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P６ 地籍調査ってなあに？
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P12

大井町づくり委員会理事長　　　　一志学園高等学校校長

市長対談  奥田吉信さん・玉村典久さん
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大井町づくり委員会理事長

奥田吉信
大井町づくり委員会理事長

さんさん

まちづくりと 人 づくり

撮影場所／旧大井小学校

第25回市長対談



広報 つ！　平成28年９月１日号 3

YOSHINOBU OKUDA NORIHISA TAMAMURA
奥田 吉信さん

昭和８年７月１日生まれ。昭和31年
３月三重大学農学部卒業、平成６年
３月三重県立伊勢高等学校長退職、
平成６年４月梅村学園松阪大学事
務局に勤務し平成11年３月同大学
退職、平成27年10月20日に住民
の交流拠点として、地域維持活性化
を図ることを目的とする大井町づく
り委員会設立。

玉村 典久さん
昭和33年８月28日生まれ。昭和
56年３月北海道大学経済学部経
済学科卒業、昭和60年４月県立
尾鷲高等学校教諭、平成17年４
月任意団体チャレンジスクール三
重代表、平成17年９月特定非営
利活動法人チャレンジスクール三
重理事長、平成28年４月学校法
人玉村学園一志学園高等学校校長

学校法人玉村学園
一志学園高等学校校長

NPO法人
大井町づくり委員会理事長 　

大井小学校の閉校に寂しい思い
地域住民で活用方法を模索

第25回市長対談　大井町づくり委員会理事長 奥田吉信さん　一志学園高等学校校長 玉村典久さん 

　平成28年７月13日、旧大井小学
校でNPO法人大井町づくり委員会の
奥田吉信理事長と、一志学園高等学
校の玉村典久校長をお迎えし、学校
設立と受け入れる地域の皆さんとの
交流について、前葉泰幸市長がお話
を伺いました。

◇
市長　この旧大井小学校は明治41年
の開校です。105年の長い歴史が
ありましたが、平成26年３月、そ
の幕を降ろしました。卒業生は、
5,048人いますが、奥田さんはそ
の中の１人ということで、小学校ＯＢとして思
い出などお話しいただけますか。
奥田　私が在学していたのは、昭和15年４月から
昭和21年３月まで、ちょうど太平洋戦争が開戦
してから終戦に至るまでを含んだ６年間でし
た。だから、在学中は戦争一色で過ごしたよう
な気がします。
市長　疎開で通っていた同学年の友達もいたので
はないですか。
奥田　入学当時は80人程
度でしたが、20人ほど
の疎開児童が来て、合
わせて100人近い同級生がいました。私たちの
学年が一番人数の変動の多い学年で、そんなに
児童数が多い学年は他にありません。
市長　１学年で100人いたというとても大きな学
校だった当時の大井小学校ですが、少子化の影
響で子どもたちの数が少なくなってきました。
波瀬小学校、高岡小学校とともに一志西小学校
として平成26年にスタートすることになり、結
果としてこの大井小学校は歴史を閉じたことに
なります。地域の方々は寂しい思いをされたと
思いますが、当時のことを教えてください。
奥田　私たちも卒業生の一人、あるいは地域住民

の一人として、本当に寂しい思いをしました。
誰もが、閉校後の行く末をとても心配して、い
ろいろと提案はするのですが、決め手になるよ
うなものはありませんでした。
市長　地元の皆さんには、いくつかアイデアが
あったのですか。
奥田　住民の意見を聞くために、かなり詳しくア
ンケートを取りました。避難場所として活用し

てほしい、文化セン
ターにする、生涯学習
の場として活用するな
ど、最終的には６項目

ほど案が出ました。
市長　地域の方の会議室として使うなどですね。
奥田　子育て支援施設や、手狭になった他地区の
幼稚園をここに移転してはどうかという案、さ
らに学童保育として使ってはどうか、という意
見もありました。
市長　いろいろな意見が検討されていましたが、
実はそれとは別に、この中にないアイデアもひ
そかに検討されていました。ここで玉村校長に
登場いただくわけですが、この小学校との出会
いの前にまず、玉村先生がこれまでどのような
取り組みをしてきたのか教えてください。



第25回市長対談 

広報 つ！　平成28年９月１日号4

活動を知ってもらうことが大事
地域の皆さんに理解広がる

玉村　私たちは隣の松阪
市嬉野町でＮＰＯ法人
として、11年間にわたっ
て、不登校の高校生の
支援をするスクールを運営していました。生徒
や先生の人数が次第に増加し、何よりいろいろ
なノウハウが蓄積されて、何とかこの子どもた
ちの学校ができないかと検討してきました。そ
の中で、津市からこの大井地区のことを紹介し
ていただきました。実際にここに来てみると、
地域の方々がとても教育熱心で、学校の再活用
に関して、真剣に議論されている様子を見て、
私たちもぜひその輪に加わりたいとお願いしま
した。
市長　以前はＮＰＯ法人として運営されていたフ
リースクールですね。何かの事情で、通ってい
る学校には行きづらくなったという生徒の居場
所を提供してこられた。この場合は、通信制高
校に入学して、高校卒業資格を目指すというこ
とだったのですね。そういうＮＰＯ法人の運営
するフリースクールを、実際の学校の校舎に移
転しようという、非常に思い切ったアイデアが
玉村先生の元で温められていたわけですね。奥
田さん、玉村先生の夢、構想としてそのお話が
届いた時、地域の方はどう感じたのですか。
奥田　当初、地域の率直な気持ちを聞きたいとア
ンケートを取りましたが、学校をここへ移転さ
せるという意見は全く出ませんでした。学校と
いっても、幼稚園の一部移転くらいは考えられ
ますけれど。ところが、そうこうしているうち
に心配する声が上がり始めました。不登校の高
校生たちが来ることに、戸惑いを隠せずにいた
のです。その戸惑いを解消してもらうために、
多くの時間を要しました。途中、玉村さんにも
会議に同席してもらって、地域の皆さんに少し

ずつ理解してもらったのです。
市長　その時、玉村さんはどんなお話をされたの
ですか。
玉村　これまで私たちが行ってきた活動を知って
もらうことが大事だと思い、スライドなどを
使って説明し、ご理解を得られたと思います。
市長　地域の皆さんと、おおむね合意ができた平
成27年12月に玉村さんとの間で、この校舎の
３階部分を利用いただく契約を結びました。契
約なので、電気代、水道料金なども負担いただ
いていますし、校舎を借りていただく賃借の使
用料もいただいています。玉村さんも一志学園
高等学校として運営していくために学校法人の

認可を得て、無事に平
成28年４月に開校しま
した。さて、開校後の
生徒の皆さんはどのよ

うな様子ですか。

玉村　４月に開校し、56人の生徒でスタートを切
りました。その後、転学生が相次ぎ、現在15歳
から29歳まで61人の生徒が在籍しています(平
成28年７月現在)。うち27人が津市内から通学
しています。進学校から転学し大学受験を目指
す生徒や、小学校から不登校でしたがこつこつ
と学び直しを頑張っている生徒もいます。２人
の生徒がソフトテニスの三重県大会で３位に入
賞し、この夏、全国大会に駒を進めました。
市長　生き生きとした生徒の様子を見ていかがで
すか。地域の皆さんの心配もなくなってきたの
ではないでしょうか。
奥田　そういった心配はほとんどなくなったと思
います。
市長　これからは地域の皆さんといろいろな交流
活動が始まるといいですね。



第25回市長対談　大井町づくり委員会理事長 奥田吉信さん　一志学園高等学校校長 玉村典久さん 
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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。

こだわりは「人の中で人を育てる」
良い環境をいただいた

奥田　これまで地域で行っていた行事に参加して
もらうことも一つですし、委員会として過去２
年間行っている新春元気交歓会に集まっても
らって意見を交わしてもらうことも一つ。もう
一つは、地域の持っている知的財産を将来にわ
たって広げていく「温故知新大学」を計画して
いて、平成28年度から事業の一つに加えようと
考えています。大きく分けてこの３つに交流の
場を広げていこうと考えています。
市長　これから子どもたちもどんどん参加してく
れるといいですね。
玉村　地域外から通っている子どもたちが圧倒的
に多いので、地域に対して愛着を持ってもらう
ことや、逆に地域から信頼されて愛される学校
になることはとても大事なことだと思います。
そのためには、いろいろな地域の方と交流を深
めていくことが一番いい。温故知新大学にも、
ぜひ入学させていただければと思います。
市長　高校生が高校を卒業する前に、大学生にな
るわけですね。地域とのお話を進めてきました
が、さて、玉村さんにもう一つお伺いします。
「こんな学校にしてい
きたい」あるいは「こ
うなっていけば良い」
という目標はあります
か。

玉村　私たちが長年こだわってきたのは、「人の
中で人を育てる」ということです。いろいろな
意味で、人の中で傷ついてきた子どもたちなの
で、人の中できちんと育ててあげたいと思って
います。この旧大井小学校の校舎を地域の方と
共有することで、教員、生徒だけでなく、たく
さんの人と交流させていただいて、子どもたち
を育てることができる。そういった良い環境を

いただいたと思ってい
ます。それをどんどん
広げて、私たちの理想
とする教育を実現した

いと思っています。
市長　すでに来年度の生徒募集も始まっているの
ですか。
玉村　はい。中学校、高校から問い合わせをいた
だいています。前の学校では合わなかったけれ
ど、もう一度学校生活をしたい、そういう生徒
にぜひチャレンジしてほしいです。
市長　105年の歴史ある旧大井小学校ですが、地
域の皆さんのご理解の中で、どんどん新しい形
が進んでいます。学校が学校として再生する素
晴らしい事例が、今進みつつあります。この旧
大井小学校の校舎が、これからも地域の皆さん
の活動の場として、避難所として活用されるの
はもちろんのこと、さらに学びの場として、若
い子どもたちが新しい息吹を吹き込む、そう
いった素晴らしい事例になりつつあるというこ
とをご紹介しました。
　　奥田さん、玉村さん、本日はありがとうござ
いました。
奥田　ありがとうございました。
玉村　ありがとうございました。



地籍調査ってなあに？
～土地の地図は正確なの

かな？～

広報 つ！　平成28年９月１日号6

　ねえねえ、シロモチくん、「地籍調査」って
初めて聞いたんだけど、なあに？
　う～ん・・・ゴーちゃん、この三脚の上に器
械がのっかっているものをのぞいている人を見
かけたことある？
　あるある！同じ格好をして離れたところに長
～い物差しを持っている人もいるよね～。

　この精密な器械は測量士さんが土地を測ると
きに使うものなんだ。「地籍調査」はこうやっ
て土地の境界点を正確に測ることなんだよ。
　へぇ～、どうしてそんなことしなくちゃいけ
ないの？
　ゴーちゃん、登記簿って知っているよね。そ
れには、１区画ごとに誰の土地で、どのくらい
の広さなのか書かれているんだけれど、その土
地の場所を示した地図の全部が正確なわけじゃ
ないんだ。
　え～！知らなかったわ。びっくり！
　土地の地図の大半は明治時代の地租改正のと
きに作られたものなんだ。当時は土地の持ち主
が自分たちで土地を測って役人が検査する方法
をとったり、測量の技術も未熟だったりしたこ
ともあって現状と一致しないことが多いんだ。
だからきちんと調査と測量をやり直す地籍調査
を進めているんだ。

　土地の所有者や地番、地目および面積などは、一筆(１区画)ごとに登記簿に記載されてい
ます。ところが登記所備え付けの地図の約半分は古い時代のもので、境界や面積が不正確な
ため、土地取引やまちづくりに支障をきたすことがあります。津市は、精度の高い地図を作
るために、「地籍調査」を加速化します。



問い合わせ　建設政策課　　229－3196　　229－3345
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　じゃあ、津市はどのくらい地籍調査が済んで
いるの？ 
　津市の進捗率は平成27年度末で約３％だよ。
三重県全体の平均９％より低くて、県内で29
市町中19番目なんだ。
　進んでいないとなにか困ることがあるの？
　自分の土地の境界がはっきりしないと、相続
で土地を分けたり、土地を売買したりするとき
に境界の確認に時間がかかってトラブルのもと
になるよね。まちづくりも思うように進まない
し、地図が不正確なまま災害が発生して土地の
目印までなくなってしまったりしたら復興事業
の妨げにもなるんだよ。
　南海トラフ巨大地震の発生が心配されるけ
ど、もしものときは大丈夫？
　津波被害が発生したときに備えて、津市では
平成27～36年度までの10年間で、沿岸部の地
籍調査を集中的に実施していくことにしたんだ
よ。津波の最大浸水深がおおむね２ｍ以上と想
定される区域のうち、国道23号より東の区域
約2,600haを「重点整備区域」に設定したんだ。

　どうやって地籍調査を進めていくの？
　「津市地籍調査事業計画」をまとめて、沿岸
部の「どこの地区を、いつ、どんな方法で」事
業を実施していくのか決めたんだ。巨大地震は
いつ起こるか予測できないから、地籍調査のあ
らゆるメニューを使って効率的に事業を進めて
いくつもりだよ。
　いざというときに備えて、スピード感を持っ
て事業を進めてくれたら安心ね。
　どんどん地籍調査を進めるために、国も測量
に必要な基準点を打ってくれるなど協力してく
れているんだ。
　私たちにもなにか協力できることはあるの？
　よく聞いてくれたね。地籍調査は土地所有者
の皆さんの協力が欠かせないんだよ。土地の境
界は、公図・測量図・登記簿などを参考にして、
関係する全ての立会人が納得した上で決めてい
くんだ。その境界立会に欠席する人がいると、
境界が決まらず、正確な地図を作ることができ
ないんだ。測量に掛かる費用は市・県・国が負
担するから、皆さんに費用は掛からないんだよ。
だからぜひぜひ参加してほしいんだ。
　みんなの協力があってこそのまちづくりなの
ね。災害被害も心配だし、私たちも地籍調査に
協力しなきゃね。

実際の地籍調査の様子

伊勢湾

沿岸部における
人口集中地区

重点整備区域

しん ちょく

市河芸庁舎

市本庁舎

市香良洲
庁舎
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　南北に延びる白砂青松の面影を伝える海岸や、緑あふれる山々など豊かな自然環境に恵まれている津市。
　環境部では、平成20年３月に策定した「環境基本計画」に基づき、廃棄物の発生抑制・処理、地球温暖化
防止対策、自然の保全など、さまざまな環境施策について、取り組みを進めています。
　白銀環境清掃センターでは、３月の受け入れ終了後も引き続き埋め立て地の早期安定化対策を実施すると
ともに、太陽光発電設備用地として、有効活用を図ります。
　また、４月に供用を開始したリサイクルセンターと最終処分場は、周辺環境への影響を最大限に配慮した
施設で、既存のごみ処理施設同様に安全で安心な運転・維持管理に努めています。
　これからも、市民の皆さん・事業者・環境団体などと協働し、環境に対する意識向上を図る取り組みを積
極的に推進していきます。

4
環境部編

▼津市新エネルギー利用設備設置

費補助金対象物件の拡大

▼津市環境マネジメントシステム

認証取得費補助金の交付開始

▼ごみの分別を市内で統一 ▼環境だより創刊

▼津市一般廃棄物処理基本計画を策定　 ▼くるりんペーパー事業の開始

▼津市環境基本条例を施行

▼第１回環境フェアを開催

▼津市新エネルギー利用設備

設置費補助金の交付開始

▼津市環境基本計画を策定

▼環境だより

▼くるりんペーパー

▼太陽光発電システム

H18 H19 H20 H21 H22 H23

▼環境基本計画　 ▼一般廃棄物処理基本計画
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広報 つ！　平成28年９月１日号 9広報 つ！　平成28年９月１日号 9広報津10月１日号では「健康福祉部編」をお届けします

▼津市一般廃棄物最終処分場(第１期

分)の竣工

▼津市リサイクルセンターの竣工

▼白銀環境清掃センターを閉鎖

▼エコ・ステーションの拡充、

小型電子機器の回収

▼空家等管理台帳

システムを構築

▼つし自然ガイドブック

完成・発刊

▼つし自然ガイドブック

▼芸濃エコ・ステーション ▼環境フェスタ

▼津市一般廃棄物最終処分場(第１期分)

埋立槽埋立槽
中央制御室中央制御室

環境学習センター環境学習センター

自然公園自然公園

▼津市リサイクルセンター

▼環境フェアを環境フェスタ

としてリニューアル

H24 H25 H26 H27

11
22
33

▼グリーンのカーテン普及講座

ごみ処理施設の
安定的な稼働

もっと便利で、
負担の少ない

ごみの分別と排出方法

管理不十分な
空き地・空き家の

相談対応

空き地・空き家の
事前対策・
継続的な対応

ごみの排出における
高齢者支援や
粗大ごみ収集

ごみ処理施設の
安定的な稼働

もっと便利で、
負担の少ない

ごみの分別と排出方法

管理不十分な
空き地・空き家の

相談対応

空き地・空き家の
事前対策と
継続的な対応

ごみの排出における
高齢者支援や
粗大ごみ収集

▼グリーンのカーテン普及講座を開始

▼津市リサイクルセンター・新最終

処分場(第１期)の建設工事着工

▼西部クリーンセンター

長寿命化対策の開始

▼河芸美化センターを閉鎖

安全・安心な施設
周辺環境の確保と
計画的な修繕

安全・安心な施設
周辺環境の確保と
計画的な修繕
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問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

保育所等利用申し込み

利用申し込みするためには

来年４月からの

保育所等とは
　児童の保護者が働いている場合や、病気などの
ため保育が必要と認められる場合に、保護者に代
わって保育を行う施設です。
保育所等には、保育所、保育
を提供する認定こども園、地
域型保育事業があります。

支給認定の申請
　保育所等を利用する場合は、２号認定または３
号認定の「支給認定」を受ける必要があります。
支給認定区分の種類
　支給認定の区分は、保育の必要性や年齢によっ
て次のとおり分かれます。

提出書類
●支給認定申請書
●就労証明書など保育の必要性を確認するための
書類(右ページ表参照)
●保育所等利用申込書(続紙も含む)
●意見書(支給認定を希望する子どもに障がいが
あるなど配慮が必要な場合のみ)
●平成28年１月１日現在に居住していた市町村
が発行する平成28年度所得課税証明書(平成28

　年１月２日以降に津市に転入した人のみ)
申し込み
　子育て推進課または各総合支所市民福祉課(福
祉課)、各保育所等で配布する申込書類に必要事項
を記入し提出
提出先
　子育て推進課・各
総合支所市民福祉課
(福祉課)・各保育所等

保育必要量と保育利用時間
　２号認定または３号認定を受けた場合、保育を
必要とする事由や内容に応じて「保育必要量」が
認定されます。認定された「保育必要量」によっ
て、保育所等を利用できる時間が変わります。

申込書類の配布

保育所等利用申し込み、支給認定申請の受け付け

保育所等利用に当たっての面接(日時と実施場所は、申込書類受け付け時に
お知らせします)

保育所等利用決定のお知らせ、利用開始に伴う各保育所等での説明会

10月

３月

11月

１号認定

認定区分 対象となる児童 利用先
満３歳以上で就学前の児
童（２号認定を除く）
満３歳以上で保護者の就
労や疾病等により保育を
必要とする児童
満３歳未満で保護者の就
労や疾病等により保育を
必要とする児童

市立幼稚園、認定こども
園（教育的利用）

保育所、認定こども園（保
育的利用）

保育所、認定こども園（保
育的利用）、地域型保育事
業

２号認定

３号認定

保育必要量

保育
標準時間

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。

月120時間以上の就労ま
たは介護・看護、就学、妊
娠・出産、障がい・疾病、
災害復旧により保育が
必要と認められる場合
月120時間未満の就労ま
たは介護・看護、就学、求
職活動、育児休業取得に
より保育が必要と認めら
れる場合

必要に応じて最長８時間
（８時30分～16時30分）

保育
短時間

利用可能時間（１日当たり） 認定条件の例

提出書類と申し込み方法

利用までのスケジュール
９月

受付
期間

　来年４月１日に保育所等の利用を開始したい人
の申し込み受け付けを開始します。
※４月１日より後に利用開始を希望する場合は、
利用希望開始日の２カ月前から受け付けします。

10月３日 月 ～31日 月
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支給認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例

※利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、支給認定を受けても希望する保育所等を利用することができない場合があります。
※支給認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。

就労

保育を必要とする事由 必要書類

妊娠・出産

保護者の
疾病・障がい
同居親族等の
介護・看護

災害復旧

求職

就学

その他

児童の保護者が、常に月60
時間以上労働している（パー
トタイム、夜間、居宅内労
働など、基本的に全ての就
労が対象）

児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがある人
がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている

災害復旧にあたっている

求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている

大学、職業訓練校、専門学校等に通学している（趣味の講
座、カルチャースクールなどは認められません）

上記に類する状態として津市が認める場合

児童の保護者が病気、負傷または心身に障がいがある

母親が出産前後（出産予定日の前後２カ月程度）

被雇用者（会社員、パート、
アルバイト、臨時社員など）

●就労（予定）証明書（雇用主等による証明が必要）
※月60時間以上の就労が確認できない場合は、求職として申請
※産休明け・育休明けの利用申し込みの場合は、職場復帰日の記入が必要
●就労申告書自営業
●就労申告書（内職業者からの証明が必要）
●就労申告書
●水稲共済細目書異動申告書の控え（写し）または耕作状況証明書
●賃借契約書の写し（耕作地を賃借している場合）

内職

農業

●妊産婦医療費受給資格者証の写し、または出産予定日が分かる書類
（例…妊娠証明書の写し、母子健康手帳の写しなど）

●意見書

●意見書（要介護者・要看護者のもの）
●介護・看護・付添状況申立書
●り災証明書
●申立書
●求職中の支給認定に係る誓約書
※求職中で就職した場合は、必ず月60時間以上で就労
●在学（在籍）証明書の原本（受講期間が明記されたもの）
●受講状況が分かるカリキュラムなどの写し
●合格通知書（就学予定の場合）
●就学状況申立書
●その他保育の必要性を証明できる書類（津市が認めたもの）

市内の保育所等一覧
保育所名（公立） 住　所 電話番号 住　所 電話番号保育所名（私立）

認定こども園（幼保連携型）

地域型保育事業（事業所内保育所）

保育所名（私立） 住　所 電話番号

施設名 住　所 電話番号

住　所 電話番号

来年４月以降も引き続き利用を希望する場合
　就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を
通じて書類を配布しますので、就労証明書など保育
を必要とすることを証明する書類を添えて、期日ま
でにご利用の各保育所等に提出してください。ま
た、現在利用している保育所等から別の保育所等へ
転園を希望する場合は、転園申請書も併せて提出し
てください。なお、幼稚園や教育を提供する認定こ
ども園などへ転園を希望する場合は、手続きが異な
りますので、詳しくはお問い合わせください。

９月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
　９月分から来年の８月分までの保育料は、平成28
年度の市町村民税額に基づいて算定されるため、９
月分から保育料が変更になります。切り替え後の金
額は、利用している施設を通じてお知らせします。
なお、保育料は、保護者の市町村民税額の合計に
よって決まりますが、津市に保護者の課税情報がな
く、またそれらに関する書類の提出がない場合は、
適正に算出されません。場合によっては、さかの
ぼって保育料を変更することがあります。

現在保育所等を利用している人へ

地域型保育事業（小規模保育事業A型）
施設名 住　所 電話番号

施設名

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

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
第二はなこま保育園
風の子藤水保育園
大川乳幼児保育園
すぎのこ保育園
久居保育園

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
高茶屋小森上野町
雲出島貫町
大谷町
久居中町
久居西鷹跡町

ゆたか保育園
さくら保育園
美里さつき保育園
風の丘藤水保育園

藤認定こども園
認定こども園杜の街ゆたか園
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

つまちなか保育園

どんど子保育園
えがお保育園※
※えがお保育園は10月１日開所予定です。また開所ま
　での問い合わせ先はのべの幼稚園です。

河芸町中別保
河芸町影重
美里町五百野
戸木町

豊が丘二丁目
河芸町杜の街一丁目
河芸町三行
一身田上津部田

大門

久居寺町
久居寺町

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

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
238－1616
238－0355

255－5100
259－0080

245－1128
245－1163
279－2000
253－7708

271－6970
244－1166
244－1515
236－6100

253－5454

254－6080
255－4316

080－9370－5783
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水泳 坂倉航季 選手  陸上競技 前川楓 選手
祝 初出場！！リオ2016パラリンピック競技大会

プロフィール
　白塚町出身　19歳
　津トップスイミング所属
主要な戦歴
●平成26年11月　全国障害者スポーツ大会
　長崎がんばらんば大会 50ｍ自由形 障害区
　分27 男子 １位
●平成27年6月　第18回日本知的障害者選手
　権水泳競技大会 100ｍ自由形 男子 １位
●平成27年12月　2015Can-am Open水泳選
　手権 200ｍ自由形 S14 男子 １位

坂倉 航季 選手

　９月７日(水)～18日(日)にブラジルのリオデジャネイロで開催されるパラリンピック競技大
会に、津市出身の坂倉航季選手(水泳)、前川楓選手(陸上競技)が初出場されます。地元津市出
身のパラリンピアンを応援しよう！！

プロフィール
　柳山津興出身　18歳
　チームKAITEKI所属
主要な戦歴
●平成27年７月 第20回関東身体障害者陸上
　競技選手権大会 100ｍ女子  T42  １位
●平成27年９月 2015ジャパンパラ陸上競技
　大会 100ｍ女子 T42 １位(大会新記録)
●平成28年４月　第27回日本パラ陸上競技
　選手権大会 100ｍ女子 T42 １位
●平成28年７月　第21回関東パラ陸上競技
　選手権大会  100ｍ女子 T42 １位

前川 楓 選手

　津市ホームページ内に両選手の応援ページ、本庁舎
１階ロビーに両選手応援コーナーを設置しています。

板倉航季選手・前川楓選手 応援情報

坂倉航季選手・前川楓選手応援ページ│

陸上競技

水泳

※障害区分27…知的障がい　S14…知的障がい者区分

※T42…身体障がい者の大腿切断区分

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

予選：９/11　 21:30～23:50
決勝：９/12　 5:30～9:30

男子200m自由形 S14男子200m自由形 S14
日

月

競技日程(予定･日本時間)

　競技日程(予定･日本時間)

女子100m T42女子100m T42

走り幅跳び F42走り幅跳び F42

予選：９/17　 22:00～25:15
決勝：９/18　 5:30～8:30

決勝：９/11　 5:30～8:30

土

日

日
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豊かに暮らす高齢社会
　「敬老の日」は、多年にわたり社会に尽くしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝う日です。高
齢者の皆さんが、いつまでも健康で元気に毎日を過ごすことができるのは、とても幸せなこと
です。これからも、安心して自立した生活を送ることのできる心豊かで元気あふれる地域社会
を目指していきます。

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)

９月19日     は敬老の日

地域包括支援センター

月･祝

80歳・90歳・100歳の節目の皆さんに敬老祝金を贈ります
 80歳、90歳の節目の人に敬老祝商品券を、100
歳の節目の人に敬老祝金をお贈りします。９～10
月中旬に、敬老祝商品券は配達業者を通じて、敬
老祝金は直接お届けします。
対　象　市内に１年以上居住している80・90・
100歳の人

●80歳…昭和10年９月17日～昭和11年９月16日
に生まれた人
●90歳…大正14年９月17日～大正15年９月16日
に生まれた人
●100歳…大正４年９月17日～大正５年９月16
日に生まれた人

敬老事業にご参加ください
 「敬老の日」にちなんで、各地区社会福祉協議会が地区単位で敬老事業を開催
します。ぜひ、ご参加ください。

ご利用ください！相談・支援窓口
　高齢者の介護や福祉に関するさまざまな総合相談・支援の窓口として、地域包括支援センターと在宅介
護支援センターを各地域に設置しています。各センターでは、次のような業務を行っています。

在宅介護支援センター
 高齢者とその家族に対し、介護および介護予防
に関する総合的な相談に応じるとともに、必要に
応じた適切な保健・医療・福祉サービスが受けら
れるように専門の職員(社会福祉士・保健師・主
任介護支援専門員など)が相談を受けます。

 各地域包括支援センターや高齢福祉課などと連
携しながら、身近な地域での相談・支援を行ってい
ます。介護保険の認定の有無にかかわらず、介護
や福祉に関することなど、気軽にご相談ください。

センター名 担当地域 問い合わせ

津市地域
包括支援センター

271－6535

213－3181

213－8115

237－2018

238－6511

245－6666

267－1125

254－4165

262－7295

229－3294

津久居地域
包括支援センター

津北部東地域
包括支援センター
津北部西地域
包括支援センター

津中部北地域
包括支援センター

津中部中地域
包括支援センター

津中部東地域
包括支援センター
津中部西地域
包括支援センター
津中部南地域
包括支援センター

津一志地域
包括支援センター

津市全域

久居地域

河芸地域・津地域（一身田〈栗
真、白塚〉）
芸濃地域・安濃地域・津地域
（豊里）

津地域（橋北・東橋内）

津地域（西橋内〈養正〉・西郊〈安
東、櫛形〉・一身田〈一身田〉）

津地域(橋南・南が丘)

美里地域・津地域（西郊〈櫛形、
片田〉・西橋内〈新町、半田〉）

津地域（南郊）・香良洲地域

一志地域・白山地域・美杉地
域

センター名 担当地域 問い合わせ
在宅介護支援センター
瑞晃苑 279－7100

230－2822

230－7811

228－7338

228－1951

237－2630

213－8671

256－9474

252－2355

254－2067

292－4888

213－6370

ベタニヤ在宅介護支援セン
ター
高田在宅介護支援センター
在宅介護支援センター
青松園
在宅介護支援センター
報徳園
在宅介護支援センター
はせやま
みえ医療福祉生協在宅介護
支援センター
芹の里在宅介護支援センター
七栗記念病院在宅介護支援
センター
榊原陽光苑在宅介護支援セ
ンター
フルハウス在宅介護支援セ
ンター
在宅介護支援センターつま
ちなか地域総合相談センター
シルバーケア豊壽園

美里地域
津地域（高野尾・大里・豊
が丘）
津地域（一身田・白塚・
栗真）
津地域（敬和・養正）

津地域（安東・新町）

津地域（片田・櫛形）

津地域（育生・藤水）

久居地域（成美・立成）

久居地域（七栗・戸木）

久居地域（稲葉・榊原）

香良洲地域

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

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

福祉医療費受給資格証の更新
手続きはお済みですか？

不育症治療費を助成します
保険適用外の検査費など

広報 つ！　平成28年９月１日号14

保険適用となるものは福祉医療費助成で保険適用となるものは福祉医療費助成で
　不育症治療費助成制度は保険適用外の検査費や治療費を対象としていま
すが、不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、これらは福祉医
療費助成制度で助成が受けられます。
　津市では、妊娠５カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額
の一部を福祉医療費助成制度で助成していますので、母子健康手帳の交付
を受けたら併せて手続きをし、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けて
ください。

　福祉医療費受給資格証の更新手続きが必要な人
は、早めに手続きをしてください。９月中に更新
手続きを行わないと、受給資格を失って医療費の
助成が受けられなくなります。
　10月以降に手続きした場合は、改めて受給資
格申請手続きが必要になり、申請月初日の診療分
からの助成になります。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)へお問い
合わせください。

　更新手続きが不要な人には、「新しい受給資格
証」または「受給資格喪失のご案内」を送付して
います。
更新手続きが必要な人
●精神障がい者医療費を受けている人
●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)を受けている人のうち「更新申請書」が
届いた人

 不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産など
を繰り返して、子どもを持つことができないこと
をいいます。市では不育症の治療を受ける人の経
済的負担を軽減するために検査費や治療費等の一
部を助成しています。
助成の内容　１治療期間に受けた保険適用外の検
査費や治療費

※１治療期間とは…その妊娠に係る不育症治療を
開始した日から、出産(流産、死産などを含む)
により不育症治療が終了するまでの期間

助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算して
５回まで)

対象者(次の全ての要件を満たす人)
●法律上の夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住している人
●夫婦の前年の所得(１～５月の申請は前々年の
所得)の合計額が730万円未満の人(諸控除があ
ります)

●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者

申請方法
　申請に必要なものを保険医療助成課または各総
合支所市民福祉課(市民課)へ提出　※郵送の場
合は簡易書留郵便で提出
申請に必要なもの
●不育症治療費助成申請書
●不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた
医療機関で証明を受けてください)
●医療機関発行の領収書(原本)
●預金通帳
●印鑑(スタンプ印を除く)
●世帯全員の住民票(続柄の記載があるもので、
発行後３カ月以内のもの)
●夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書
(４～５月に申請する場合は前年度のもの)　※
所得がない場合でも提出が必要
●戸籍謄本(発行後３カ月以内のもの)　※住民票
で夫婦関係が確認できない場合に必要
申請期限　不育症治療が終了した日から60日以内
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問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001　各総合支所市民福祉課（市民課）

早めに手続きを！子ども医療費受給資格証の交付申請
9月から中学生の通院費助成が始まります

　平成28年９月診療分から通院に掛かる医療費
の助成対象を中学生まで拡大します。
　福祉医療費受給資格証の交付申請がお済みでな
い人は早めに手続きしてください。９月中に交付申
請を行わないと、申請月初日の診療分からの助成に
なります。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)へお問い合わせください。

交付申請手続きが必要な人
　平成13年４月２日～平成16年４月１日生まれ
の人
※対象年齢の人には、６月上旬に申請書を郵送して
います。また、受給資格が認定された人には受給
資格証を、所得制限により認定されなかった人に
はそのお知らせを８月下旬に郵送しています。

　自然豊かな榊原温泉郷を駆け抜けてみません
か。参加者には温泉日帰り入浴券プレゼント！
種目・対象・費用

11 20 9:00~
榊原温泉郷周辺日

※健康な人なら誰でも参加できますが、あらかじ
め医師の健康診断を受けるなど、体調には万全
を期して参加してください。

※20歳未満の人は申し込みに保護者の同意が必要

申し込み　スポーツ振興課または久居体育館、各
総合支所地域振興課にある大会要項で詳細を確
認の上、大会要項に添付された払込取扱票へ必
要事項を記入して郵便局から申し込むか、参加
料を添えて久居体育館へ　※スポーツエント
リーからインターネット申し込みも可能
申込期間　９月１日(木)～10月３日(月)

10 1 草生公民館集合　※雨天の場合は２日土
　手軽なハイキングコースとして親しまれている経ヶ
峰。海抜819ｍの山頂からの眺望は最高です。
費　用　300円(傷害保険代含む)
申し込み　申込用紙に必要事項を記入し、直接地域連
携課、各総合支所地域振興課、安濃体育館に持参す
るか、ファクスで安濃総合支所地域振興課へ

新 津市誕生
10周年

8:45~開会式
日

ハーフ
10㎞
５㎞
３㎞
1.5㎞

高校生以上
高校生以上
高校生以上
中学生
小学生

１組５人まで

3,000円
2,000円
1,500円
500円
500円

1,000円

種　目 対　象 参加費

ファミリー
（２㎞、計測なし）

第19回ひさい榊原温泉マラソン 参加者募集！
走った後は温泉でリラックス

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8819　　255－09604
TSU NEWS

新 津市誕生10周年 経ヶ峰ハイキング参加者募集
山頂からの眺望は最高です！

問い合わせ　安濃総合支所地域振興課　　268－5511　　268－33575
TSU NEWS
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津市市政相談員証

国や市の行政に関するご意見・ご要望を受け付けています

市政相談員にご相談ください6
TSU NEWS

問い合わせ　地域連携課　　229－3105　　229－3366

シロモチくんとゴーちゃんがお見送り！

高速船でセントレアへ行こう＆一日船長募集7
TSU NEWS

問い合わせ　交通政策課　　229－3180　　229－3336

平成28年度 津市森林セラピー基地ウオークイベント8
TSU NEWS

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

　市政相談員は、行政に関する身近な相談窓口です。津市では、総
務大臣が委嘱した行政相談委員のうち、津市の区域を担当する12人
を市政相談員として委嘱しています。毎月、市内各地の公共施設で
行政相談が開催されており、詳しい
日程などを、津市ホームページでお
知らせしていますので、行政区分に
とらわれない、身近な相談の場とし
てご利用ください。
※市政相談員は、相談員証を携帯し
　ています。

10 29 12:00~17:30
津なぎさまち～セントレア　※荒天の場合は30日　に順延

無 料

10 23 9:00~

伊勢奥津駅から真福院まで
楽しい歴史を聞きながらウオーク

高速船で行
こう！

市内に在住・在学の小学生と
保護者（２人１組） 抽選40組（80人）

市内に在住・在学の小学４～
６年生（保護者１人が同伴）１日船長 抽選男女各２人

　名松線復活でにぎわう伊勢奥津駅から、日本さ
くら名所100選の三多気の桜が参道に並ぶ真福院
までを、歴史を感じながら歩きませんか。
定　員　50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　９月20日(火)～10月14日(金)

来年２月～３月のウオークイベント

加藤　俊子
伊藤　庄吉
河戸　和治
岡田　廣助
稲森　たね
横谷　　周
伊東　善昭
小宮　教子
若林千枝子
松岡婦美子
𠮷川　　創
池村　壽夫

津
津
河芸
久居

久居・香良洲
美杉
白山
津
安濃
一志
芸濃
美里

市政相談員 担当地域

　津なぎさまちから中部国際空港(セントレア)間
の特別便を運航し、セントレアまでの船旅にご招
待します！
対象・定員

申し込み　往復はがきで郵便番号、住所、子ども
と保護者の氏名(ふりがな)・年齢、電話番号、
小学校名、学年、１日船長希望の有無を交通政
策課(〒514-8611 住所不要)へ　※１組１通の
み有効、行程途中での参加、または離脱はご遠
慮ください。
締め切り　９月21日(水)
　必着

対　象 定　員

※日程･コースは天候(台風など)の影響で変更になることがあります。
※詳しい内容や申し込み方法は、各イベント前に津市ホームページなどでお
　知らせします。

と　き
（来年） イベント名 ところ 定 員 申込期間

（来年）

２月12日㈰
10時30分～

アロマな一日
室内でアロマセ
ラピー

美杉
地域内 20人 １月16日㈪～

２月３日㈮

３月12日㈰
９時～

第５回ノルディ
ックウオーキン
グ競技会

君ヶ野ダム
湖畔コース 100人 １月30日㈪～

２月24日㈮

３月26日㈰
10時30分～

名松線全線復旧
１周年記念
淡墨桜ウオーキ
ング

竹原
地区内 50人 ２月20日㈪～

３月17日㈮

み ほ ん
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　何歳からでも積極的に身体を動かし活動的に暮
らすことで、体力が衰えるスピードを緩めること
ができます。いつまでも自分らしい生活を楽しむ
ために、体力測定会に参加してみませんか。負担
の少ない測定方法なので、体力に自信のない人
も、気軽に参加できます。

内　容　握力、長座位体前屈、開眼片足立ち、５
ｍ歩行
対　象　市内に在住で65歳以上の人
持ち物　タオル、水分補給の飲み物、上靴(必要
な会場)　※運動できる服装でお越しください。
費　用　50円(当日会場で徴収します。)

問い合わせ　介護保険課　　229－3149　　229－3334

問い合わせ　介護保険課　　229－3149　　229－3334
男前 噛ミング♪食バランス教室
男性の皆さん！「食べること」を考えてみませんか

10
TSU NEWS

9
TSU NEWS これからenjoy体力測定会

65歳以上の皆さんの健康づくりを応援します
申込不要

津センターパレス地下１階市民オープンステージ
津西会館大会議室
津市体育館アリーナ
城山会館大会議室
安濃保健センター運動指導室
サンデルタ香良洲多目的ホール
南が丘会館研修室
大三公民館ホール
豊が丘会館大会議室
美杉総合文化センター多目的ホール
片田公民館会議室
千里ヶ丘公民館ホール
栗葉出張所健康増進室
波瀬ふれあい会館ホール
家所区民センター
市芸濃庁舎中会議室

○

○
○

○

○

　栄養士、歯科衛生士らが栄養バランスやお口の
健康について分かりやすく解説します。調理経験
がないという男性も、暮らしの中の健康を支える
「食べること」を考える機会に、ぜひご参加くだ
さい。
と　き　11月１日・15日・29日、12月13日・
27日、来年１月10日・31日、２月７日いずれ
も火曜日10時～12時(全８回)　※12月27日、
１月10日は調理実習で、13時まで

ところ　津リージョンプラザ２階健康教室
対　象　65歳以上で全８回参加できる男性
定　員　25人　※申込者多数の場合、過去２年
間の介護予防教室参加経験がない人を優先

費　用　調理実習のみ材料費として１回500円　

※当日集金
持ち物　健康手帳(持っていない人は当日発行で
きます)、水分補給用の飲み物
申し込み　往復はがきで教室名、住所、氏名、生
年月日、性別、電話番号を介護保険課(〒514-
　8611 住所不
要)へ　※結
果は、返信用
はがきで10月
下旬までにお
知らせします。
締め切り　９月
30日(金)消印
有効

ところと　き 上靴が必要
10月３日㈪10時30分～12時30分
10月４日㈫10時～12時
10月６日㈭10時～12時
10月７日㈮10時～12時
10月11日㈫13時30分～15時30分
10月12日㈬13時30分～15時30分
10月13日㈭10時～12時
10月17日㈪13時30分～15時30分
10月18日㈫10時～12時
10月19日㈬13時30分～15時30分
10月20日㈭13時30分～15時30分
10月21日㈮10時～12時
10月26日㈬10時～12時
10月28日㈮13時30分～15時30分
10月31日㈪13時30分～15時30分
11月１日㈫13時30分～15時30分
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昨年の器楽音楽部門の様子

第２回文芸入門講座
12

TSU NEWS
芸術の秋！いろいろな創作活動に挑戦しませんか

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

看板など広告物を設置する場合は許可が必要です
13

TSU NEWS
９月10日は屋外広告の日

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

津市民文化祭音楽部門の出演団体募集
11

TSU NEWS

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

とき・ところなど

対　象　市内に活動拠点を置く音楽団体(軽音楽
は音源による審査があり、それ以外は応募者多
数の場合に選考を行うことがあります。)

申し込み　文化振興課または各総合支所地域振興

　「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。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。
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　９月５日(月)～16日(金)

課、教委生涯学習課、各公民館、各ホールにあ
る所定の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、Ｅメールで津リージョン
プラザ(〒514-8611 住所不要、　229-3300＠
　city.tsu.lg.jp)へ　※軽音楽は、ファクス・Ｅ
メールでの申し込みはできません。
締め切り　10月30日(日)
※出演料など詳しくは、
募集要項をご覧くださ
い。募集要項・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。

　看板などの広告物は、情報の伝達や街の活性化に
不可欠なものですが、無秩序に設置すると自然の景
観や街の美観を損ないかねません。また、管理が適
切でない場合は、転倒や落下によって通行人がけが
をする恐れもあります。このため、屋外に設置する
広告物には、県屋外広告物条例によって設置場所や
大きさ、その他の規格にさまざまな規制がありま
す。例えば、店舗や営業所などに営業用の広告物を
設置するときには、表示面積が１方向につき10㎡
を超える場合に許可が必要です。

太鼓演奏

器楽音楽

合唱音楽

三曲

軽音楽

部　門 とき（来年） ところ

サンヒルズ安濃ハーモニーホール

白山総合文化センターしらさぎホール

津リージョンプラザお城ホール

１月22日㈰
13時～
２月26日㈰
12時30分～
３月５日㈰
10時～
３月12日㈰
13時～
３月18日㈯
18時～

講座名 とき（９月） ところ 講　師

詩講座 23日㈮
13時30分～15時30分

津リージョンプラザ
第２会議室 黛元男さん

エッセイ
講座

27日㈫
10時～12時

中央公民館
研修室Ａ 藤田明さん

川柳講座 27日㈫
13時30分～15時30分

中央公民館
研修室Ａ 阪本きりりさん

俳句講座 29日㈭
10時～12時

中央公民館
研修室Ａ 山崎満世さん

短歌講座 29日㈭
13時30分～15時30分

中央公民館
研修室Ａ 中川左和子さん

とき・ところなど

広告塔

突出広告

屋上広告

アドバルーン
広告板

壁面広告

壁
面
広
告

壁
面
広
告

壁面広告

広告幕

電柱広告

屋外広告物の例
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能「葵上」

　池泉回遊式の庭園美を堪能しながらの茶会や雅
楽、箏の演奏を、夕刻からは荘厳な雰囲気の中で
繰り広げられる能・狂言の幽玄の世界をお楽しみ
ください。
内　容
●茶会(白山高校茶道部)
●箏演奏(セントヨゼフ女子学園高校・中学校箏部)
●雅楽「花将軍の愛した舞楽～蘭陵王」(みえ雅楽会)
●能「葵上(あおいのうえ)」喜多流 長田驍さんほか
●狂言「口真似」　和泉流 井上松次郎さんほか
●仕舞「龍田」「松虫」「蝉丸」「大江山」

10 1
北畠神社境内 ( 美杉町上多気 )
※雨天の場合、茶会･箏の演奏は北畠神社会館ホール、薪能・雅楽は美杉多気体育館で開催

茶会と箏の演奏 14:00~16:30、雅楽 16:40~17:20
薪能 17:30~20:00

石山観音魅惑の石仏めぐり

「平家ゆかりの里」成覚寺を訪ねて

名刹普門寺と殿町のまちなみ

椋本の大椋と伊勢別街道の旅籠角屋

紅葉映える河内渓谷と長徳寺

連子格子のまちなみ楠原宿

イルミネーションめぐり（芸濃・美里）

石山観音と歴史街道ウォーキング（約６㎞）

河内渓谷、錫杖湖畔紅葉ウォーキング（約6.9㎞）

伊勢別街道ウォーキング楠原宿～椋本宿（約7.3㎞）

９月29日㈭

10月６日㈭

10月13日㈭

11月10日㈭

11月24日㈭

12月１日㈭

12月22日㈭

10月20日㈭

11月17日㈭

12月８日㈭

と　き 締め切り（必着）コース名コース番号

９月15日㈭

９月22日（木・祝）

９月29日㈭

10月27日㈭

11月10日㈭

11月17日㈭

12月８日㈭

10月６日㈭

11月３日（木・祝）

11月24日㈭

Ⓐ－㋺

Ⓐ－㋩★

Ⓐ－㋥

Ⓐ－㋭★

Ⓐ－㋬

Ⓐ－㋣

Ⓐ－㋠

Ⓑ－①

Ⓑ－②

Ⓑ－③
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幽玄の世界に触れてみませんか

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

芸濃名所めぐり+伊勢の津七福神2016秋冬
15

TSU NEWS
津駅発着のバスツアー

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266－2510　　266－2522

　芸濃ふるさとガイド会の案内で芸濃の名所と伊
勢の津七福神をまわる津駅発着のバスツアーで
す。気軽にお得に芸濃地域を巡ってみませんか。
集合時間　８時50分(Ⓐ－㋠コースのみ14時50分)
集合場所　津駅東口ソシアビル前(栄町三丁目)　
※集合場所までは公共交通機関をご利用ください。

定　員　各コース抽選20人
費　用　各コース1,000円、★印のコースはスペ

シャルランチコースで1,500円(保険代･食事代･
土産代)
申し込み　往復はがきで希望コース番号、参加者
全員(３人まで)の氏名・年齢、代表者の住所・
電話番号を芸濃総合支所地域
　振興課(〒514-2292 芸濃町椋
　本6141-1)へ　※はがき１枚
　につき１コースのみ

荒天中止



○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
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昨年の様子

環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー（津地域）

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

認知症サポーター養成講座

介護保険課
　229－3149　　229－3334

地域密着型サービス事業者

環境保全課
　229－3259　　229－3354

野外焼却の禁止

白山市民会館
　262－7026　　262－5638

市民人権講座

財産管理課
　229－3126　　229－3444

インターネットを利用した
市有地の売却

市民交流課
　229－3142　　227－8070

久居駅前公共自転車駐車場
の指定管理者

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235

剪定してください
道路などにはみ出した庭木

せん　てい

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586

お知らせ 募　　集

イベント

７日㈮
19時30分～

とき（10月） 内容・講師

14日㈮
19時30分～

部落問題に関する津市内の保護
者の意識と「津友」の活動
原田朋記さん
（ヒューリアみえ研究員）

今、私たちにできること～性的
マイノリティの人権から考える～
三輪真裕美さん
（ヒューリアみえ研究員）

　私たちのまちをきれいにする
ため、ぜひご参加ください。
と　き　９月25日(日)７時～９
時(小雨決行)　※荒天時は10
月２日(日)に延期

ところ　津地域の道路や公園など

　庭木の枝葉などが道路にはみ
出していると、歩行者や車両の
通行の妨げになるだけでなく、
道路標識やカーブミラーが見え
にくくなったり、街路灯の照明
が遮られたりして交通事故を起
こす原因になります。道路など
にはみ出した木の枝などは、各
家庭で剪定してください。

　ごみの焼却は、原則禁止されて
います。ごみを焼却すると、悪臭
や煙が発生し、近隣の迷惑になる
だけでなく、ダイオキシン類が発
生するなどの問題があります。家
庭で出たごみは焼却せずに、決め
られた収集日に出しましょう。
　禁止の例外として、風俗慣習
上や宗教上の行事を行うために
必要な焼却や、農林漁業を営む
ためにやむを得ない焼却などが
ありますが、近所迷惑にならな
いよう、風向きや付近の状況に
十分配慮しましょう。

　利用していない市有地などの
公有財産を、インターネットを
利用して売却します。
　９月６日(火)13時～23日(金)
14時に、ヤフー官公庁オークショ
ン公有財産売却ページで市有地
売却に関する入札参加申し込みを
受け付けます。入札方法など、詳
しくは当サイトをご覧ください。

とき・内容など

ところ　白山市民会館
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　各200人程度　※１講
座のみの受講も可能

指定期間　平成29年４月１日～
平成32年３月31日(３年間)
要項配布期間　９月12日(月)～
16日(金)
要項配布場所　市民交流課
申し込み　直接窓口または郵送
で市民交流課(〒514-8611 住
所不要)へ
申込期間　10月３日(月)～14日
(金)17時

と　き　10月１日(土)９時30分
～11時30分 
ところ　津リージョンプラザ２
階健康教室
内　容　認知症を正しく理解し、
認知症の人やその家族の見守
り支援、徘徊高齢者の発見・保
護に協力いただけるサポー
ターを養成
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　30人
申し込み　高齢福祉課へ
締め切り　９月30日(金) 

　地域密着型サービス施設など
の整備を進めるため、地域密着
型サービス事業者を公募します。
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。
公募対象サービス
●定期巡回・随時対応型訪問介
護看護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護

休日納付相談・
納付窓口
９月25日■
9:00～16:00

日

●市税…収税課(市本庁舎２階、
Ｔ229－3136)、特別滞納整理推
進室(市本庁舎２階、Ｔ229－
3216)
●国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料…保険医療助成課
(市本庁舎１階、Ｔ229－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
本庁舎１階、Ｔ229－3149)
●利用者負担額(保育料)…子育
て推進課(市本庁舎１階、Ｔ229－
3167)



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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障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

要約筆記体験教室

敬和公民館
　・　225－2325

地域力創造セミナー
「算数・数学学習教室」

片田公民館
　・　237－1513

公民館後期教養セミナー
「陶芸」

　難聴・中途失聴者のために文
字で通訳を行う要約筆記を体験
しませんか。難聴者のコミュニ
ケーションについての講義もあ
ります。
と　き　①10月29日(土)13時～16
時②11月６日(日)13時～16時

ところ　①市芸濃庁舎②久居総
合福祉会館

対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上の人

定　員　抽選各15人
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　①10月12日(水)②10
月19日(水)　※必着

　普段の生活の中で使う湯飲み
や皿、花入れなどをタタラ作り
や紐作りで制作してみませんか。
と　き　10月～来年３月の第１・
３木曜日いずれも13時30分～
15時30分(全12回)
ところ　片田公民館
講　師　前田憲生さん
定　員　抽選20人
費　用　3,600円(１回当たり500
円以上の教材費が別途必要)
持ち物　日本手拭い、麺棒
申し込み　直接窓口または往復
はがきで講座名、住所、氏名
(ふりがな)、電話番号を片田
公民館(〒514-0082 片田井戸
町17-2)へ　※直接窓口で申
し込む場合は、はがきを持参
締め切り　９月16日(金)必着

　小・中学校で学習する算数や
数学を受講者それぞれが学びた
い内容で学習します。子どもか
ら聞かれて答え方に困った内容
などを考えます。
と　き　10月18日(火)13時30
分～15時30分
ところ　敬和公民館
対　象　小・中学生の保護者
定　員　抽選10人
持ち物　算数・数学の問題やノー
トなど
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　９月16日(金)必着

RESTAURANT 津ぶっこで　　おいしいレシピ

作り方
①鶏モモ肉を一口大に切り、温めたフライ
パンに入れ強火で皮目をきつね色になるま
で焼く。余分な油はキッチンペーパーで
しっかりふき取り、裏も同様に焼く。
②キャベツは一口大、シイタケは薄切り、
ニンジンは短冊に切り、①のフライパンの
中に敷き詰める。だし汁、みりん、酒、伊
勢茶を入れ、５分中火で煮る。
③みそ、しょうゆを入れ、さらに７分煮
る。サヤインゲンを入れ、ふたをして弱火
で２分ほど煮る。
④だし汁、しょうゆ、砂糖を小鍋に入れ、
ひと煮立ちしたら、水溶き片栗粉でとろみ
をつけあんを作る。
⑤③にあんをかけ、盛り付ける。

材料（１人分 280kcal）
　鶏モモ肉…60g　
　キャベツ…20g
　シイタケ…７g
　ニンジン…14g
　サヤインゲン…５g
　だし汁…100cc
　みりん…大さじ1/2
　酒…大さじ1/2
　伊勢茶…大さじ1
　みそ…小さじ1
　しょうゆ…小さじ1
　塩、こしょう…少々
＜あん＞
　だし汁…50cc
　しょうゆ…小さじ1
　砂糖…小さじ1
　片栗粉…小さじ1/2
　水…少々

久居農林
高校

生活デザイン科
の生徒が考案
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みんなで気持ちのいい海に
６月18日　香良洲海岸

大迫力！ざるの奪い合い！
７月15日　八雲神社(河芸町一色)

たくさん捕まえたよ！
７月23日　美杉町八知

　森林セラピー基地火の谷温泉コースでウ
オーキングイベント。魚のつかみ捕りや流
しそうめんのお楽しみもあって、参加した
みんなは夏の一日を満喫したよ。

　市指定無形民俗文化財の「ざるやぶり神事」が、豊漁
と安全を願って今年も盛大に行われました。ふんどし
姿の男性たちがもみ合いながら「ざる」を奪い破り、会
場は熱気に包まれました。

火点の的へいち早く！
７月16日　三重県消防学校（鈴鹿市）

　三重県消防操法大会が開催され、津市消防団を代
表して芸濃方面団と一志方面団が出場しました。団
員の皆さんは、きびきびと小型ポンプを操作するな
ど、訓練の成果を精一杯発揮していました。

　香良洲小学校の４～６年生と香海中学校の全校
生徒が合同で、恒例の香良洲海岸清掃を行いま
した。海岸に流れ着いたごみなど約300㎏を回収
し、今年もきれいな海になりました。

みすぎん
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上手にできたかな
６月29日　みさと幼稚園

　みさと幼稚園の園児が、ちょうちん
の絵付け体験をしました。手のひらに
絵の具を塗って手形アートをしてみた
り、指先を使って模様を描いたりと、
子どもたちは満足そうな様子でした。

レッツダンス！
７月２日　久居総合福祉会館

　「七夕☆星祭り」が開催され、作品展示や押し花、折り
紙、アートフラワー、生け花の創作体験、抽選会などが行
われました。邦楽などのステージ発表の後には、新久居
音頭を参加者全員で踊り、たくさんの人が楽しみました。

願いを込めて
７月３日　白山体育館

　夜店やゲームコーナー、年長の子どもたち
による竹太鼓の後は、家族みんなで「きょう
りゅう音頭」などを踊って、盛り上がった夏ま
つり。最後はお父さんたちが花火を上げてく
れて、夏の夜をみんなで楽しく過ごしたよ。

楽しかったね、夏まつり
７月１日　安濃保育園

　今年で最後となる「はくさん七夕まつり」が開催され
ました。願い事が書かれたペットボトルをたくさん入れ
た願い箱のライトアップやステージイベントなど、来場
者は楽しいひと時を過ごしました。

アンちゃんとノンちゃん



　市内に在住・在勤・在学の人
　津市民体育大会・津市民スポー
ツ教室…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　ふれあい
スポーツ教室…同協会ホーム

ページから　※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)

記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着
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お知らせ

募　　集

イベント

■津市民体育大会

■ふれあいスポーツ教室

■津市民スポーツ教室

お伊勢さん菓子博2017
第１期前売入場券販売終了
と入場券特典
　来年４月21日(金)～５月14日
(日)に、伊勢市の県営サンア
リーナなどで開催する「お伊勢
さん菓子博2017」は、全国各地
で４年に一度開催する日本最大
級のお菓子の祭典で、県内では
初めて開催します。第１期前売
入場券の販売が、９月30日(金)
で終了しますので、最もお値打
ちなこの機会に、ぜひ、ご購入く
ださい。また、県内130以上の施
設や店舗で、購入した入場券を
提示すると特典が受けられます。
詳しくは公式ホームページまた
は、第27回全国菓子大博覧会・
三重実行委員会事務局へお問い

合わせください。
　同実行委員会事
務局(　0596－63－
5489)

知ってますか？建退共制度
　国の制度なので安全・確実、
掛け金は損金扱い等で、国が一
部補助します。退職金の計算は
企業間を通算して行われ、経営
事項審査でも加点があります。
詳しくは、建設業退職金共済事
業本部ホームページをご覧くだ
さい。
　同事業本部(　03－6731－2866)

福祉・介護の就職フェア
　９月25日(日)13時～15時30分
　ホテルグリーンパーク津６階
(羽所町)　　福祉・介護の職場
に就職希望、または関心のある
人　※託児あり、
９月20日(火)まで
に要予約
　三重県福祉人材
センター(　227－
5160)

美杉トラック市 １周年記念イベント
　９月11日(日)10時～16時　　
美杉木材市場(美杉町八知)　　
トラックの荷台を使用した地元

物産販売、1960年代のオート三
輪車などビンテージ商用車の展
示、バランスボール健康体操、
JR名松線の利用啓発など　　バ
ランスボール健康体操のみ１人
500円
　同イベント担当(　090－8458－
2971)

トークライブ・コンサート
　「世界中のこどもたちが」「と
もだちになるために」でおなじ
みのシンガーソングライター新
沢としひこさんと、教育テレビ
「すくすく子育て」の柴田愛子
さんが出演します。
　11月13日(日)①13時～15時
(12時30分開場)②17時～19時
(16時30分開場)　　白山総合文
化センターしらさぎホール　　
①新沢としひこ＆柴田愛子トー
クライブ「こどもってすばらしい」
②新沢としひこソロコンサート
「あしたがすき」　　　各604人
　各2,500円
　グループ「にじ」代表(　090－
1564－2096)へ

ボウリング

相撲
グラウンドゴルフ

体操

ハンドボール
卓球

10月２日㈰

10月23日㈰

10月16日㈰
10月18日㈫

10月23日㈰

10月23日㈰
11月３日（木・祝）

サッカー 10月15日㈯10：00～12：00

10月６日㈭15：30～16：30
10月６日㈭16：45～17：45
10月６日㈭18：00～19：00

津グランドボウル（垂水）

結城神社内相撲場（藤方）
河芸第１・第２グラウンド

久居高校体操場（戸木町）

河芸第２グラウンド
津市体育館

ところ

久居ボウリングセンター
（久居井戸山町）

市内の体操クラブに所
属している小・中学生

海浜公園内陸上競技場

久居体育館
久居体育館
久居体育館

ところ

ところ

対　象

対　象

対　象

定　員

定　員

申込期間

締め切り

定　員 申込開始日 費　用

と　き

と　き

と　き

種　目

種　目

種　目

小学生以上

小学生以上

小学生以上
18歳以上（高校生不可）

高校生以上
中学生

９月５日㈪～29日㈭

９月５日㈪～10月20日㈭

９月30日㈮まで
９月６日㈫～23日㈮

９月12日㈪～30日㈮

９月12日㈪～10月14日㈮
９月15日㈭～10月６日㈭

小学５年生

４歳～小学生未満
小学１～３年生
小学４～６年生

10月７日㈮

９月７日㈬
９：00～

先着50人

先着50人

30人
600人

20人

先着男女各15チーム
500人

100人

先着各30人 各500円
キッズ・ジュニア
コンディショニン
グ体験教室



　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　

広報 つ！　平成28年９月１日号 25

種　目 受講料（半期分）
柔道、剣道、弓道、
なぎなた １万2,000円

空手道、居合道、
太極拳 9,600円

弓道教室の様子

新入学留学生への生活支援物資
　大学の秋入学に伴い、新しい
留学生が来日します。不慣れな
日本での生活を支援するため、
石けん、洗剤、タオルなどの新
品の日用品を提供してください。
　９月１日(木)～23日(金)　　
市本庁舎１階市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流課
内、　229－3102)

高虎楽座出店者
　11月５日(土)10時～16時　　
フェニックス通り　※荒天時は会
場を変更　　衣料品、雑貨、手作
り品、骨董品など　　一般エリ
ア１小間2,500円(２小間まで)、
飲食物エリア１小間(台)8,000円
(テント持参の場合5,000円)
　９月26日(月)～28日(水)に直
接、高虎楽座運営協議会事務局
(商業振興労政課内)へ　※26日
10時に抽選で受け付け順を決
定、以降は先着順
　同事務局(　229－3169)

危険物取扱者試験予備講習会
　９月29日(木)９時～17時　　
県文化会館２階大会議室(県総合
文化センター内)　　乙種第４類
を受験する人　　　70人　　
7,000円 (テキスト代を含む)
　９月５日(月)～27日(火)に津
市防火協会または各消防署(所)
にある申込書に必要事項を記入
し、直接同協会窓口(消防本部庁
舎内、土・日曜日、祝・休日を
除く９時～16時)へ
　同協会(　256－4222)

危険物取扱者試験
　11月３日(木・祝)・12日(土)　※試
験種類、会場、申し込み方法は、願
書同封の試験案内で確認するか、
消防試験研究センターへお問い
合わせください。願書は津市防火
協会、各消防署(所)で配布します。
　同センター(　226－8930)

津市民登山大会
　10月16日(日)7時30分～17時
　メッセウイング・みえ西側駐
車場集合　　熊野古道二木島峠
道・逢神坂峠道コース　　　40
人　　3,000円(当日徴収)
　９月８日(木)～14日(水)に往復
はがきで住所、氏名、年齢、性
別、日中の連絡先、緊急連絡先を
津市スポーツ・レクリエーション
協会事務局(〒514-0056 北河路
町19-1メッセウイング・みえ ス
ポーツ振興課内)へ　※往復はが
き１通につき２人まで(当日消印
有効)
　内容に関すること…津峠の会
担当(　090－1291－7403)、申し
込みに関すること…同協会事務
局(スポーツ振興課内、　229－
3254)

初めての人のためのフットサル
入門講座
　10月17日・31日、11月14
日・28日、12月12日いずれも
月曜日19時～21時　※小学生は
20時30分まで　　成美小学校体
育館　　小学生以上　　　各20
人　　１回400円
　９月８日(木)から各日の１週間
前までに、所定の申込用紙に必要
事項を記入し、ファクスまたはＥ
メールで津市スポーツ・レクリエー
ション協会事務局(　229－3247、
　sporec_tsu@yahoo.co.jp)へ
　内容に関すること…同講座担当
(　090－7603－0241)、申し込み
に関すること…
同協会事務局(ス
ポーツ振興課内、
　229－3254)

三重武道館の武道教室
　10月～来年３月　　三重武道
館(栗真中山町)

　小学１年生以上(弓道のみ中学
１年生以上)　　受講料の他に、
任意で１年分の傷害保険料とし
て中学生以下800円、高校生以
上1,850円
　９月25日(日)までに同館(　
231－0969)へ

FAN・fun 第46回グラウンド・
ゴルフ大会
　11月１日(火)８時15分～12時
30分　　久居スポーツ公園内
ゲートボール場ほか　　６～８
人のグループに分かれ２ラウン
ド　　　192人　　500円　
　９月７日(水)～21日(水)に所定
の申込用紙に必要事項を記入し、
ファクスで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事務局(　253－4322)へ
　同大会担当(　090－4281－
3769)

国宝犬山城・犬山城下町めぐりと
犬山歴史散策ウォーク
　10月16日(日)7時30分～18時
　津駅東口(ローソン前)集合　
　　40人　　4,000円(当日徴収)
　９月12日(月)までにはがき、また
はファクスで住所、氏名、年齢、性
別、日中の連絡先、緊急連絡先を、
遊・YOUウォーク津歩こう会事務
局(〒514-0824 神戸160-90 時田
宛、　059－368－2707)へ　※は
がき１通につき２人まで(必着)
　同会事務局担当(　226－0236)
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募　　集

健　　康

太極拳初級講習会(半年コース)
　10月～来年３月の毎
週木曜日19時～21時
※毎週土曜日開催の１
年コースは来年３月に
募集　　津市体育館　　1万1,000
円(入会金1,000円を含む)
　９月30日(金)までに電話また
はファクス、Ｅメールで日中友好
協会三重県連合会(　246－8580、
　226－7086、　tsu-taikyoku@
mie-eiga.co.jp)へ

ドイツ語教室(全10回)
　10月７日～12月16日の毎週金
曜日18時45分～20時30分　　
アスト津５階研修室　　初級文
法・会話の学習　　　15人　　
１万2,000円(三重日独協会費含む)
　９月５日(月)から三重日独協
会事務局担当(　232－0594)へ

津市シルバー人材センター
入会説明会
　９月14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・簡易な仕事を探している人
　同センター(　224－4123)

久居ハロウィンパレード参加者
　10月23日(日)12時～16時　　
久居まつりで久居駅から二ノ町会
場までの約１㎞をハロウィンの仮
装をしてパレード　※小学３年
生以下は保護者同伴　　500人
　９月15日(木)～10月15日(土)に
久居まつりハロウィンパレード
専用ホームページから
　久居ライオ
ンズクラブ(　
256－6200)

音声訳入門講座
　10月５日～11月９日の毎週水

曜日13時30分～15時30分　　
津センターパレス３階津市社会
福祉協議会　　受講後「広報津」
などの録音製作ボランティアに
参加できる人　　　20人　　
864円(テキスト代)
　９月５日(月)～20日(火)に同
協議会(　246－1165)へ

世界アルツハイマーデー
記念講演会
　９月18日(日)13時～16時(受
け付けは12時30分から)　　ア
スト津４階アストホール　　杉
山孝博さん(医師)による講演「最
後までその人らしくいるため
に」、シンポジウムなど　　1,000
円　※「認知症の人と家族の会」
会員は無料　　270人
　電話またはファクスで認知症
の人と家族の会三重県支部(　・
　059－370－4620)へ

住民健康講座
　９月８日(木)14時～15時　　
サンデルタ香良洲　　刀根幸夫
さん(刀根クリニック院長)によ
る講演「自宅で最期を迎えるた
めに」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

第１回県民健康公開講座
　９月25日(日)13時30分～15時
30分　　三重県鍼灸会館２階
(栄町二丁目)　　岩﨑清隆さん
(鈴亀地区居宅介護支援事業所・
介護支援専門員連絡協議会会長)
による「地域包括ケアと鍼灸マッ
サージ師の関わり方」をテーマ
にした講演と実技　　県内に在
住の人
　三重県鍼灸
マッサージ師
会担当(　246
－7427)

　個性を生かしたい。経験を生かしたい。自分の店を持ちたい！
そんな人の夢の実現を後押しします。入門から完成度の高いビジ
ネスプラン作成までを学ぶチャンスです。奮ってご参加ください。
と　き　10月29日、11月５日・12日・19日・26日いずれも土
曜日10時～16時(全５回)

ところ　津商工会議所(丸之内)
内　容　創業の心構え・マーケティング・資金調達などの講義
と、ビジネスプラン作成・プレゼンテーション演習の実践

対　象　新たに創業を予定する人、創業後おおむね５年以内の人、
第２創業を考えている人

定　員　先着30人
費　用　5,000円(税込み)
申し込み　同会議所にある所定の申込用紙に必要事項を記入し、
ファクスまたはＥメールで同会議所(　228－7317、　tsucci@

　ztv.ne.jp)へ　※申込用紙は同会議所ホームページからもダウ
ンロードできます。

申込開始日　９月５日(月)
※当事業は創業サポーターソケッ津の創業支援の一環として行い
ます。

つ創業塾2016

問い合わせ　津商工会議所中小企業相談所
　　　　　　　228－9141　　228－7317

はじめの一歩を
応援します 受講生

募集

しん きゅう
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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

とき（毎月） ところ

久居総合福祉会館２階
談話室１

河芸ほほえみセンター
２階
福祉団体活動支援室

市本庁舎第１木曜日
13時～16時
第２月曜日
13時～16時

第３金曜日
13時～16時

※祝・休日、年末年始を除く

無料相談
全国一斉「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」
相談電話Ｔ0570-003-110
　９月５日(月)～９日(金)８時
30分～19時、９月10日(土)・
11日(日)10時～17時
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

10月１日～７日は公証週間
公証人による相談（要予約）
　遺言、相続、離婚、各種契約
などの相談に公証人が答えます。
　10月１日(土)10時～16時　　
津合同公証役場(丸之内養正町)
　　10人
　同公証役場(　228－9373)へ

司法書士による専門相談
(相続・贈与・土地問題など)
　毎月第２土曜日13時～16時
(10月８日、祝･休日、年末年始
を除く)　※12時から整理券(　
　10人)を配布　　津センター
パレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

行政書士定例相談(要予約)
　毎月第２木曜日10時～12時、
13時～16時(祝・休日、年末年
始を除く)　　三重県行政書士会
事務局(広明町)　　許認可など

の申請書類の作成、提出手続代
理、契約書等の権利義務、事実
証明の作成などに関すること
　同行政書士会(　226－3137)へ

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

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談　※電話
相談や法律相談(予約制)なども
あります。
　同センター(　221－7830)

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

消費生活相談
　毎週月～金曜日９時～12時、
13時～16時(祝･休日、年末年始
を除く)　　市本庁舎１階市民交

流課内　　消費生活相談員によ
る商品の購入やサービス利用な
どのトラブルに関する相談(電話
相談も可)
　津市消費生活センター(　229－
3313)

カウンセラーによる相談
(面談・電話相談)
専用電話　229－3120

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

交通事故被害者支援センター
相談員による交通事故相談
(要予約)

　　各３人
　相談日の前日までに地域連携
課(　229－3105)へ
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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

　津市消防団夏期訓練(ボート
　レース津駐車場)…７月24日
　団員の要望により、防
災、消防救急のデジタル無
線の取り扱い訓練を実施し
ました。消防救急無線のデ
ジタル化に対応し万全を期
す初の取り組みです。

　第65回津花火大会(阿漕
　浦海岸)…７月30日
　合併10周年を記念した
今大会は「初尽くし」の豪
華プログラム。初披露、初
挑戦、そして、初の大台1
万発の花火が15万5,000人
の観衆を魅了しました。

　古来、新しい政治が始まる時には必ず、国を治
めていくために人と土地とが調査されてきました。
　古くは大化の改新後に導入された班田収授の制
度までさかのぼりますが、全国規模で行われた初
めての調査は太閤検地です。戦国の世を勝ち抜い
た武将豊臣秀吉は、度量衡を統一して農地を測量
し土地の石高などを定めました。
　明治維新政府が実施した地租改正事業では土地
の所有が認められ地価が定まりました。測量によ
り作成された図面は、現在法務局に備え付けられ
ている公図のもとになっています。しかし、当時の
測量方法や技術の未熟さもあり非常に不正確で、
登記などの際に混乱を招く原因となっています。
　第二次大戦後、疲弊した日本を再建するには、
国土資源を最大限に活用することが不可欠でし
た。しかし、その前提となる土地の基礎的な情報
が未整備のままでは復興はおぼつきません。昭和
26年、国土調査法が制定され、「地籍調査」が行
われることになりました。調査主体は市町村で
す。土地登記簿上の一筆ごとの土地について、所
有者・地番・地目・境界を調査し、面積の測量を
行います。作成した「地籍簿」および「地籍図」
は法務局に送られ、精度の高い登記内容に更新さ
れます。
　それから60年以上たった現在、津市における地
籍調査の進捗率はわずか３％。三重県全体でも平均
９%と、全国の51%に対し非常に低くなっています。
　地籍調査が完了していない土地では、様々な不
都合が生じます。登記簿と実際の面積とが食い違
うことによる土地売買のトラブル、隣地との境界
争いなどといった身近な問題のみならず、開発事
業や公共事業にも時間と労力と費用がかかり、大
規模災害時には復興を妨げる要因ともなります。
有名な例の一つが六本木ヒルズです。地籍調査が
未実施であったため境界調査に４年もの歳月を費

やし事業が長期化しました。17年をかけたこの開
発は大資本でなければ手に負えないほど大きな障
害を抱えた事業だったといえましょう。
　一方で、東日本大震災の津波被害により市内全
域が壊滅的な被害を受けた宮城県名取市では移転
先、移転元ともに地籍調査が実施済みでした。ほぼ
全ての境界杭や鋲が喪失して土地の境界が不明と
なったものの、地籍調査の成果を活用することで
調査、測量等を省略し、大幅な経費縮減と速やかな
防災集団移転促進事業の着手が可能となりました。
　時代とともに地域の土地利用の姿が変わり、従
来土地の境界として相互に承認されてきた目印
(「物証」)がなくなったり、境界に関する記憶
(「人証」)が失われてしまったりする前に、正確
な土地情報を残しておくことが強く求められてい
る今、津市は、地籍調査のスピードアップを図る
方針を決定しました。予算と人員には限りがある
ため、特に人口が集中し、万一、南海トラフ地震
が発生した場合に甚大な被害が懸念される沿岸部
を重点整備区域に定めます。10年間で調査を完了
する高い目標を設定し、予算を従来の3倍に増や
すと同時に、国に対しても積極的な要望活動を始
めています。
　法務局は、人口集中区域のうち公図と現況が著
しく相違する地図混乱地域を対象として独自に調
査を進め、登記所の正式な地図を作製する事業を
行っています。地籍調査と基本的には同じ内容で
すので、津市の該当地域においてもご協力いただ
けるように要望しています。国土交通省には、基
準点の設置や地形測量など地籍調査の基礎となる
前段階の調査の実施をお願いしたところ、都市部
官民境界基本調査の対象として採択していただき
ました。この結果を頂戴し、官民境界を先行して
決めていく調査を進めることで地籍調査の加速化
を図ります。
　調査を進めるには膨大な人手が必要となりま
す。素図作成や現地立会などについては、技術面
から土地家屋調査士の皆さんにご協力をいただく
こととなりました。
　地籍は、地域に必要な社会基盤であり、未来に
残すべきインフラの一種です。後世に役立つ投資
と信じ、地道にしっかりと取り組んでまいります。

地籍調査を進めます
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地域包括ケアシステム

地域包括ケアシステム
安心して歳を重ねられる地域にするために 平成28年９月１日発行

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

　今から約10年後の平成37年には、いわゆる団
塊の世代の皆さんが75歳を迎え、医療と介護に
関する需要が急速に高まることが予測されていま
す。そのため、津市では、現在の医療や介護の仕
組みに加え、在宅医療の充実、医療・看護・介

護・福祉の連携、認知症への対策、各地域のコ
ミュニティの強化などを行い、それぞれの取り組
みを上手に活用していく仕
組み「地域包括ケアシステ
ム」の構築を進めています。

 「地域包括ケアシステム」は、これまでの介護
保険サービスを継続した上で、高齢者が要介護状
態になることの予防や要介護状態の軽減・悪化防
止のためのさまざまな施策を講じることにより、

できる限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができるよう、介護
だけでなく、医療や予防、生活支援、住まいが包
括的に確保されることを目指しています。

　住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくた
めには、適切な時期に必要な医療・看護・介護な
どが速やかに受けられる体制を整備しておく必要
があります。
　津市では、訪問診療・訪問看護・介護サービス

などの地域の医療・看護・介護に携わる関係者の
顔が見える関係づくりをはじめ、医療施設・介護
施設の情報の把握、提供を通じて必要な時期に必
要なサービスが受けられる仕組みづくりに取り組
んでいます。

地域包括ケアシステムが目指すもの

　津市では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、在宅医療・介護連携、認知症対策、地
域ケア会議、生活支援・介護予防の４つの柱を軸に取り組んでいます。

４つの柱を軸に取り組み

在宅医療・介護連携１

在 宅

訪問看護

高齢者
と

家族

介護サービス
事業所等

訪問看護

医療機関
が連携する体制

在宅医療・介護連携のイメージ

訪問診療する
医師

高度な医療が
できる医療機関

入院や検査が
できる医療機関

訪問医療が中心となる
これからの在宅医療

病診連携

適切な時期に
必要な医療・介護などが

受けられる体制
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地域包括ケアシステム

ふれあい・いきいきサロンの様子

地域ケア会議の様子

　市内の65歳以上の高齢者78,511人(平成28年４
月１日現在)の９人に１人に当たる約9,000人が認
知症とされており、住み慣れた地域で暮らしてい
く高齢者の皆さんやその家族の心配の一つになっ

ています。
　津市では、認知症の早期発見、早期対応により
認知症の人またはその家族が地域で安心して生活
できる仕組みづくりに取り組んでいます。

認知症対策2

　地域ケア会議は、市内の各地区にある10の地
域包括支援センターによって行われる会議のこと
で、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・民生委
員・自治会・地区社会福祉協議会・消防・警察・
ケアマネジャー・介護サービス事業者などが参加
して、個別事案や自立支援に向けての検討、ケア
マネジメントへの支援、地域課題の把握などにつ
いて協議をし、多職種によるネットワークを生か
して問題を解決する場です。
　津市では、地域包括支援センターを再編し、よ

り地域に関わりやすい体制を整えた上で、地域ケ
ア会議を実施する回数を増やし、地域の高齢者の
皆さんの支援の拡充を進めています。

地域ケア会議3

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいつまでも元気に過ごす
ためには、地域での人と人のつながりの強化や、地域力を高め
ていくための取り組みが必要です。
　津市では、地域の見守りや支え合い活動を充実させるため、
住民の皆さんが主体となって取り組みを行っている「ふれあ
い・いきいきサロン事業」への活動支援を行い、高齢者が安心
して生活できる地域になるよう支援しています。

生活支援・介護予防4

　認知症初期集中支援チームは、認知症に関するさまざまな相談
や介護ケアについて対応する総合窓口です。保健師、社会福祉士
などの専門職が必要に応じて認知症の人の自宅を訪問し、認知症
の専門医の助言を受けながら自立生活のサポートを行っています。
　認知症について心配なことがあれば、ぜひご相談ください。

認知症初期集中支援チーム
津、香良洲、河
芸、芸濃、美里、
安濃地域

認知症の人の家族など

①行方不明
　　発生

⑦発見連絡
⑨保護完了
連絡

③捜索依頼の
連絡

②行方
不明者届

⑨保護完了
連絡

事前登録

⑧保護

⑥発見
⑩津市から保護完了

(メール)

担当地域 ところ 問い合わせ

西丸之内23－1（市本庁舎
１階 高齢福祉課内）

Ｔ229－3294
Ｆ229－3334

久居、一志、
白山、美杉地
域

久居新町3006　ポルタひ
さい３階（津久居地域包
括支援センター内）

Ｔ254－4165
Ｆ254－4168

　徘徊のおそれのある高齢者本人
または家族にあらかじめ登録して
いただきます。行方不明のときに
は、携帯電話やスマートフォンの
メール機能を使って情報を発信
し、地域の皆さんの協力で早期発
見、早期保護しようとする仕組み
です。メールの送信先は、あらか
じめ登録している民生委員や認知
症サポーター、福祉施設職員など
のボランティアの皆さんです。

徘徊ＳＯＳネットワーク津

④行方不明
発生連絡

⑤津市から情報配信
(メール)
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交付年月日　 平成　　　年　　  月　　  日28
有効期限　　平成　　　年　　  月　　  日

記号番号

被保険者氏名
生年月日
資格取得年月日
世帯主氏名　　　  津市　太郎
世帯主住所　　　  三重県津市西丸之内23̶1

29 309国民健康保険
被 保 険 者 証

保険者番号
保険者名　　　　  三重県津市

1234567

津市　太郎
ツ シ    タロウ

240010

10 1

平成　　　年　　  月　　  日28
昭和　　　年　　  月　　  日　　性別　男17 110

7 21

ジェネリック医薬品を使っていますか？ジェネリック医薬品を使っていますか？

10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります

こんなときは手続きが必要ですこんなときは手続きが必要です

　現在使っている国民健康保険被保険者証(以
下、保険証という)の有効期限は、９月30日で
す。10月１日からは新しい保険証を窓口で提示
してください。
　新しい保険証は、９月中旬に国民健康保険被保
険者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で郵送しま
す。１通の封筒につき３枚までの保険証が入って
います。被保険者が４人以上の場合は、複数の封
筒で送付しますので、ご注意ください。
　旧保険証は、10月１日以降に各自で処分して
ください。処分する場合は、有効期限を確認の
上、住所・氏名などが分からないように裁断する
など、十分注意してください。
　なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有

効期限が９月30日ではない場合があります。そ
の場合は有効期限までに新しい医療制度適用後の
被保険者証が届きます。

◆他の健康保険(社会保険など)に加入したとき
　社会保険の加入手続きは勤務先を通して行いま
すが、国民健康保険の資格喪失届出に関しては、
ご自身で行う必要があります。(平成28年10月１
日から社会保険の加入対象が広がります。詳細は
勤務先にお尋ねください。)
手続きに必要なもの 
●新しい健康保険証
●津市国民健康保険の保険証
●印鑑
●個人番号カード、または通知カードと身分証明書
◆保険証を破損や紛失したとき
　破損や紛失をして保険証が使えなくなったとき
は、すぐに保険医療助成課または各総合支所市民
福祉課(市民課)、各出張所に届け出て、再交付を
受けてください。

再交付に必要なもの　
●印鑑
●個人番号カード、または通知カードと身分証明書
◆交通事故などで国民健康保険を使いたいとき
　交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の
人)の行為によるけがの治療に国民健康保険を使
う場合は、保険者(市)への届け出が義務付けられ
ています。本来は、加害者が医療費の全額を負担
しますが、国民健康保険を使う場合は、国民健康
保険が加害者に代わって一時的に医療費を立て替
えて支払い、後で加害者へ請求することになりま
すので、必ず事前に連絡し、必要書類を提出して
ください。自損事故の場合でも、国民健康保険を
使うためには届け出が必要です。ただし、飲酒運
転や無免許運転など悪質な法令違反の場合は、給
付対象にはなりません。

新しい保険証

平成28年９月１日発行
平成28年 第４号
保険医療助成課

　229－3160　　229－5001
国保だより国保だより

　ジェネリック医薬品とは、最初に開発された
薬(新薬)の特許が切れた後に作ら
れた薬のことです。開発のための
コストが低く抑えられるため、新
薬に比べて安いことが多く、経済

的負担が軽減されます。
　また、効き目や安全性などは新薬と同等であ
ることが厚生労働省に認められていて安心です。
　まずは、医師や薬剤師にご相談の上、ぜひジ
ェネリック医薬品を活用してください。

印

みほん



折り込み紙

国保だより

あなたの腎臓を守りましようあなたの腎臓を守りましよう

腎臓は「肝腎かなめ」の臓器です！腎臓は「肝腎かなめ」の臓器です！

CKD（慢性腎臓病）とはCKD（慢性腎臓病）とは

　腎臓は、そら豆のような形をした
握り拳くらいの大きさで、腰の辺り
に左右２個あります。1個が150ｇほ
どの小さな臓器ですが、心臓から送
り出される血液の20％以上が流れて
います。浸透圧・血圧の調整を行っ
たり、酸性・アルカリ性のバランス
を保ったりするなど多くの働きがあ
ります。

～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～～ＣＫＤ（慢性腎臓病）を知っていますか？～

　生活習慣病の陰でひそかに進行しているかも
しれないＣＫＤの発症予防のために定期的な健
康診査を受けましょう。
　特定健康診査では、腎機能の働きがわかる尿
検査や、クレアチニン、尿素窒素の検査のほ
か、血圧測定、脂質検査、血糖検査などを受け
ることができます。特定健康診査を受けるには、

受診券が必要です。受診券は、40～74歳の被保
険者の人に送付します。自分の健康管理のため
にも特定健康診査を毎年受けましょう。特定健
康診査の詳しい内容については、受診券に同封
の案内をご覧ください。
　なお、受診啓発のため、特定健康診査を受診
していない人には９月ごろに通知を送付します。

注意してください！
●食塩の過剰摂取
●過度の飲酒
●喫煙
●鎮痛薬の常用

毎日200ℓ
もの血液を
ろ過

血
液

腎臓

ぼうこうぼうこう

次のいずれかまたは両方が
３カ月以上続く状態

腎臓にやさしい生活習慣を！！

血清クレアチニン値をもとに
推算した、腎臓の働き(ＧＦＲ)
が健康な人の60％以下に低下
する(ｅＧＦＲ：推算糸球体
ろ過量が60ml／分／
1.73㎡未満)

タンパク尿な
どの尿異常、画
像診断や血液
検査、病理所
見で腎障害
が明らか

腎機能の低下

腎不全

特定健康診査を受けましょう

（日本の成人の８人
に１人が罹患と推計）

【原因としては】
　  　　肥満→
　高血圧症→
　糖尿病→
　　脂質代謝
　　　異常症→

ＣＫＤ

初期は自覚
症状なし

心筋梗塞
脳卒中
の原因にも

放っておくと
りかん

高齢者 高血圧や糖尿病、肥満などの
生活習慣病やメタボリック
シンドロームがある

過去に心臓病や腎臓病
になったことがある

家族に腎臓病の人がいる タバコを吸っている検診などでたんぱく尿が
見つかったことがある

こんな人は要注意です！

日本腎臓病学会「CKD診療ガイド」2007より日本腎臓病学会「CKD診療ガイド」2007より

腎障害

骨を健康
に保つ

血液を
作るホルモン
を分泌

余分な
水分や老廃物
を尿として
排泄
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アルコールと健康の豆知識

　お酒は、私たちの生活に豊かさと潤いを与えま
すが、不適切な飲酒は、アルコール健康障がいの
原因となります。これは、本人の健康の問題だけ
でなく、飲酒運転、暴力、虐待、自殺などのさま
ざまな問題にも密接に関連します。

　国は、平成26年６月に「アルコール健康障害対
策法」を施行、今年５月に「アルコール健康障害
対策推進基本計画」を策定し、アルコール健康障
がい対策を総合的･計画的に推進しています。

　適量には個人差がありますが、厚生労働省が推し進める国民健康づくり運動「健康日本
21」によると、節度ある適度な飲酒として、１日の飲酒量は純アルコールにして約20g程度と
されています。

●適量はいずれか１種類
●女性・高齢者は半分量
　が目安

平成28年９月１日発行
健康づくり課

　229-3310　　229-3287

ゆったりした
気分で楽し
く飲めば、心
も体もリラッ
クスしてスト
レス解消に

アルコールの
分解速度には
個人差があり
ます

主食・主菜・
副菜をバラン
スよく食べま
しょう

アルコール度数
の高いお酒は、
薄めて飲むと、
体への負担を軽
減できます

肝臓への負
担を軽減す
るために、
休肝日を!

１日の適正飲酒
量のアルコール
分解には６～９
時間かかります

肝臓は「沈黙の臓
器」といわれ、症
状が現れにくいの
で、定期的に検査
を受けましょう

１日の目安量１日の目安量

+

中瓶１本
(500ml)

ビール（５％）

１合
(180ml)

日本酒（15％）

1.5杯
(180ml)

ワイン（12％）

１缶
(350ml)

缶チューハイ（７％）

１日の適正飲酒量って？１日の適正飲酒量って？

お酒と仲良く、上手に付き合いましょう！　　　お酒と仲良く、上手に付き合いましょう！　　　

楽しみながら飲む 自分のペースでゆっくりと 食べながら飲む

強いお酒は水割りやお湯割りで 週に２日は飲まない日を 終わりの時間を決めておく

一度に多くの種類を飲まない 薬といっしょには飲まない 肝臓の検査を受ける
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アルコールと健康の豆知識

Q Q

A A

水曜日13：00～16：00（祝・休日、年末年始を除く）
　253-7826

　長期間にわたり飲酒を続けることで、アルコー
ルへの精神的・身体的依存が形成され、自分では
欲求をコントロールできなくなり、どうしても飲
まずにはいられなくなってしまった状態です。
　治療の基本は断酒(お酒をやめること)ですが、
アルコール依存症の力は薬物依存症に劣らないほ
ど強烈で、身体の健康を害する以外にも、社会
的・経済的にさまざまな問題を起こしてしまった
り、お酒をやめるのに大変な労力がかかったりし
ます。

具体的には…
　脳が萎縮する危険性がある
　肝機能が未熟なため、急性
　アルコール中毒になりやす
　い。また、アルコール依存
　症の治療も難しい

具体的には…
　成人男性と同じ量のお酒を飲んでも、血中
　アルコール濃度が高くなりやすく、酔いや
　すい
　胎児の胎児性アルコール症候群や、早産、
　流産、分娩異常を誘発する危険性がある

　アルコールの問題は早期発見・早期治療の方が禁断症状も軽く、治療効果も高くなります。
本人自身が相談することが難しい場合は、家族や周囲の人が専門機関に相談しましょう。

月～金曜日8：30～17：15（祝・休日、年末年始を除く）
　223-5057

月・水～金曜日8：30～17：15　※祝祭日・年末年始（12/29～
1/3）は休診　　252-0211

※胎児性アルコール症候群(ＦＡＳ)とは…
　成長および脳・神経の機能障がい、奇形など

月～金曜日8：30～17：15（祝・休日、年末年始を除く）
　229-3310
月～金曜日10:00～16:00（祝・休日、年末年始を除く）
　03-3249-2552
月～金曜日11:00～17:00（祝・休日、年末年始を除く）
　052-915-1602
月～土曜日10:00～17:00（祝・休日を除く）
　03-5483-3313

　234-4840

月～金曜日8：30～17：15
初診外来予約専用電話　　253-3120
（予約外来）火・木・金曜日13：30～15：00　※祝日は休診
診療は事前に予約が必要　　255-7432

うつ病

事故・事件

救急受診

職場の問題

DV・虐待

外傷・がん

家族の危機

飲酒運転

不適切な飲酒で起こりうる問題

相談機関

お酒は20歳から。その理由は…？

あなたの健康、未来を守るため！
(未成年の飲酒は法律で禁止されています)

あなたの健康、赤ちゃんを守るため！

妊娠中は禁酒！その理由は…？

機　関

９月10日～16日は自殺予防週間です

内容など 受付時間・電話番号など

お酒も度を超えると…アルコール依存症とはお酒も度を超えると…アルコール依存症とは

お酒のあれこれＱ＆Ａお酒のあれこれＱ＆Ａ

早めに専門機関へ相談を早めに専門機関へ相談を

相談

三重県こころの健康センター

津保健所

市健康づくり課

依存症専門電話相談

こころの病気や悩み相談

中部北陸セントラルオフィス

アラノンジャパンＧＳＯ

三重断酒新生会

県立こころの医療センター（城山一丁目）

おおごし心身クリニック（久居明神町）

榊原病院（榊原町）

※こころのケアガイドブック　平成27年10月版より抜粋

ひとりで悩みを抱え込まずに、相談しましょう。周りにいる人は、いつもと違う感じやSOSのサインを見逃さず、声を掛けましょう。

NPO法人アスク（アルコール
薬物問題全国市民協会）

健康に関すること、こころの健康
に関することなど
治療相談先・自助グループなどの
情報案内
ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）
〈対象：当事者〉
Ａｌ－Ａｎon アラノン家族グループ
〈対象：家族・友人〉
本部および断酒の家
〈対象：当事者・家族〉

自助
グループ

アルコール
依存症の
対応可能な
医療機関
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