子ども医療費(０歳～小学生)

精神障がい者医療費

妊産婦医療費



折り込み紙

福祉医療費
受給資格証更新

問い合わせ　保険医療助成課　　229-3158　　229-5001　または各総合支所市民福祉課(市民課)

　保育所、幼稚園、小・中学校など学校管理下での負傷・疾病は
日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となり、その医療
費(総医療費500点以上)は福祉医療費の給付対象外となります。福
祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご注
意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

対象者と助成対象額

所得制限限度額表

●一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
●各種控除があるため、所得額については目安としてください。

ふ　  か

●加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
●保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
●入院など医療費が高額になる場合は、加入する健康保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、
　窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
●医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計算
　しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。

０人
１人
２人
３人
４人
以上

障がい者

65歳以上障がい者

精神障がい者

一人親家庭等

子ども(０歳～小学生)

子ども(中学生)

妊産婦

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円
474万4,000円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円
696万2,000円

192万円
230万円
268万円
306万円

236万円
274万円
312万円
350万円

622万円
660万円
698万円
736万円

622万円
660万円
698万円
736万円

扶養親族
などの数 配偶者および

扶養義務者等
所得額

本人所得額

医療費助成の種類

扶養義務者等
所得額本人所得額

本人および
配偶者等
所得額

保護者所得額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等

対象者医療費助成の種類 助成対象額(保険診療分)

子ども 妊産婦

１人増えるごと
に38万円を加
算した額

１人増えるごとに38万円を加算した額
１人増えるごと
に21万3,000円
を加算した額

身体障害者手帳の交付を受けている人(１～３級)
療育手帳の交付を受けている人(Ａ・Ｂ１)または知能指数が
50以下と判定された人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１級)
上記の「障がい者」の条件で、後期高齢者医療制度の被保険
者である人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２級)で、
本人と扶養義務者等が本市に引き続き１年以上居住しており、
指定病院(精神科)に継続して90日を超えて入院している人

12歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども
※平成28年９月診療からは０歳～中学生に拡大

妊娠５カ月以上の妊産婦

12歳になった日以降の最初の４月１日から、15歳になった日以
降の最初の３月31日までの子ども　※平成28年８月診療まで

●18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者のいな
　い父または母、および子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護している
　配偶者のいない人
●配偶者に重度の障がいがある父または母、および子ども
●配偶者から１年以上遺棄されている父または母、および子ども
●配偶者からの暴力(ＤＶ)被害で避難している父または母、および子ども
※18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の
　最初の３月31日までの子どものことです。

入院・通院時の自己負担相当額
※精神障害者保健福祉手帳の
　交付を受けている人は通院時
　の自己負担相当額

指定病院(精神科)入院時の自己
負担相当額の２分の１

入院・通院時の自己負担相当額

上記と同じ

入院・通院時の自己負担相当額

入院時の自己負担相当額

入院・通院時の自己負担相当額
から１つの医療機関で１カ月当
たり1,500円を控除した額。ただ
し、調剤薬局は自己負担相当額
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