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市長対談  川嶋 幸夫さん
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さ
ん 造る時代から 使う時代へ

　平成28年８月５日、市本庁舎に日本経営協会の専任コンサルタントで
あり津市公共施設等総合管理計画策定・推進会議アドバイザーの川嶋幸夫
さんをお迎えし、津市が取り組む公共施設等総合管理計画の策定に関して、
前葉泰幸市長がお話を伺いました。

市長　川嶋幸夫先生は公共施設マネジメント専門
のコンサルタントで、全国15の自治体のアド
バイザーを務め、全国各地を飛び回っておら
れ、津市の公共施設等総合管理計画の策定にも
助言をいただいています。総務省から各自治体
に「公共施設等総合管理計画を作りなさい」と
いう要請があったわけですが、その背景からお
話しいただけますか。

川嶋　今から40～50年前のことですが、高度成
長期に多くの自治体で人口が急増しました。人
口の急増によって増加した行政需要に応えるた
めに公共施設を造ったのですが、年月を経てそ
の老朽化が激しくなり、対応に追われているこ
とが背景の一つです。二つ目には、公共施設の
耐震化も避けて通れない問題ですし、障害者差
別解消法が施行されたことに伴うバリアフリー
対策などが大きな課題になっています。少子高
齢化が進み、人口が減り、高齢者が増えるなど
社会環境の変化も見逃せません。子育ての重要
度が増したことで行政需要も変化しています。
当時造った公共施設がそのまま使えるのかな
ど、変化する社会環境に対応しなければなりま
せん。三つ目には、各自治体は、リーマン

ショック以降財政が厳しくなり、公共施設の整
備・保全にお金を回す余裕がなくなり、そのま
ま積み残されるということが多分にあると思い
ます。もう一つは、市町村合併を行った関係
上、類似の施設が重なる形で、旧自治体ごとに
整備され、使い切れない施設を多く抱えていま
す。全体を見た時に最適な状況にしていくこと
が大きな課題になり、総務省は平成26年４
月、公共施設等総合管理計画の策定を各自治体
に要請しました。
市長　総務省からの要請は、平成26・27・28年
の３年間のうちでの計画作成であったので、あ
えて３年目を選びました。なぜなら、平成18
年の合併から10年間で公共施設を造り直すと
いうことが合併時の約束でした。例えば、学校
の耐震化・大規模改造、総合支所の改修や改
築、一部建て替え、大きなプロジェクトである
新斎場いつくしみの杜やリサイクルセンター、
新最終処分場、文化観光施設として美杉総合文
化センターや道の駅津かわげの整備などを進め
てきました。これらの整備を10年間でやり遂
げ、その翌年度に公共施設等総合管理計画を作
成しようということで、今年度になった経緯が
　

もり
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YUKIO KAWASHIMA

縦割りを廃して多目的に
施設を徹底的に使い切る

　あります。
川嶋　現在、津市が抱える公共施設約1,100件、
延床面積約110万㎡を、市長としては今後も整
備を続けていくのですか。

市長　難しいご質問ですが、合併10年間にやり
切れなかったことは何としても進めます。具体
的には、サオリーナや久居ホールは、実際に取
り掛かっているところです。総合支所も完成し
ました。また、援護課が入る旧社会福祉セン
ター、津北工事事務所が耐震診断の結果難しい
状況なので、こちらも進めていきます。それか
ら、消防署の建て替え、子どもたちのために
は、昭和40年代の校舎がたくさんありますの
で、大規模改造を進めていきます。また、待機
児童ゼロを続けるためにもこども園の整備も行
います。そして、平成30年にインターハイ、
平成33年に国体が行われるので、体育館に手
を加えるなど、まだまだしなくてはなりませ
ん。それから、公民館やコミュニティー施設が
古くなっているので、出張所も含め建て替えの
要望もたくさんあります。
こういった中で、公共施設
をどうしていくか、非常に
悩ましいところです。

川嶋　２市６町２村で合併し、面積が非常に大き
くなったという点や海・山・市街地・農村と
いった地域特性を考えたときに、古い施設もあ
る程度見直さなければならないと思います。約
1,100の施設、延床面積約110万㎡の実態を現
況把握しているのか教えてください。

市長　これは問題意識として私自身も持ってい
て、総務省からの要請がある前年の平成25年
に施設カルテを作りました。各施設のデータを
整理して、ホームページでも順次公開していま
す。この施設カルテは、川嶋先生もご覧いただ
いていますよね。

川嶋　この間、津市の担当者から分厚いファイル
が５冊送られてきました。大きな段ボール箱が
届き、足の踏み場もないような状況になりまし
た。それだけたくさんの施設がありますが、一
番大きな課題は40年～50年経った老朽化施設
をどうするかです。津市の場合、1976年ごろ
から40年ほど経過している施設がたくさんあ
るのがグラフを見ると分かります。築後40年
経過した施設は約２割ですが、問題は、その予
備軍である30年経過した施設が次に控えてい
ることです。さらにその20年先もこういった
施設があり、津市では、築40年～20年までの

間の施設をトータルで見ると相当老朽化してい
るのが見えてきます。約110万㎡の内の７割～
８割がこのあたりにある。早急に対応していか
なくてはなりません。
市長　公共施設は築後30年あたりで手を加えな
いと耐用年数まで維持できません。もう一つ
は、その時代に何が必要だったかと、今何が必
要かが変わってきています。時代が変わっても
必要とされる施設を提供したいのですが、今後

の見通しも含めてご助言い
ただけますか。
川嶋　今まで津市が整備して
きた公共施設は、対象者

別・目的別・国の補助金別と整理されてきた関
係上、全部縦割りです。ですから、相互の利用
ができず使い切れていない施設がたくさんある
と思います。例えば、保健センターという施設
は、健診を行うのは年間３分の１ぐらいで、他
の空いた時間をもっと多目的に使えるように工
夫することで、有効に利用できます。
市長　各所管の縦割りをどう廃していくか、例え
ば教育委員会が所管する学校を地域で活用する
コミュニティールームにするなど取り組んでい
ます。特に大規模改造のときが議論するチャン
スですよね。

第26回市長対談　日本経営協会 川嶋幸夫さん 

川嶋幸夫さん
自治体の公共施設マネジメン
ト、行財政改革が専門分野。
全国各地で自治体向けの研修
や講演会を行う。高松市、三
原市、松阪市をはじめ15を
超える自治体でアドバイザー
などを務める。

日本経営協会
専任コンサルタント
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施設を点で見るのではなく
地域を俯瞰して面で捉える

川嶋　どちらかというと、今まで行政は公共施設
を造ることを目的にやってきたイメージです
が、「公共施設とは何か」をもう一度考え直す
良い機会です。公共施設を有効に使ってまちづ
くりを進めるために、施設造りをするのではな
く、まちづくりをするため
の基盤だと考えることが重
要です。「新しく造る時
代」ではなく、「賢く使う
時代」かと思います。

市長　施設をどう使うかということですが、これ
からの時代は人口構造も変化してきます。津市
の今後の人口動向という点から、公共施設がど
うあるべきかが関係してきますし、財政にも影
響があります。

川嶋　現在人口は28万人です。これが15年、30
年経ちますと、22万人まで減少していきま
す。人口が減り、働き手が少なくなることで、
税収が大幅に減少します。もう一つは、普通交
付税が合併算定替えの特例の期限を迎えますの
で、収入がこれから大きく減少していくのは避
けて通れない課題になります。

市長　未来に向けて、健全財政を維持しながら必
要な行政サービスを提供していくのは、津市の
大きな責任です。子や孫の世代まで津市が住み
続けるのに快適な場所であるためには、行政が
しっかりと取り組まなくてはなりません。その
一つが公共施設ですが、これから公共施設の在
り方としてどういう方向性がありますか。

川嶋　大きく３つの視点があります。一つは、総
量・配置の見直し、二つ目は有効に使うこと、
三つ目は効率的に運営していくという３つの視
点から約1,100の公共施設をチェックして、本

当に今の状況でいいのか点検していかなくて
は、将来に大きな禍根を残すことになります。
市長　集約化・複合化・有効利用・共同利用と
いったことを津市でも取り組み始めています
が、今ある施設をどう工夫して使うかも大切で
すし、もう一つは、古い施設を造り変えるとき
に新しい時代にふさわしい施設にしなくてはな
りません。国がそういうことを地方債などで支
援しようという仕組みもできているようです。
地域の在り方と公共施設の関係も含めてお話し
いただけますか。
川嶋　これからの公共施設の見直しに当たって、
配置の適正化、総量の見直しをしていく手法と
して集約化の話や複合化の話が出てきます。そ
れ以外にも、一つの施設を周辺を含めて面的に
見ることが重要です。施設をピンポイントに見
るのではなくて、その周辺にある施設を俯瞰的
に見ていくと、たくさんの類似した機能を持っ
た施設が配置されていることがわかります。有
効に使えるはずのキャパが残っていても縦割り

にやってきた関係上、結果
的に使い切っていないこと
になります。そこを相互利
用することや、複合化の視

点から有効に使っていくことを考えなくてはい
けません。いろいろな自治体に助言しているの
は、公共施設を使い切ってもらいたいというこ
とです。「使い切る」とは二つあり、一つは耐
用年数まで時間軸でしっかり使っていくという
こと、もう一つはどうやって他の用途に使い
切っていくかという考え方で、一つ一つの施設
を点検していく必要があります。
市長　お話を伺っていますと、地域をどう経営し
ていくのかと公共施設に大きな関係があると思
いますが、その際に高齢化が進むので、コンパ
　

第26回市長対談 
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津市　市長対談│市長対談は津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

課題を自主的に解決する
新しい地域経営スタイル

　クトでも近くで利用しやすい、歩いて行ける施
設のニーズもあります。一方で、今までのよう
にある程度人が集まれる施設も必要です。その
あたりをどう整理していけばいいのでしょう
か。

川嶋　地域にはたくさんの施設があります。公民
館やコミュニティーセンターなどを使って市民
の皆さんはいろいろな活動をしています。こう
いった活動を行政の方も制度として支援してい
るわけです。ただ、津市は多くの自治体が合併
したので、全部一律に行うのは難しい。旧自治
体の歴史や文化があるので、そのたくさんあっ
ていいやり方をどう実現していくか、きめ細か
い行政を展開していくにはどうしたらよいかの
考え方として、こういう公共施設を有効活用し
て地域の課題を自分たちで解決できる仕組みを
作っていくことが必要だと思います。

市長　一定の場所が必要ですが、それが縦割りで使
われるのではなく、いろいろな形で使われ、そう
いうステージをどう作っていくかですね。例えば
出張所は出張所として造る
というよりも、いろんな機
能を組み合わせた場所とし
て使うということですね。
川嶋　地域には集会機能を持った施設としてコ
ミュニティーセンターや集会所などがありま
す。それから集会機能を持ち、他の用途で使っ
ている公民館や隣保館などの施設もあります。
また、文化施設もそうです。本来の目的に支障
のない範囲で集会目的としても使える庁舎や、
保健センターも検診をしていないときは十分に
集会所として使えます。津市の状況を見ると、
このような施設が全体で約400あります。これ
を全部地域の皆さんが使いこなせれば、新しい
施設を造らなくても十分に集会できる場所はあ
ります。こういった施設を使って、地域の皆さ
んが地域の課題を自分たちで解決していく新し
い地域経営スタイルをぜひ作ってください。ま
た、その時に公共施設の再編を手掛けるといい
と思います。ただ、気を付けてもらいたいの
は、公共施設を地域の皆さんに任せますよと提
案すると、押し付けられたというイメージにな
りかねません。そこで、新しい仕組みを作っ
て、行政から地域に移譲していく一方、施設の
費用についてはしっかりサポートする。自主的
な活動を支えるための人・もの・お金・情報を

提供していく仕組みもしっかり作って、ハー
ド・ソフトの両面から地域経営のスタイルを確
立できれば、全国にもまれに見る新しい地域づ
くりができます。
市長　公共施設の再編を公共施設にずっと着目し

て考えていましたが、川嶋
先生のお話を伺うと、地域
をどう経営していくか、に
つながることがよく分かり

ました。人口28万の市民のために、そしてそ
の子や孫のためにこの地域がどうあるべきかと
いうことも含め、きちっと見据えながら計画を
作っていかなくてはならない。私も非常に責任
重大ですね。
川嶋　市長が率先してやるというのも大事です
が、ぜひお願いしたいのは、市職員や市民の皆
さんも、新しい感覚で意識改革をしないと、大
きなシステム変更はできません。これからは
造った施設をどう使って、行政課題をクリアし
ていくのか、その手段としての公共施設なの
で、今ある公共施設を賢く使い、将来の市民の
皆さんに残していけるかが大きな課題になって
きます。津市で新しい仕組みを作り、大きなう
ねりを実現していただきたいと思います。
市長　市民の皆様からもこの公共施設等総合管理
計画策定に向けてご意見をお寄せいただきたい
と思います。市役所職員は計画作りにさらに力
を注いで全力で取り組みます。また、市議会の
皆さんにも公共施設等総合管理計画の案ができ
た段階でご覧いただいて、そういった意見も踏
まえて作り上げてまいります。

日本経営協会 川嶋幸夫さん ＆ 津市長 前葉泰幸
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公共施設の老朽化が一斉に到来する

Ｖｏｌ．１ 津市にこんなに公共施設があること、知っていますか？

　現在、全国的に公共施設の老朽化が進んでおり、これは津市も例外ではありません。安心・安
全に暮らすための生活の基盤であり、交流や活動の拠点でもある公共施設。この皆さんの大切な
財産を、未来に負担をかけずに残していくために、今年度、津市では「公共施設等総合管理計
画」を作成します。今回から４回の特集の中で公共施設の在り方を考えていきましょう。

　ここで言う公共施設とは、市が保有する建物系施
設とインフラ系施設のことで、津市には、旅客船ター
ミナルや三重短期大学などの広く利用される施設の
他、温泉施設やボートレース津などのレクリエーショ
ン施設をはじめ、さまざまな種類の施設があります。

津市には公共施設がたくさん！！
他の市と比較しても、津市の公共施設数は突出して
多く、人口・産業構造が類似している全国50都市の
うち、総延床面積はなんと１位です。
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総　量

施設類型 施設数 具体例
集会施設 214 市民センター、公民館など

教育児童施設 202 学校、幼稚園、保育園、
三重短期大学など

消防防災施設 162 消防署、車庫、倉庫など
公園（建物部分） 140 公園管理棟、トイレなど
スポーツ施設 92 体育館、テニスコートなど
庁舎等 61 本庁舎、支所庁舎、出張所など
公営住宅 48 市営住宅、美杉住宅など
文化施設 37 文化ホール、図書館など

観光施設 36 温泉施設、宿泊施設、
ボートレース津など

福祉施設 35 福祉会館など

施設類型 施設数 具体例

交通施設 35 旅客船ターミナル、市営駐車場・駐輪場など
産業施設 19 勤労会館、農産物加工場など
斎場・火葬場・墓園 19 斎場、火葬場、墓園
保健医療施設 14 保健センター、診療所など
処理場 13 焼却場、埋立処分場など
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系

建
物
系

イ
ン
フ
ラ
系

すごいね！近くの市や、

他の県庁所在地よりも

多いのね。津市は

恵まれてるのね。

いやいや、それが
大変なんだよ…。

津市の抱える問題について、
詳しく見ていこう。

よく見ると、似ている施設が

近い場所にあったりするんだ。

さらに県や民間の施設もあるよね。

計1,127
施設
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問い合わせ　財産管理課　　229-3126　　229-3444

60,000

40,000

20,000

0

延床面積（㎡）

建
築
年

　経済成長や人口増加といった時代背景のもと、
これまで津市には３度の施設整備のピークがあり
ました。その時に建てられた施設が今、一斉に老

津市の年度別公共施設(建物系)の整備状況

近い将来やってくる　津市の公共施設問題

11
問題

新 津市

第１のピーク第１のピーク 第２のピーク 第３のピーク

多くの施設が老朽化し、施設数はさらに増加しています

施設を利用する人が減少しています22
問題

朽化しています。そして、耐震化や老朽化対応を
進める一方で、地域の要望に応えるため、近年も
新しい施設を整備し続けています。

　時代の変化や人口減少などに伴い、多くの施設
が未利用・低利用となっています。例えば、市内
には約600席の文化ホールが３館ありますが、一
部を除き、利用率は約３割と低迷しています。

　また、児童数の減少に伴い、教育児童施設の閉
校・閉園・休園が発生しています。

整備・改修完了

文化ホールの利用状況(平成27年)

学校(耐震化)、総合支所(改修・建て替え)、新
斎場、新最終処分場、リサイクルセンター、美
杉総合文化センター、道の駅津かわげ

お城ホール(津リージョンプラザ)　　　　78％
しらさぎホール(白山総合文化センター)　31％
ハーモニーホール(サンヒルズ安濃)　　　31％

閉校、閉園、休園の状況(平成10～28年)
小学校　　　　　 ５校
保育園・幼稚園　　15園

学校(大規模改修、エアコン)、こども園、応急ク
リニック、産業・スポーツセンター、久居ホー
ル、体育館(改修)、津北工事事務所、消防署

美杉総合文化センター 道の駅津かわげ 産業・スポーツセンター 久居ホール新斎場 いつくしみの杜 応急クリニック

▲
昭和31(1956)年
築60年

▲
昭和41(1966)年
築50年

▲
昭和51(1976)年
築40年

▲
昭和61(1986)年
築30年

▲
平成８(1996)年
築20年

▲
平成18(2006)年
築10年

さ
ら
に
増
加

サンヒルズ安濃　ハーモニーホール

▲
平成28(2016)年
現在

▲
平成28(2016)年
現在

整備継続中
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22,349

113,724

83,448

253,518
219,521

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000
人

平成27年 平成42年 平成57年

　現在ある公共施設の全てを、築30年で大規模
改修し、築60年で建て替えるとした場合、更新
実績(直近５年平均)の約1.6倍もの財源が今後40
年間必要になります。

　なお、すでに30年を経過しているものの、ま
だ手がつけられていない施設も多く残っていま
す。さらに、この整備費用とは別にかかる維持費
用も莫大になります。

　少子高齢化に伴い、税収の減少と、
社会保障費用の増加が予想されること
から、施設の整備・改修に充てられる
財源は減少すると考えられます。

現状を維持するためには、莫大な財源が必要です33
問題

施設に充てられる財源は今後減少していきます44
問題

津市の年度別公共施設(建物系)の更新費用試算

津市の人口構成予測

整備費用

維持費用

整備費用

維持費用
改修、管理、
解体費など

建設費など

施設にかかる費用は
造るときだけじゃ
ないんだね。

施設の整備費用は氷山の
一角で、維持費用にはその
３～５倍もかかるんだよ。

このままだと
未来の津市民の
大きな負担に
なるんだね…

生産年齢人口が
大幅に減少

■大規模改修費(築30年経過）
■大規模改修費(築31～50年経過）

■建て替え費(築60年経過）
■更新＋新規整備費実績(平成22～26年に大規模改修・建て替え・新規整備を行った建物)

▲
平成22年

▲
平成26年

▲
平成31年

▲
平成36年

▲
平成41年

▲
平成46年

▲
平成51年

▲
平成56年

▲
平成61年

▲
平成66年

０

50

100

150

200
億円

26,547

143,655

83,316

35,118

165,882

79,415

280,415280,415

老年人口
（65歳以上）

年少人口
（０～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

平成22～26年にかかった費用
平均73億円/年

今後40年でかかる費用
平均118億円/年約1.6倍

ばく　だい
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問い合わせ　財産管理課　　229-3126　　229-3444

　各施設の現状を把握するため、施設の構造や面積、
部屋の種類、費用などをデータとして整理し、ホーム
ページで公表しています。

　津市で利用しなくなった施設や土地を、皆さんに
有効活用していただけるよう、売却しています。対
象物件があるときは、広報津や津市ホームぺージで
お知らせします。

　総務省から全国の自治体に対して、「全ての公共施設等を
対象に、地域の実情に応じて、総合的かつ計画的に管理す
る計画」の策定を要請されました。津市においても、公共施
設問題の解決のため、平成28年度中に策定・公表します。

津市の取り組み～「これまで」と「これから」～

公共施設等総合管理計画とは？

津市　公共施設カルテ 検索

施設カルテの公表これまでの
取り組み①

未利用物件の売却これまでの
取り組み②

公共施設等総合管理計画の策定これからの
取り組み

Check!

あの施設は
古いけど
まだまだ

使えそうだなぁ

あの施設と
この施設を
一緒にしたら
便利かな？

+ =公共施設等の
現況および
将来の見通し

公共施設等の
総合的かつ計画的な
管理に関する
基本的な方針

公共施設等の
現況および
将来の見通し

公共施設等の
総合的かつ計画的な
管理に関する
基本的な方針

あの施設で
やってることは
ここでも
できるかな？

未来に持続可能な真のまちづくり

公共施設の老朽化が一斉に到来する Vol.2は 

▲ ▲ ▲

「集会施設の現状」について
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学校大改造、進行中2
Ｐａｒｔ

教室の増築による学習環境の整備

　児童・生徒数の増加している学校や、一時的にプレハブ校舎を使用して
きた学校では、新たに校舎の増築を行い、必要な教室数を確保しています。
対象校　小学校３校…戸木、南が丘、西が丘
　　　美里中学校(義務教育学校「みさとの丘学園」開設に伴う整備)

事業費　約19.8億円(平成27・28年度)

老朽化した校舎の大規模改造

　老朽化した校舎の内外装を一新し、併せてエレベーターや多目的ト
イレの設置、段差解消などのバリアフリー対策も行っています。
対象校　小学校３校…新町、藤水、西が丘
　　　　中学校３校…一志、南郊、久居
事業費　約40億円(平成27～32年度)

　津市では、未来を担う子どもたちが安心して学べる環境の充実を目指して、平成23年度から
校舎の大規模改造や増築などを進めています。ここでは、平成27年度以降の実施状況や今後の
計画、そして新しい校舎で学ぶ子どもたちの笑顔をご紹介します。また、平成23～26年度に
行った学校大規模改造については、平成26年８月１日発行の広報津をご覧ください。

一志中学校一志中学校

戸木小学校 給食室戸木小学校 給食室

美里中学校美里中学校



問い合わせ　教育総務
課　　229-3242　　

229-3332

広報 つ！　平成28年10月１日号 11

　家庭では洋式便器の設置が普及するなど、和式便器が苦
手な子どもが増えてきていることから、学校トイレの洋式
化と、トイレの床のドライ化を進めています。
対象校　小学校14校　中学校７校
事業費　約4.1億円(平成27～29年度)

全小中学校の普通教室へのエアコン設置

トイレ快適化

給食室のドライ化

夏も涼しい教室で

集中力アップ！

　より良い学習環境を整備するため、また高室温・低室温による子どもたち
の体調に配慮して、平成28年度から５年間で、全ての小中学校の普通教室
(特別支援教室等を含む)に、エアコンを設置します。
事業費　約26億円(平成28～32年度)

どんな
学校に

なるの
かな？

楽しみ
だね！

　給食室内のはね水による二次汚染を防止し、より安全
安心な給食を提供するため、床に水が落ちない構造の施
設・設備、機械・器具を使用したドライシステムの給食
室へと改修を進めています。
対象校　小学校５校…戸木(平成27年度)、新町(平成28
　　　年度)、立成(平成29年度)、藤水(平成31年度)、
　　　西が丘(平成32年度)



広報 つ！　平成28年10月１日号12

増築＆改修で義務教育学校への準備万端！
美里中学校

　旧校舎の木造建築と調和するよう、ウッディでおしゃれな校舎を増築した美里中学校。
平成29年４月には、美里地域の３つの小学校と統合し、義務教育学校「津市立みさとの
丘学園」がここにスタートします。

給食が　　 安全安心に
戸木小学校

　食材の検収を行う
「検収室」、野菜類の
洗浄などを行う「下
処理室」、食材の裁断
や調理を行う「調理
室」、食器や調理器具
を洗う「洗浄室」な
どがそれぞれ独立し
ています。

センサー付きで
手洗いラクラク。
環境にも優しい♪

CHECK!

本が
いっ
ぱい
に

なる
のが
楽し
み！

勉強
スペ
ース
も

充実
した
図書
館

新入生
見学会

パソコンルーム 教室

調理室

吹き抜けの大階段

ランチルーム

ドライ化された給食室

涼しい教室は給食も進む♪
黒板に線が入ってるから板書がきれいに♪

廊下の電気が自動で消点灯。消し忘れの心配ナシ！

4 月から

私たちの学
校

もっと

給食室改修

増築

大規模改造

工事種別 学校名 平成27年度 平成28年度

新町小学校

藤水小学校

一志中学校

南郊中学校

戸木小学校

南が丘小学校

西が丘小学校

美里中学校

立成小学校

トイレ改修

エアコン設置

整備スケジュール

小学校２校
中学校１校

小学校７校
中学校３校

平成29年度予算
に計上予定

エアコン整備・トイレ
改修・給食室改修含む

エアコン整備含む

エアコン整備含む

エアコン整備・トイレ改修含む

西が丘小学校

久居中学校

プレハブ
解消
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さよならプレハブ校舎
南が丘小学校

　洋式トイレやエレベーターを備えた新校舎が完成！
児童の増加による教室数の不足を補うために、平成13
年から使用してきたプレハブ校舎を解消しました。

来年3月完成！バリアフリー校舎
一志中学校

　子どもたちの教育環境を改善するため、老朽化した校舎を大規模改
造。これまで１階からしか行き来できなかった各棟の２階を渡り廊下で
つなぎ、バリアフリーにも配慮した新校舎へと生まれ変わります。

BEFOREBEFORE

CHECK!

AFTERAFTER

おそうじ
大作戦

普通教室 美術室 図書室

黒板が上下に動くから、字が書きやすい！設計 工事

壁に磁石が
くっつくよ♪

交流もできる
新図書館

ずっとき
れいに

使いたい

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

工事中

小学校５校
中学校３校

中学校15校

エアコン整備・給食室改修含む

エアコン整備・給食室改修含む

エアコン整備含む

エアコン整備含む

エアコン整備・給食室改修含む

平成 29 年 3 月の完成に向けて、工事を着々と進めています！

小学校45校

【平成27年度】

【平成28年度】

【平成29年度】

豊が丘小、栗葉小、東橋内中

雲出小、南が丘小、養正小、桃園小、
成美小、明合小、大三小、豊里中、
南が丘中、久居中

誠之小、修成小、黒田小、立成小、
千里ヶ丘小、西郊中、白山中、橋南中

トイレ改修校
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5
　平成28年度の健康福祉部における事業にかかる予算は、会計全体の2,664億円に対して1,091億円、
約40％を占めています。このような中、健康福祉部では、地域福祉社会の形成および健康づくり・地域
医療の推進などのために、これまでさまざまな取り組みを行ってきました。
　主な取り組みとして、子ども・子育て支援では、年度途中に発生する保育所等の待機児童対策とし
て、私立保育所などへの補助を行い、平成18年度から平成28年度にかけて1,003人の定員を拡大しま
した。また、平成28年９月から中学生までの医療費を無料にしました。
　超高齢社会という課題に対しては、平成18年度から平成27年度にかけて、市内10カ所に地域包括支
援センターを整備し、高齢者の生活と福祉を総合的に支援してきました。また、合併後、介護施設サー
ビスを必要とする人が適切に利用できるよう特別養護老人ホームなど13施設の整備に補助を行い、新た
に669人分の定員を確保しました。
　障がい者への支援としては、合併後、障がいを持っている人が地域で暮らすための基盤確保を図るた
め、障がい者グループホームの施設整備に対して補助を行い、19施設が整備されました。
　これからも、市民や民間団体などと課題を共有して支え合い、誰もが安心して豊かな人生を過ごせる
地域づくりを進めていきます。

健康福祉部
編

▼津市救急・健康相談

ダイヤル24をスタート

▼津市夜間成人応急診療所を

開設

▼保育園の耐震化▼津市休日応急・夜間こども応急クリニック ▼津市夜間成人応急診療所

▼生活・介護支援サポータ—

養成講座をスタート

▼国民健康保険料のコンビニ

収納開始

▼小・中学生の入院医療費助

成の開始

▼特定健診・特定保健指導の開始

▼精神障害者保健福祉手帳1級通

院医療費助成の開始

▼小学校就学前まで通院医療費助

成対象を拡大

▼認知症サポーター養成講座を

スタート

▼津市地域包括支援センターを設置

(本庁・久居総合支所)

▼三重病院前に津市休日応急・夜間

こども応急クリニックを移転開設

▼不妊治療費助成制度の開始

▼小学校就学前まで入院医療費助

成対象を拡大

H18 H19 H20 H21 H22 H23

▼全保育園耐震補強の完了

▼津市要援護者対策地

域見守りネット活動

事業をスタート



問い合わせ　福祉政策課　　229－3150　　229－3334

広報津11月１日号では「商工観光部編」をお届けします 15

▼不育症治療費助成制度の開始

▼高齢者等の見守りに関する協定の締結

▼げいのう　わんぱーく

オープン

▼ポルタひさいに久居保健センター移転開設

▼小学生通院医療費助成の開始

▼津地域医療学講座を開設

▼まん中こども館 ▼つぅぽっぽ

▼げいのう わんぱーく▼はっぴぃのーと

▼児童発達支援センター「つぅぽっぽ」オープン

▼津市認知症初期集中支援チーム設置

▼美杉地域伊勢地地区への巡回診療の実施

H24 H25 H26 H27

11
22
33

▼久居保健センター

安心して子育ての
できる環境づくり

高齢者と家族の
心穏やかなくらしの確保

健康寿命を伸ばす
ための市民の

主体的な取組の推進

すべての年代に
おける健康増進の
機会の充実

適切な時期に
必要な医療・介護
などが受けられる
体制の構築

こども園の整備
による幼児教育・
保育の場の確保と
子育て支援の充実

安心して子育ての
できる環境づくり

高齢者と家族の
心穏やかな暮らしの確保

健康寿命を伸ばす
ための市民の

主体的な取り組みの推進

全ての年代に
おける健康増進の
機会の充実

適切な時期に
必要な医療・介護
などが受けられる
体制の構築

▼まん中こども館オープン

▼津市地域福祉政策会議設置

▼生活支援ファイル「はっぴぃのーと」配布

こども園の整備
による幼児教育・
保育の場の確保と
子育て支援の充実
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N

近鉄大阪線

東青山

至伊賀市

至津
市街

至休養地

165

755

767

664

西青山

青山高原
保健休養地

青山高原
保健休養地

　６人用、12人用、30人用タイプがあり、室内
は板間のワンフロアー。毛布、寝袋、バーベ
キュー器材のレンタル用品もそろっています。

青山高原保健休養地│

伊勢湾を望む景勝地

　キャンプサイトが点在し、グループ、団体で
の貸し切りも可能。全43区画のうち電源付きサ
イトも12区画あり利便性が抜群です。

　独立コートが２面あります。青山高原の澄み
切った空気の中で、スポーツをおもいっきり満
喫しませんか。

　16テーブルあり、100人が利用できるバーベ
キューハウス。家族や仲間と一緒に、高原のそ
よ風を感じながら楽しめます。

青山高原保健休養地管理センター
〒515-2614 津市白山町伊勢見4　
Ｔ269-3226　Ｆ269-3276

バンガロー バーベキューハウス

オートキャンプ場 テニスコート

問い合わせ
津市から伊賀市へ
向かって走り、トンネル
を２つくぐってすぐ
左折後100m先を
右折だよ♪

　青山高原保健休養地は、室生赤目国定公園の東部にある青山高原に造られた総合観光施設
です。標高600mの爽やかな高原で、四季折々の自然が楽しめます。施設内には、キャンプ
場、バーベキューハウスなどの各種レクリエーション施設もあり、アウトドアの拠点として
も利用できます。

これからはススキが見頃
です。ハイキングやドライブ、
ツーリングの際にぜひ
お立ち寄りください。
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問い合わせ　市民交流課
　　　　　　　229－3146　　227－8070

　10月18日にブラジル・オザスコ市との姉
妹都市提携40周年を迎えます。これを記
念し、津市では国際交流デーや記念回顧
展を開催。オザスコ市の魅力を紹介すると
ともに交流の歴史を振り返ります。

10:00~16:0010 16 日 お城西公園 (市本庁舎北側 )

　さまざまな国の人たちが集い、各国の文化を
紹介します。津市に住む外国人住民の皆さんと
交流しよう！

8:30~17:1510 11   ~18 火火 市本庁舎１階ロビー

　オザスコ市との姉妹都市提携
から現在までの交流の歴史を写
真や資料で紹介します。

ブラジル・オザスコ市との
姉妹都市提携40周年

ブラジル・オザスコ市との
姉妹都市提携40周年

各国の料理や民
芸品を販売する
国際屋台村

子どもも楽しめる
バブルサッカー、
スタンプラリー

外国人住民への
日本文化の紹介
など

各国のダンスや
音楽などのワー
ルドステージ

オザスコ市

2016津市国際交流デー2016津市国際交流デー

オザスコ市交流記念回顧展オザスコ市交流記念回顧展

1976年調印式 1988年津市青少年親善使節団 1992年第１回オザスコ杯争奪サッカー大会
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問い合わせ　三重短期大学　　232－2341　　232－9647

三重短期大学学生募集
出願をお待ちしています

　三重短期大学は県内唯一の公立短期大学で、法経科第１部、生活科学科、法経科第２部(夜間
部)の３学科で構成されています。来年３月に高校を卒業する人、働きながら学びたい人、退職
後にもう一度学びたい人など、皆さんからの出願をお待ちしています。

募集内容

　出願書類は、各出願期間中に郵送または三重短
期大学窓口で受け付けます(９時から17時まで。
土・日曜日、祝・休日を除く)。

三重短期大学│

推薦
学科・専攻・コース 募集人員 出願条件 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

50人程度

11月１日㈫
～８日㈫
必着

11月１日㈫
～８日㈫
必着

11月26日㈯

11月27日㈰

11月29日㈫

11月29日㈫

20人程度

45人程度

30人程度法経科第２部

津市特別推薦枠

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●募集人員のうち、次に掲げる人員で津市特別推薦枠を設けます。
　法経科第１部20人以内、生活科学科食物栄養学専攻10人以内、生活科学科生活科学専攻20人以内
●出願には、上記条件（ただし、評定平均値は3.3以上が望ましい）に加え、入学の日（平成29年４月１日）の１
　年前から引き続き津市内に住所を有する人、またはその人の配偶者もしくは１親等の親族であることが
　必要です。

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問わな
　い）を平成29年３月卒業見込みの人
●人物、学業ともに優れている人（学業に
　ついては評定平均値3.5以上が望ましい）
　で、学校長の推薦を得た人
●合格した場合、必ず入学できる人

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問わな
　い）を平成29年３月卒業見込みの人
●学校長の推薦を得た人

●書類審査（学
　習計画書を
　含む）
●面接

●書類審査
●小論文
●面接

※学科構成やカリキュラム、出願手続きなど、詳しくは「大学案内」をご覧ください。
　三重短期大学ホームページでもご覧いただけます。

法経科第１部
　「法律コース」と「経商
コース」の２コースがあ
り、法律・経済・経営など
社会科学を学ぶことができ
ます。

生活科学科
　「食物栄養学専攻」と「生活科
学専攻」に分かれ、食物栄養・
福祉・心理・住居・環境共生を
中心に、生活科学について総合
的に学ぶことができます。

法経科第２部
　法律・経済・経営など社会科学
を学ぶことができ、高校を卒業し
たばかりの人をはじめ、社会人や
退職した人、主婦など幅広い年齢
層の人が学んでいます。

返信用封筒に貼る切手の目安

大学案内 
一般入試要項と大学案内 
一般入試要項 
推薦入試要項と大学案内 
推薦入試要項 
センター試験利用入試要項と大学案内 
センター試験利用入試要項

資料名 切手の額面
205円
400円
250円
400円
250円
400円
250円
400円
250円
250円
205円

社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項
社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項

生活
科学科
法経科
第２部

　大学案内と募集要項(昨年分入学試験問題を含
む)は、無料で学生部などで配布しています。郵
送を希望する場合は、希望する資料名を明記し、
返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、郵便
番号、住所、氏名を表書きしたもの)を同封して
三重短期大学(〒514-0112 一身田中野157)へ送
付してください。

大学案内・募集要項の配布と出願方法
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一般学力試験

大学入試センター試験利用

学科・専攻・コース 募集人員 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

40人程度
来年
１月10日㈫
～18日㈬
必着

来年
１月10日㈫
～18日㈬
必着

来年
２月27日㈪
～３月３日㈮
必着

来年２月７日㈫

来年２月６日㈪ 来年２月10日㈮

来年２月10日㈮

来年３月14日㈫

来年
３月14日㈫

来年３月12日㈰

25人程度

30人程度

40人程度法経科第２部

食物栄養学専攻
生活科学専攻
●生活福祉・心理コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語総合（古文・漢文を除く）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●国語総合（古文・漢文を除く）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●小論文
●面接

学科・専攻・コース 募集人員 センター試験の指定科目など 入学試験要領 出願期間 合格発表日
法経科第１部
●法律コース
●経商コース

Ⅰ　

期

Ⅱ　

期

法経科第２部

10人程度

来年
２月10日㈮
～16日㈭
必着

来年
２月27日㈪

５人程度

15人程度

50人程度

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

●国語（近代以降の文章）、数学（簿記・会計、
　情報関係基礎を除く）または理科（地学基
　礎、地学を除く）から１科目、外国語（英
　語）の３教科３科目

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

来年
２月27日㈪
～３月３日㈮
必着

５人程度
生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から１科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

11月１日㈫
～８日㈫
必着

来年
２月27日㈪
～３月３日㈮
必着

11月
29日㈫

来年
３月
14日㈫

11月
26日㈯

来年
３月
12日㈰

●書類審査
●小論文
●面接

●書類審査
●面接

生活科学科
生活科学専攻
●生活福祉・
　心理コース
●居住環境
　コース

法経科第２部

学科・専攻・
コース

募集
人員

試験科目
など 出願期間 入学

試験日
合格
発表日

若干
人

30人
程度

大学入試センター試験を利用する場合の教科･科目について
●理科は①グループ(物理基礎、化学基礎、生
　物基礎、地学基礎)から２科目を選択するか、
　②グループ(物理、化学、生物、地学)から１
　科目を選択
●地理歴史、公民、理科②グループで２科目受
　験した場合は、第１解答科目の得点を採用(Ⅰ
　期・Ⅱ期とも)

●英語はリスニングを含む

※大学入試センター試験で受験すべき教科・科
　目の詳細については、三重短期大学ホームペー
　ジの「入試情報」にある「2017年度大学入
　試センター試験利用入試(試験科目・配点等)」
　を参照してください。

　入試や学科・コース、就職・進路などの個別
進学相談を行います。
　事前申し込みは不要ですので、ぜひお気軽に
ご参加ください。

10月15日■13時～16時
三重短期大学 大学ホール

土

社会人特別選抜

受験相談会を開催！！
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公民館名 内　容 ところと　き

９時～16時（23
日は15時まで） 作品展示、バザー

茶会

10月22日㈯ 11時～ 水餃子（スタンプラリー）
10時～15時 だがしや楽校
11時～ スイーツ（スタンプラリー）

10月23日㈰ ９時20分～
16時30分 学習発表会

津センターパレス
５階
津市センターパレ
スホール

９時30分～
12時30分ごろ 学習発表会 アスト津４階

アストホール

10時～15時 茶会（抹茶裏千家）
バザー

アスト津４階和室
アスト津５階

10時～11時 囲碁初級者講座 アスト津５階
研修室C

９時～16時（６
日は15時まで） 作品展示 アスト津５階

ギャラリー１、２

10月22日㈯ ９時～12時 発表会 修成小学校３階
多目的ホール

10月29日㈯ ９時～15時
作品展示、クッキー販売（10
時～）、茶会（10時～14時）、
伊勢うどん（11時～14時）

10月30日㈰ ９時～14時 作品展示、伊勢うどん（11
時～14時）

10月29日㈯ ８時45分～
12時30分 発表会 高田会館ホール

（一身田町）

10月22日㈯・
23日㈰

９時～16時（23
日は14時30分ま
で)

作品展示、バザー、喫茶・
軽食、健康相談、マジック
ショー、落語、茶会（22日煎
茶、23日抹茶）

一身田公民館、寺
内町の館（茶会）

10月23日㈰ 13時～16時 発表会 白塚市民センター

11月12日㈯ ９時～16時 作品展示、絵本読み聞かせ、
バザー、肉うどん

11月13日㈰ ９時～15時 作品展示、スイーツ&コー
ヒー、バザー

10月23日㈰ 13時～16時 発表会 美里文化センター

11月12日㈯ ９時～16時
作品展示、茶会（抹茶）、即
売会（男の料理、パン・お菓
子、ヘルシークッキング）

11月13日㈰ ９時～15時 作品展示、茶会（煎茶）、即
売会（男前料理）

10月16日㈰ 12時～15時30分 発表会 高茶屋市民セン
ター

11月12日㈯ ９時～16時
作品展示、茶会（抹茶）、不
用品バザー、即売会（手編と
手芸、革あそび）

11月13日㈰ ９時～15時 作品展示、手打ちうどん
販売、パン・クッキー販売

10月29日㈯ ９時～16時
作品展示、発表会（午前）、
かやくご飯の販売（12時ご
ろから売り切れまで）

10月30日㈰ ９時～14時30分

作品展示、発表会（午前）、日
用品バザー（９時～14時30
分、途中中断あり）、手づく
りパンの販売（11時50分ご
ろから売り切れまで）

10月29日㈯ ９時～ お菓子販売（女性料理）
（売り切れ次第終了）

12時～15時 発表会
10時～15時 うどん（初級男性料理）
９時～16時（30
日は15時まで） 作品展示、バザー

10時～15時 茶会（抹茶29日13時～15時、
煎茶30日10時～14時30分）

敬和
Ｔ225－2325

橋南
Ｔ226－3220

白塚
Ｔ232－3043

片田
Ｔ237－1513

一身田
Ｔ232－2108

豊里
Ｔ232－2250

南郊
Ｔ234－5703

橋北
Ｔ227－1738

中央
Ｔ228－2618

11月５日㈯

10月21日㈮～
23日(日)

10月23日㈰

津センターパレス
２階
中央公民館

橋南公民館

白塚公民館

南郊公民館

敬和公民館
10月30日㈰

10月29日㈯・
30日㈰

豊里公民館

11月５日㈯・
６日㈰

片田公民館

10時～15時 舞台発表
15時30分～ ビンゴ大会

11月５日㈯・
６日㈰

９時～17時（６
日は15時まで）

作品展示、講座体験、ポップ
コーン、喫茶コーナー、リ
メイク手づくりバザー、フ
リーマーケット

大井
Ｔ293－6673 11月20日㈰ ９時～15時30分

講座生等・住民の作品展示、
農産物品評即売会、飲食
コーナー、茶の湯でおもて
なし、講座体験、地域団体
コーナー、不用品バザー

大井公民館

波瀬
Ｔ294－7472

11月４日㈮・
５日㈯

９時～17時（５
日は15時まで）

講座生・住民の作品展示や
団体の啓発コーナー、バ
ザー、茶席、すいせんの会
コーナー、菊花の展示

波瀬公民館

11月12日㈯・
13日㈰ ９時～15時 作品展示（講座作品、小学

生・保育園児作品）

11月13日㈰ ９時～15時 講座体験、地域応援イベン
ト、試食コーナー、バザー

川合
Ｔ293－3711 川合公民館

一志高岡
Ｔ293－5611

11月５日㈯

一志高岡公民館

10時～15時（21
日は14時まで）

公民館名 内　容 ところと　き 公民館名 内　容 ところと　き

10月22日㈯・
23日㈰

９時30分～15時
（23日は12時ま
で）

作品展示

10時～14時 茶会（抹茶）、模擬店など
９時30分～14時 学習発表会
９時30分～15時 作品展示（幼稚園児など）

10時～14時 バザー、抽選会、パン食い
競争など

10時15分～
10時30分 風童夢太鼓

10時30分～14時 茶会（抹茶）

10時～14時 作品展示、学習発表会、バ
ザーなど（講座生・小中学校）

９時30分～15時 作品展示（講座生・幼稚園・
小中学校・いなば園）

９時45分～
11時40分

学習発表会（講座生・幼稚
園・小中学校）

９時45分～13時 茶会（抹茶）
10時～14時 バザー
13時～14時30分 子ども消防団

11月26日㈯・
27日㈰

13時～16時30分
（27日は９時～
15時)

作品展示（講座生、小学校、
幼稚園）

桃園公民館・桃園
小学校体育館

９時～９時45分
開会式、緑のカーテンコン
テスト・農産物品評会表彰
式

９時50分～12時 講座生舞台発表
10時～13時 バザー（売り切れ次第終了）

14時～14時50分 農産物、リサイクル用品即
売会

10時～ 茶席（売り切れ次第終了） 桃園公民館

９時～15時
作品展示（幼稚園・小学校作
品を含む）、公民館講座発表
など

10時～14時
茶会（抹茶）、バザー、農産
物品評会・販売、学習発表
会

立成
Ｔ256－9393

立成公民館

10月22日㈯ 久居体育館

稲葉
Ｔ252－2276 11月6日㈰ 稲葉公民館とその

周辺

七栗
Ｔ252－1986 11月13日㈰ 栗葉小学校体育館

とその周辺

桃園
Ｔ256－7686

11月27日㈰
桃園小学校体育館
（バザーは屋外）

戸木
Ｔ255－2135 12月４日㈰ 戸木小学校

一志 地域

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150　各公民館

平成28年度 公民館文化祭
日頃の成果を披露します！！

　公民館の講座受講生と自主講座の皆さんが日頃の成果を披露します。白山・美杉地域の
公民館文化祭については、広報津10月16日号でお知らせします。

津 地域 久居 地域
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問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3334

里親制度を知っていますか？
10月は里親月間

里親とは
　保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど、さまざまな事情で保護者
と一緒に暮らすことができない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情
をもって養育してくださる人を「里親」といいます。

里親の種類

里親になるまでの流れ

養育里親
　保護者と生活ができるようになるまで、または
自立して生活できるようになるまで(原則18歳ま
で)養育する里親です。養育期間は１カ月未満の
場合もあれば、数年間の場合もあります。
専門里親
　虐待を受けた子ども、非行傾向のある子ども、
障がいのある子どもなど、特に専門的な支援が必
要な子どもを養育する里親です。

親族里親
　保護者の死亡や行方不明などにより、子どもを
養育できなくなった場合に、子どもの扶養義務者
である親族(祖父母など)が養育する里親です。
養子縁組里親
　養子縁組によって子どもの養
親となることを希望する里親で、
養子縁組が成立するまで里親と
して養育します。

問い合わせ
　県内各地で里親説明会・里親出前講座を開催し
ています。里親制度に関心のある人は、下記へお
問い合わせください。

中勢児童相談所
〒514-0113　一身田大古曽694-1　Ｔ231-5666

①相談 ②研修 ③調査・申し込み ④審査・登録

　お住まいの地
域の児童相談所
にご相談くださ
い。里親制度に
ついて詳しく説
明します。

　里親制度など
に関する研修、
座学３日間、施
設実習２日間を
受講します。
※研修は一部免
　除される場合
　もあります。

　児童相談所の担当職
員が家庭訪問し、家庭
環境、資産状況、健康
状態などに関する調査
を行います。その後、
要件を確認した上で、
里親認定申込書を提出
していただきます。

　社会福祉審議会での審査を経
て里親として認定されると、里
親名簿に登録されます。
※里親登録後、児童相談所が子
　どもの条件や里親の状況など
　を考慮し、子どもにとって最
　適な里親との組み合わせを選
　びます。



1
TSU NEWS 津市少年少女レスリング選手権大会

第４回吉田沙保里杯

広報 つ！　平成28年10月１日号22

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

2
TSU NEWS 短期カルチャー講座参加者募集！

39歳までの勤労者の皆さんへ

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

吉田沙保里選手
昨年の合同練習会

無 料

10 29
13:00~13:30開会式

久居体育館

　未来のオリンピック選手を目指す中学生までの子どもたちが熱戦を繰り広げます。
皆さんで応援しませんか。

合同練習会

13:30~16:00合同練習会

10 30
8:30~競技開始

競技大会

全試合終了後
　　　　閉会式

久居体育館

初めての手編み講座

アロマリンパケアストレッチ講座

リラックスヨガ講座
　指無し手袋を作成します。材料、用具付きな
ので初心者の人も気軽にご参加ください。
と　き　11月９日･30日、12月７日･21日、来年
１月11日･25日、２月８日･22日いずれも水曜
日18時30分～20時30分(全８回)

ところ　サン・ワーク津
定　員　抽選10人
費　用　2,000円(初日に集金)
持ち物　筆記用具、はさみ

　アロマをたきながら、リンパ節をほぐしスト
レッチを行います。
と　き　11月14日･28日、12月５日･19日、来年
１月16日･30日、２月13日･27日いずれも月
曜日19時～20時45分(全８回)

ところ　津リージョンプラザ２階健康教室
定　員　抽選30人
費　用　2,000円(初日に集金)
持ち物　ヨガマット(バスタオル)、
　動きやすい服装、飲み物

　気の巡りや血行を良くし、心身のバランスを
整えましょう。
と　き　11月10日･24日、12月８日･22日、来年
１月12日･26日、２月９日･23日いずれも木曜
日19時～20時45分(全８回)
ところ　津リージョンプラザ２階健康教室
定　員　抽選30人
費　用　無料
持ち物　ヨガマット、動きやすい服装、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(　229-
　3114@city.tsu.lg.
　jp)へ
締め切り　11月１日(火)

　吉田沙保里選手、松本隆太
郎選手(ロンドン五輪銅メダ
ル)、登坂絵莉選手(リオ五輪
金メダル)が指導予定
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3
TSU NEWS 2016久居まつり

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8846　　255－0960

4
TSU NEWS 河芸文化祭＆フェスタinかわげ

問い合わせ　河芸総合支所地域振興課　　244－1700　　245－0004

5
TSU NEWS 津市市民便利帳2016を配布します

津市の役立つ情報が満載

問い合わせ　市民課　　229－3143　　221－1173

無 料

久居二ノ町、緑の風公園

　これまでにひさい版仮装
大笑への出場がきっかけ
で、全日本仮装大賞(日本テ
レビ)に出場した作品もたく
さんあります。今年のゲス
トは、はるな愛さんです。
楽しい仮装を見て、みんな
で大笑いしませんか。

10 23 10:00~16:00
本祭

　ステージ発表、よさこい、地元商店などによる
出店、80ｍ子ども巻きずし、ま
ちかど博物館、子どもみこし、
久居ハロウィンパレードなど

◆二ノ町会場

◆緑の風公園会場
　子ども向けステージイベン
ト、ミニＳＬ乗車体験、かえっ
こバザールなど

10 30 14:00~(13:00開場)
ひさい版仮装大笑

※開場時に整理券を入口で配布

11 5 9:00~16:00

11 6 9:00~15:00
河芸公民館とその周辺

11 6 11:00~15:00

内　容　作品展示、舞台発表、
　バザーなど

河芸公民館とその周辺

河芸文化祭

内　容　
●オープニング～朝陽中学校吹奏楽部の演奏～
●河芸太鼓衆Ｄo･魂鼓
●アグネス・チャンさんによる講演会
　定員500人(要整理券)　※整理券は、10月20
　日(木)10時から河芸総合支所地域振興課、河芸
　公民館で配布(１人２枚まで)
●特殊詐欺･悪質商法被害防止に向けた啓発
●地域農産物･特産品の販売

フェスタinかわげ

　市の制度や避難所、医療機関といった市民生活に直結する情報や、津市の
名所・歴史などの地域情報を掲載した「津市市民便利帳2016」を作成しま
した。各世帯への配布は、10月上旬から順次行い、郵便受けなどへ業者が
直接、投函します。
　「津市市民便利帳2016」は、民間企業との協働により作成・配布し、作成
から配布までの費用は、広告掲載料により賄っています。

はるな愛さん

アグネス・チャンさん



6
TSU NEWS 個人市民税･県民税の公的年金からの特別徴収

新たに10月から引き落としになる人へ

広報 つ！　平成28年10月１日号24

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

7
TSU NEWS 生涯学習活動の支援情報を紹介しています

一緒に学んでみませんか？

問い合わせ　教委生涯学習課　　229－3248　　229－3257

無 料

公的年金からの特別徴収制度とは
　公的年金を受給している人が、個人市民税･県
民税のうち公的年金所得に係る税額を年金からの
引き落としにより納付する制度です。
新たに対象となる人
　平成27年度に年金から特別徴収されていない
人で、下記に該当する人は、平成28年10月支給
分の年金から特別徴収が開始されます。対象者に
は、６月に発送した「平成28年度市民税･県民税
納税通知書」に、お知らせを同封しています。
※平成27年度途中に公的年金からの特別徴収が
中止された人も含みます。
対象(以下の条件を全て満たす人)
●昭和26年4月2日以前に生まれた人
●平成28年度個人市民税･県民税が課税されてい
　て、年金所得に係る税額がある人
●平成28年１月１日以降、引き続き市内に居住
　している人
　※平成28年９月１日から12月31日までに転出
　　した人は平成28年度中は転出後も公的年金
　　からの特別徴収が継続し、平成29年度以降
　　は転出先の市区町村で課税されます。
●年金から介護保険料が引き落とされている人

納付方法
　今年度は個人市民税･県民税の年税額のうち公
的年金所得に係る税額の半分を、第１期、第２期
に分けて普通徴収で納付し、残り半分は３回(10
月、12月、来年２月)に分けて公的年金から引き
落とされます。個人市民税･県民税の年税額のう
ち公的年金所得に係る税額以外の税額は給与から
の特別徴収または普通徴収により納付していただ
きます。
公的年金所得に係る税額の納付月と納付割合

※平成29年度分の仮徴収として、平成28年度の年税額のうち公的年
金所得に係る税額の半分に相当する額を平成29年４月・６月・８
月の公的年金から特別徴収します。平成29年度の公的年金所得に
係る税額が決定し仮徴収額を下回った場合でも仮徴収額を引き落
とし、後日差額分を還付します。またその場合、平成29年10月・
12月、平成30年２月の公的年金からの特別徴収は中止となります。

※年度途中に税額に変更があった場合などには、公的年金からの特
別徴収が中止になることがあります。その場合は、あらためて納
税通知書などでお知らせします。

平成29年
２月

（年金支給月）

年税額の
１／６

平成28年
12月

（年金支給月）

年税額の
１／６

平成28年
10月

（年金支給月）

年税額の
１／６

平成28年
８月

（第２期）

普通徴収
（納付書または口座振替）

特別徴収
（年金からの引き落とし）

年税額の
１／４

平成28年
６月

（第１期）
納付月

納付
割合

年税額の
１／４

　生涯学習支援ボランティア･生涯学習情報
バンク(団体･講師)の登録を随時受け付けてい
ます。所定の様式に必要事項を記入し添付書
類を添えて、教委生涯学習
課へ提出してください。
※登録要件など詳しくは、
　津市ホームページをご覧
　いただくか、教委生涯学
　習課へお問い合わせくだ
　さい。

生涯学習支援ボランティア
　知識や経験を生かし、学校や地域でボラン
ティアとして支援･活動している人の登録情
報です。

生涯学習情報バンク
　生涯学習活動を指導できる講師や、誰でも
参加できる生涯学習活動を行っているグルー
プ･サークルの登録情報です。

　生涯学習支援ボランティア、生涯学習情報バンク(団体･講師)について、津市ホーム
ページで活動分野ごとに紹介しています。習い事を始めたい、サークル活動に参加した
い、催し物の講師を探したいときなどに、ぜひご覧ください。

◆登録する！◆情報を見る！
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就労支援パソコン講座＆職場復帰応援プロジェクト

広報 つ！　平成28年10月１日号

8
TSU NEWS

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150

9
TSU NEWS 記念樹用苗木＆生け垣緑化用苗木を配布

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

オタフクナンテン

　初級者から中級者に実務で使えるWordの
操作方法を紹介します。
と　き　11月17日～来年３月の第１･３木曜
日18時30分～20時　※全９回
対　象　市内に在住・在勤・在
　学で、20～50歳の就労や転
　職を考えている人
持ち物　USBメモリ

　女性の職場復帰を応援するためのExcel講
座です。
と　き　11月10日～来年３月の第２･４木曜
日18時30分～20時　※全10回

対　象　市内に在住･在勤･在学で、パソコン
の基礎知識がある20～50歳の女性
持ち物　USBメモリ、テンキー(あれば)

いずれも
ところ　中央公民館情報研修室
定　員　抽選各20人
受講料　無料(教材費が別途必要)
講　師　浜口依子さん
申し込み　往復はがきで講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を中央
公民館(〒514-0027 大門7-15 津センターパレス２階)へ

締め切り　10月14日(金)必着

いずれの申し込みも
　都市政策課または各総合支所地域振興課にあ
る申請書に必要事項を記入し提出(生け垣緑化
用苗木の配布申請書には、位置図、見取り平面
図、現況写真の添付が必要)　※申請書は津市
ホームページからもダウンロードできます。

◆記念樹用苗木
　市民の皆さんが愛着を持って育む樹木を増やし
潤いのある美しいまちをつくるため、記念樹を配
布します。
対　象　市内に在住で、平成27年４月１日以降、
次のいずれかに当てはまる人

●婚姻届または出生届を提出した人
●市内で一戸建て住宅を建築または購入した人
●還暦を迎えた人
配布苗木　オタフクナンテン(常緑低木)、モミジ
(落葉高木)、シマトネリコ(株立ち、常緑高木)、
キンモクセイ(常緑
高木)、ジューンベ
リー(落葉高木)、
ハナミズキ(落葉高
木)の中から希望す
る苗木１本
配布時期　来年３月
ごろ

締め切り　来年１月
31日(火)

◆生け垣緑化用苗木
　緑に囲まれた住みよい環境と良好な都市景観を
つくるため、生け垣を設置する人に苗木を配布し
ます。
対　象　市内の個人住宅の公道に直接面した敷地
に生け垣を新設または作り替える人　※延長が
３ｍ以上の生け垣に限る
配布苗木　ボックスウッド、サザンカ、プリペッ
ト、ヒイラギモクセイ、キンメツゲ、シラカ
シ、ベニカナメモチ、トキワマンサク(赤葉)の
中から希望する苗木
配布時期　植え付け適期に応じて
配布本数　生け垣の延長１ｍ当たり３本(最大60本)

就労支援パソコン講座「Word基礎&実践」 職場復帰応援プロジェクト「Excel講座」



○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10月１日号26

建築指導課
　229－3187　　229－3336

木造住宅除却補助
（追加募集）

中央公民館
　228－2618　　229－5150

アコースティック・ギター講座

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

就学時健康診断

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

津市多面的機能活動のつどい

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

お知らせ

募　　集
イベント

昭和56年５月31日以前に
建築（着工）した建築物の
うち、耐震診断で評点が
0.7未満の木造住宅

講演「命ってあったかい
よ」
山本久代さん（松阪済生
会病院助産師）

対象住宅 募集戸数・期間

昭和56年５月31日以前に
建築（着工）した建築物の
うち、市長が特に除却を
必要と認める老朽危険木
造住宅
※老朽危険木造住宅の基
　準は柱の傾きが1／20以
　上（平屋住宅で軒高さが
　3.0mの場合15㎝程度）

５件程度
10月17日㈪
８時30分から
先着順

ところと　き
（10月） 内　容

12日㈬
10時～

13日㈭
19時
30分～

下之川地
域住民セ
ンター

竹原地域
住民セン
ター

講演「地域で防ごう消費
者被害」
竹下彰人さん（第二美杉シ
ルバーケア豊壽園管理者）

　倒壊する恐れのある木造住宅
を取り壊す場合、費用の一部を
補助します。
対　象　市内に補助対象住宅を
所有する人

補助金額　費用の３分の２(最高
30万円)　※申請書類などがそ

ろっていない場合は、受け付
けできませんので、事前にお
問い合わせいただくか、津市
ホームページをご覧ください。
申し込み　建築指導課へ

　来年４月に小学校または義務
教育学校入学予定の子どもを対
象に、各小学校などで健康診断
を無料で行います。該当する家
庭には、10月中旬に「お知らせ」
を郵送しますので、指定の日時や
会場を確認の上、子どもと保護
者が一緒にお越しください。

　農業・農村が持つ多面的機能の
活動に関する優良事例の表彰や発

表などを行います。地域での新た
な取り組みの参考にしてください。
と　き　10月12日(水)13時30分～
ところ　白山総合文化センター
しらさぎホール　

　ギターの説明から始め、簡単
な弾き方で１曲弾けるように練
習します。これからギターを始
めたいと思っている人、少しだ
け弾いたことがある人のための
入門講座です。
と　き　10月28日、11月11日・
25日、12月９日・16日いずれも
金曜日19時～21時(全５回)
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在勤・在
学の小学４年生以上
定　員　抽選25人
受講料　1,500円(５回分)
持ち物　アコースティックギター
※電気を使わないギター
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢(学年)、電話番
号、ギター歴、弾いてみたい曲
を記入し、中央公民館(〒514－
0027 大門7-15 津センターパレ
ス２階)へ　※往
復はがき１枚に
つき１人有効
締め切り　10月14
日(金)必着

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課
　　　　　　　272－8082　　272－1119

津市森林セラピー基地ウオークイベント

　君ヶ野湖畔コース(10.7㎞)で、
色づく山々を見ながらウオーキ
ングしませんか。
と　き　11月13日(日)９時30分～
ところ　レークサイド君ケ野集合
定　員　50人
費　用　1,500円(昼食、保険代
を含む)

申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ

申込期間　10月17日(月)～11
月４日(金)

　三多気蔵王コース(5.4㎞)を
ごみを拾いながらボランティア
ウオーキングしませんか。
と　き　11月20日(日)9時30分～
ところ　美杉町太郎生地内
定　員　50人　
費　用　500円(昼食、保険代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
申込期間　10月24日(月)～11
月18日(金)

紅葉の君ヶ野湖畔ウオーク 第３回環境保全プロジェクト



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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環境保全課
　229－3140　　229－3354

自然観察会

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市民スポーツ・レクリエーション
フェスティバル 津市民スポレク祭

市民交流課
　229－3102　　227－8070

新 津市誕生10周年記念 第９回高虎
サミット in 津 高虎公ゆかりの地・津
のまち「ええとこ」めぐり　里山やため池の周囲を歩いて、

いろいろな植物を観察しよう。
と　き　10月15日(土)10時～12
時　※荒天の場合は10月16日
(日)に延期
ところ　津市リサイクルセン
ター内自然公園付近

対　象　市内に在住・在勤・在
学の小学３年生以上

定　員　抽選20人
申し込み　環境保全課へ
締め切り　10月７日(金)

と　き　11月12日
(土)９時30分～
15時30分
ところ　久居体育
館、久居スポーツ公園
内　容　生涯学習・スポーツ・
市民活動団体による演技発
表、出店、ニュースポーツ・
教室体験コーナーなど
費　用　１人400円、３人グルー
プ1,000円
申し込み　スポーツ振興課また
は津市体育館、各総合支所地域
振興課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、ファクスでスポーツ振興
課(〒514-0056 北河路町19-1
メッセウイング・みえ内)へ
締め切り　10月31日(月)

　バスで藤堂高虎公ゆかりの史跡
を巡り、県総合博物館(MieMu)で
史料のレクチャーや企画展の見学
などのツアーに参加しませんか。
と　き　11月６日(日)８時30分
集合(16時ごろ終了)
ところ　津市役所集合
対　象　小学生以上
定　員　抽選20人 ※最少催行人
数15人
費　用　1,000円(保険料、昼食
代、博物館観覧料を含む)
申し込み　はがきに「高虎公ゆ
かりの地ツアー」と明記し、
住所、氏名、年齢、電話番号
を市民交流課(〒514-8611 住
所不要)へ　※複数人記入可
締め切り　10月21日(金)必着

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

台紙に掲載している市内の和洋菓子店

を巡って、スタンプを集めよう

スタンプラリー参加店舗、市本庁舎１階

受付、スイーつホームページで台紙を手

に入れよう

500円以上買うとスタンプを１つ押してもら
えるよ！

スタンプを集めて応募すると、スタンプ数

に応じて抽選で素敵な商品が当たる！

　市内の和洋菓子店28店舗を巡って、スイー
つスタンプラリーに参加しよう。
応募方法　スタンプを押印した台紙に必要事項
を記入し、直接窓口または郵送で津市物産振
興会スイーツ部会事務局(商業振興労政課内、
〒514-8611 住所不要)へ　※来年１月31日
(火)までは各参加店舗でも受け付けます。

締め切り　来年２月６日(月)必着
抽選会　来年２月25日(土)・26日(日)に津市セ
ンターパレスホールで開催される「第７回ス
イーつフェスタ」において実施

景　品　参加店舗で利用できるスイーつ商品券
や、お伊勢さん菓子博2017ペア入場券(スタ
ンプの数に応じて、特別賞ほか５つの賞があ
ります)

スタンプラリー参加方法

１

２

３

抽選に外れても、スタンプラリー
応募者に送付される案内状をス
イーつフェスタ会場に持参する
と、もれなく商品がもらえます！

開催期間

SWEETSU│

津の

スイーつスタンプラリー開催中！スイーつスタンプラリー開催中！スイーつスタンプラリー開催中！

を食べつくし、応募しよう！を食べつくし、応募しよう！津の

来年1月31日■まで火
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とれたての魚を塩焼きに！
７月30日･31日　落合の郷

　「落合の郷親子さかなつかみ体験」が開催されました。
子どもたちは、水しぶきを上げながら夢中で魚を捕まえ、
その場で塩焼きにして、とれたての味を堪能しました。

シロモチくん

第65回津花火大会2016
７月30日　阿漕浦海岸

　打ち上げ総数「初」の大台１万発超え。海上
花火や特大のスターマインは大迫力でビック
リ！僕の形をした花火も登場したんだよ。

第55回サマーフェスタインひさい
８月６日　陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド

　市街地の夜空に上がる約5,000発の打
ち上げ花火は観客席からも近く、ごう音と
迫力に大歓声が上がっていました。

県指定無形民俗文化財「宮踊り」
８月15日　香良洲神社

　香良洲地域で350年以上続く伝統の祭り「宮踊
り」。豊漁豊作を願って各地区の踊り子が勇壮に舞
い、熱気に包まれました。

あのう「光れ！しかけ花火」祭り
８月15日　安濃中央総合公園

　毎年恒例の小・中学生がデザインした仕掛
け花火。自分たちが作った花火に点火される
と、子どもたちは歓声を上げていました。

２０１６～夏の思い出～２０１６～夏の思い出～
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　夏休み親子パン教室が開催されました。参加
した皆さんは、自分で作ったパンが焼き上がる
と、おいしそうに口いっぱいに頬張っていました。

親子で協力 パン作り
７月29日　白山保健福祉センター

　小学生を対象にお茶の作法教室を開催しました。
初めての体験に緊張気味だった子どもたちも、最後
は自分でたてたお茶を笑顔で味わっていました。

結構なお点前で！
８月４日　久居公民館

みすぎん

　昼の部は、ステージイベントで強い日差
しにも負けず盛り上がり、夜の部も熱気が
さめない中、盆踊りなどにたくさんの来場
者が集まりました。

美里夏まつり
７月31日　市美里庁舎前

　特設ステージでの太鼓演奏や美里総踊りなどが行わ
れ、フィナーレでは、約1,000発の花火が夏の夜空を美
しく彩りました。

いちし夏まつり
７月31日　とことめの里一志

第28回みすぎ夏まつり納涼花火大会
８月11日　美杉中学校グラウンド
　打ち上げられる花火や火の粉をかぶりながらの手筒
花火は、山々に響き渡る音で迫力満点だったよ。

千里夏祭り
８月６日　千里ヶ丘公民館前広場ほか

　屋台、舞踊やフラダンスなどの催し物の
ほか、人気の機関車トーマス君も祭りを盛
り上げ、夜遅くまで大盛況でした。



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)
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お知らせ

募　　集

イベント

※教材費など別途必要

21日㈮
13時30分～

26日㈬
13時30分～

県男女共同参画センター「フ
レンテみえ」多目的ホール
（県総合文化センター内）

英語
11月８日～来年３月７
日の火曜日19時～20時
30分（全12回）
11月９日～来年２月１
日の水曜日19時～20時
30分（全８回）
11月10日～来年２月２
日の木曜日19時～20時
30分（全８回）

9,000円

6,000円

6,000円

ポルト
ガル語

中国語

ところとき（10月）

四日市商工会議所ホール

費 用内 容 とき・回数

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

バスケットボール

10月30日㈰

11月20日㈰

11月26日㈯・27日㈰

12月３日㈯・４日㈰

10月23日㈰・29日㈯

海浜公園内陸上競技場

安濃中央総合公園内体育館

南郊中学校、南が丘中学校

40歳以上

高校生以上

中学１・２年生

６チーム

20チーム

16チーム

30チーム

250人

10月３日㈪～14日㈮

10月３日㈪～11月４日㈮

10月11日㈫～28日㈮

10月３日㈪～11月４日㈮

10月14日㈮まで

18歳以上の女性
（高校生不可）

ミニバスケットボール
チーム

海浜公園内陸上競技場、
河芸第２グラウンド
安濃中央総合公園内体育館、
河芸体育館

サッカー
（一般の部）

サッカー（シニア
40歳代の部）

バドミントン

バレーボール
（一般女子の部）

津市成年後見サポートセンター
を10月1日から開設
　認知症や障がいがあっても住
み慣れた地域で安心した生活が
送れるよう成年後見制度に関す
る相談を受け付けます。また、
制度を利用するための手続き、
申し立て、後見活動などのお手
伝いも行います。
　相談支援、法人後見、普及啓
発、市民後見人の養成
　津市社会福祉協議会同サポー
トセンター(　246－1165)

育児・介護休業法の改正説明会
　妊娠・出産・育児期
や家族の介護が必要な
時期に、男女とも離職
することなく、働き続
けることができるよう、育児・
介護休業法が改正されます。新
制度の説明会に参加しませんか。

　三重労働局雇用環境・均等室
(　226－2318)

10月は臓器移植普及推進月間
　臓器移植は、広く社会に理解と
支援があって成り立つ医療です。
臓器提供について私たち一人一人
が考え、家族と話し合い、臓器提供
に関する意思表示をしておくこと
が大切です。運転免許証や健康保
険証の裏面の意思表示欄で、自分
の意思を記入しておきましょう。
　三重県角膜・腎臓バンク協会
(　224－2333)

女声コーラスひさい
第17回ふれあいコンサート
　会場の皆さんと団員が一緒に
合唱するコーナーもあります。
　10月16日(日)14時～　　久居
総合福祉会館３階
　女声コーラスひ
さい担当(　226－
4110)

里山ふれあいコンサート
　ビッグバンドの演奏にのせて
木々のささやきと大地のそよ風
を届けます。
　10月23日(日)10時～11時30分
　柏尾学習林(久居明神町1689－
37)　※敷物をご用意ください。
　ジャズバンド「ニューデュー
クオールスターズ」による演奏
　みえ里山自然ふれあいの会(　
256－4557)

いなば園ふれあい祭り
　模擬店や出し物を通して障がい
のある人と交流を深めませんか。
　10月23日(日)10時～14時30分
　三重県いなば園(稲葉町)　※当
日のボランティアも募集していま
す。10月13日(木)までに同園へ
　同園(　252－1780)

初級語学講座(後期)受講生

　津リージョンプラザ　　　各24人
　10月７日(金)～31日(月)まで
に直接窓口または電話で津市国
際交流協会津支部(市民交流課
内、　229－3146)へ

語り部さんと歩こう 
万葉のさと一志町
　11月19日(土)８時45分～　　
川合文化会館駐車場集合　　伊
勢国司北畠氏の別荘跡などを訪
れながら、初瀬街道を歩く　　
100人　　200円
　同担当(一志総合支所地域振興
課内、　293－3008)へ



　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

冒険ハイキング
　11月６日(日)９時30分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)周辺　　ゲームをしなが
らのハイキング　　市内に在住
の小学生　　　50人　　300円
　10月７日(金)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ　※窓口優先

町民囲碁まつり
　10月30日(日)10時～　　一身
田公民館　　棋力別の紅白戦、
ペア碁など　　　24人　　1,500
円(昼食代、賞品代を含む)
　10月８日(土)～21日(金)に同
公民館囲碁サークル木曜会担当
(　232－2372)へ

ファミリー教室「パパ＆子ども教室、ママ教室」
　11月12日(土)10時～11時30分
　久居総合福祉会館　　お父さ
んは子どもと一緒に体を使って
遊び、お母さんはしつけや子育
てについて学ぶ教室　　２歳以
上の未就学児と両親　　　20組
　10月７日(金)からＥメールで
住所、子どもと両親の氏名、子
どもの年齢、電話番号を高田短
期大学育児文化研究所センター
(　ikubun@takada-jc.ac.jp)へ
　同短期大学(　232－2310)

第９回津ペタンククラブCUP
　11月14日(月)９時～16時　　美
杉下之川多目的グラウンド　　ダブ
ルス(１チーム２人)のリーグ戦　　１
人500円(当日徴収)　　県内に在住
の人　※小学生以下は保護者同伴
　10月29日(土)までに所定の申込
用紙に必要事項を記入し、郵送また
はファクスで津ペタンククラブ担当
(〒514-2222 豊が丘四丁目7-4 
山下宛、　230－2574)へ　※必着
　同担当(　090－5100－1838)

シャフルボードセミナー＆大会
　10月23日(日)９時～16時　　香

良洲体育館　　シャフルボードの
セミナー(午前)と大会(午後)　　中
学生以上　　35人程度　　1,000円
　10月８日(土)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵
送またはファクスで津シャフル
ボードクラブ事務局(〒515－
2317 松阪市嬉野野田町511 太
田宛、　0598－42－7916)へ
　同担当(　0598－42－7916)

全国お菓子めぐりの旅
　11月８日(火)11時～14時　　
津センターパレス地下１階研修
室　　スタッフ厳選による全国
のお菓子15種類と手作りおつま
みの食べ比べ、「お伊勢さん菓子
博2017」の紹介　　市内に在住
の人　　　40人　　2,300円
　10月21日(金)までにEメールでマ
ザーズエイドみえ(　mothersaidmie@gmail.com)
へ　※マザーズエイドみえホーム
ページからも申し込みできます。
　同担当(　090－1414－4789)

女性マイカー点検教室
　10月29日(土)13時30分～16
時　　三重県自動車整備振興会
(桜橋三丁目)　　タイヤ交換や
発煙筒の使用方法などの点検実
技　　　50人
　10月７日(金)から電話または
ファクスで住所、氏名、電話番
号を津安芸自動車整備組合(　
225－6511、　225－6512)へ

住民健康講座
　10月13日(木)14時～15時　
　白山市民会館　　渡辺誠さん
(七栗記念病院リハビリテーショ
ン部主任)による講演「認知症の
リハビリテーション」
　久居一志地区医師会(　255－3155)

こころの市民公開講座
　10月22日(土)９時30分～11

時20分　　県人権センター多目
的ホール(一身田大古曽)　　県
立こころの医療センター院長に
よる講演「災害時のこころの健
康」　　250人
　電話またはファクスで氏名、
電話番号を同センター(　235－
2125、　253－8031)へ

三重県医師会健康教育講演会
　10月20日(木)14時～16時　
　三重県医師会館(桜橋二丁目)
　認知症対策・栄養に関する講
演、健康体操、栄養相談など
　同会事務局(　228－3822)へ

転倒予防教室
　10月24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②」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)

性的マイノリティ人権相談強化期間
人権相談ダイヤル　228－4711
　性的指向や性同一性障がいな
ど性的マイノリティーに関するさ
まざまな人権問題に悩む人の声を
お聞かせ下さい。秘密は守ります。
　10月17日(月)～28日(金)いず
れも８時30分～18時(土・日曜日
を除く)
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

弁護士による法律相談(面談)
　10月24日、11月28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)
　10月19日(水)８時30分から電話
で男女共同参画室(　229－3103)へ



毎
月
1日
・
16日

発
行

編
集・発

行
／
津
市
政
策
財
務
部
広
報
課
 

〒
514－8611 西

丸
之
内
23－1　

　
　
059-229－3111　

　
059-229－3339

印
刷
／
寿
印
刷
工
業
株
式
会
社

広
報
 つ！

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

小津安二郎と津

　小津安二郎(1903-1963)は日本を代表する映画
監督です。2012年には、代表作としてあげられる
『東京物語』が英国映画協会発行誌の権威あるラ
ンキングで世界の映画監督が選ぶ映画の１位に選
ばれるなど、「世界のOZU」として高い評価を受
けています。
　安二郎は松阪の豪商小津家の末裔として東京に
生まれました。父は本家が深川で営む海産・肥料
問屋の大番頭。９歳からの10年間は「教育は田舎
で受けるべし」という父の方針のもと、母兄弟と
ともに郷里で過ごします。松阪の小学校に転入し
旧制宇治山田中学を卒業、飯高で代用教員を務め
ましたが、その間たびたび津を訪れています。
　安二郎の母方は津の出身です。祖母は美杉地区
八手俣の北畠家御典医で庄屋、茶業も営む名家萩
野家の長女。懇意であった南家城の旧家岩脇家か
ら婿養子を迎えたものの、夫が早逝。娘のあさゑ
を連れ、同じく茶業を営む宿屋町の中條家に再婚
します。津の伊勢商人御三家に数えられた中條家
は、現在の東丸之内、津観音の南、フェニックス
大通りと大門アーケードの通りが交差するあたり

にありました。
　安二郎の日記には、宿屋町の祖母宅でご馳走を
堪能し、近所の「新世界」や観音さん境内の「大
正館」といった映画館をハシゴしたことなどが綴
られています。戦前の写真や当時の地図を見てみ
ると、私の本家の紙平呉服店はちょうど中條家の
お向いにあったようです。実家に子どもたちを連
れて来た母あさゑや安二郎と私の先祖とが言葉を
交わしたことがあったのかも知れない、そんなご
縁を感じています。
　小津安二郎はなんでもない家族の日常を端正に
描き、洗練された芸術作品に仕上げました。派手
な演出や意表を突く仕掛けとは無縁の美しい映像
をゆったりと見つめているうちに、いつの間にか
心のひだにじんわりと染み入ってくる感情に気づ
き、それを大切な人に伝えたい想いに突き動かさ
れます。故郷での豊かな暮らしで培われた小津監
督の美意識と人生観は、新旧の価値観が混在する
都会で磨き抜かれ、家族の在り方について、時を
超え、国境を超えて問いかけることのできる感性
として昇華されたのでしょう。
　昨年春、小津安二郎と津市との関わりを刻む記
念碑が大門の観音さん境内に建立され、「彼岸花
映画祭in津」が毎年開催される運びとなりまし
た。その２回目となる10月９日、映画音楽の名曲
コンサートと『東京物語』の上映会が三重大学三
翠ホールで催されます。入場無料。秋の１日、世
界が認めた巨匠・小津安二郎の世界を実感してみ
てはいかがでしょう。

　プレミアムG１第30回レディースチャンピオン
　優勝者表彰式(ボートレース津)…８月７日

　女子王座決定戦「レディースチャン
ピオン」が開催されました。52人の女
子トップレーサーが津に集結。キャッ
チフレーズ「闘う本能が、花開く。」に
ふさわしい熱戦を繰り広げ、最高クラ
スのレースに場内が沸き立ちました。

　吉田沙保里選手 リオデジャネイロオリンピック市民応
　援観戦会(一志農村環境改善センター)…８月18・19日
　会場からは市民600人が夜を徹し
て「さおちゃん、頑張れ！」と大声援
を送り、試合終了後も「ありがとう！」
の拍手が鳴り止みませんでした。
　新たな一歩を踏み出す吉田選手に
津市も大きなエールを送り続けます。

　「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」
　知事との1対1対談(美里中学校)…８月19日

　今年度の知事との１対１対談は、来
春開校予定の義務教育学校「みさとの
丘学園」で行いました。同学園への支
援・協力をお願いするとともに、社会
基盤整備事業の予算拡充、福祉医療助
成の対象拡大について協議しました。
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津市防災だより

●津市内に所在している
●現在も井戸として使用している
●災害時、無償で井戸水の提供が可能
●ポンプ、つるべなどが設置されている
●井戸枠などの安全対策が施されている
●井戸の所在地などの公表に同意する

　平成28年７月より、津市自主防災協議会長に
就任いたしました渡邊修三です。
　平素は、津市自主防災協議会の運営に格別の
ご協力、ご支援を賜りましてありがとうござい
ます。
　近年、南海トラフ巨大地震の発生が危惧され
ており、津市においても津波などの影響により
甚大な被害が出ることが予想されています。
　このような地震などによる大規模災害への対
応策として、市民の皆さんにまずご理解いただ
きたいのは「自助」です。災害大国日本におい
て自助は、自分や家族が災害を生き抜く上で必
要な準備であり、災害による被害を軽減するた
めに最も重要なことであると言えます。
　自助の例として、住宅の耐震化や家具固定の
実施、非常持ち出し品をはじめとする食料備蓄
品(３日から１週間分の食糧)の準備などです。
　次に「共助」の取り組みです。大規模災害へ

の対応策については、公助の
限界を見据え、その不足分を
共助で補わなくてはなりませ
ん。
　私は、共助の基本は、「向
こう３軒両隣」であると考え
ています。地域のつながりが
希薄化した現代においては、防災だけに特化し
て考えるのではなく、日頃から地域の各種コミ
ュニティー活動に取り組み、発展させることこ
そが、共助である自主防災組織の災害対応能力
の向上につながると思います。
　各地域自主防災協議会の会長をはじめとする
地域住民の皆さんと、市防災関係者の方々のご
協力をいただきながら安全で安心して住むこと
のできる津市を目指し、自主防災協議会の活動
が本市の防災力の向上につながるよう微力なが
ら精いっぱい取り組んでまいります。

津市自主防災協議会 会長　渡邊　修三

　登録に関する申込書は津市防災ホームページか
らダウンロードできます。

平成28年10月１日発行
平成28年第２号
危機管理部　防災室

　229-3104　　223-6247

共助の基本は「向こう３軒両隣」

災害時協力井戸の登録にご協力ください！

登録要件
申し込み

震災
発生

水道断水

災害時協力井戸
災害時の生活用水として

水の確保が課題水の確保が課題

・トイレ排水
・清掃などの生活用水

※以下の全てを満たすこと

津市防災情報|HP 検索

津市防災だより
新 津市合併10周年記念事業
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津市防災だより

　私たちの自主防災会は、近い将来発生が危惧され
ている南海トラフ地震による津波浸水想定区域内に
位置し、人口約1,300人、570世帯、海抜0.1～１ｍ
の町です。私たちの町では南海トラフ地震に備える
ため、５年前より「自分(家族)の命は、自分(家族)で
守る」を町のスローガンに掲げ、津波避難訓練年間
実施計画を作成しています。この計画に基づき、自
治会総組数15班を５班１組に組織し、毎年５月から
11月にかけて、年間３回の津波避難計画作成訓練を
実施しており、全会員が１回以上参加することを目
標としています。
　私たちの町は、地震の発生から約１時間で30cm
の津波が予想されていることから、高台にある高茶
屋市民センターを津波発生時の避難場所に設定して
います。訓練では、津波避難計画を作成する方法を
参加者に説明し、地図と付箋、ペンを持参して平成
28年４月に供用開始した津市防災物流施設(雲出地
区防災コミュニティーセンター)からグループに別れ
て出発します。高茶屋市民センターまでの距離は約
３kmあり、遠くまで避難することが困難な高齢者な
どの避難行動要支援者は、支援者とともに津波避難
ビルに指定されている津市防災物流施設に避難する
よう考えています。さらに避難行動要支援者につい

ては、平成28年
３月に津市避難行
動要支援者名簿が
提供されたことか
ら「見守りネット
支援グループ」を
立ち上げ勉強会を
開催し、組織の支
援体制や活動内容
などについて取り組みを進めているところです。
　また、遠くまで避難できる住民は、津波との遭遇
を避けるため、津波浸水想定区域からの避難ルート
をタウンウオッチングしながら、危険箇所や災害時
に使える施設などの情報を内容により色分けした大
きな地図を作成します。
　その他、これらの取り組みを次世代につなぐとと
もに、幼・少年期からの防災意識の高揚を図ること
を目的に、毎年小学生を対象とした防災事業を実施
しています。平成27年度は、津波避難計画作成訓練
を実施、平成28年度は、町内防災ハザードマップ作
成訓練を実施する予定です。
　私たちの住む伊倉津町から津波によって亡くなる
人が一人も出ないよう、訓練は今後も継続していき
たいと思っています。

 伊倉津町自主防災会　会長　近藤　仁

　修成地区は、海抜１～３m、さらに液状化が心配
される平地に位置しており、地震・津波災害に対し
ての立地条件は決して良くありません。自然災害の
大きさなど推し量ることはできませんし、想定を超
えることは大いにあり得ることでしょう。
　数年ほど前までは、災害に対する防災訓練といえ
ば、水消火器による初期消火訓練、バケツリレー、
防災啓発車による地震体験、煙体験、担架搬送訓
練、炊き出し訓練、応急手当て訓練を毎年繰り返し
実施してきました。
　しかし、東日本大震災を目の当たりにし、今まで
実施してきた訓練は、各自治会や自主防災会単位で
行うものであり、修成地区自主防災協議会として
は、津波浸水想定区域から高台に避難し、避難所運
営訓練を実施しなければならないことに気付きまし
た。そのため、地区役員等と協議を重ねた結果、賛
同を得ることができました。
　また、大規模災害においては、一人でも多くの命
を助けるため、避難所運営のみならず、災害弱者に
対する対策も同時に進めていかなければなりませ

ん。平成27年度修成地区津波避難訓練では、避難行
動要支援者の搬送を支援する内容を盛り込んで実施
しました。訓練の検証結果として、津波が来るまで
の約１時間では、助けることのできる人数に限りが
あり、たくさんの支援者が必要となることなど、今
後改善しなければならない数多くの課題を得ること
ができましたので、これを勉強の糧とし、月２回程
度勉強会を開催して、問題解決に向け取り組んでい
ます。
　いかなる立派な言動も、協力者がいない、参加者
がいないでは砂上の楼閣です。修成地区では、住民
が防災にもっと関心を持つにはどうしたらよいか、
そして自助を怠ったことで災害による人的、物的被
害が拡大し、家族が安全・安心から遠ざかってしま
うことに気付くにはどうしたらよいか、自主防災会
長が単年で替わらないようにするにはどうしたらよ
いかなど、身近な課題について日々議論を重ねてい
ます。
　防災に絶対安全はありませんが、日々の積み重ねが
大切です。これだけは忘れないでください。間違いな
く大規模災害は１日ずつ我々に近づいています。

 修成地区自主防災協議会　会長　渡邊　修三

津波避難計画作成訓練を継続して実施津波避難計画作成訓練を継続して実施

地区自主防災協議会と自主防災会の役割地区自主防災協議会と自主防災会の役割

活動紹介コーナー
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臨時福祉給付金

申請期間　９月26日■～来年1月31日■

平成28年度臨時福祉給付金平成28年度臨時福祉給付金 年金生活者等支援臨時福祉給付金
（障害・遺族年金受給者向け給付金）
年金生活者等支援臨時福祉給付金
（障害・遺族年金受給者向け給付金）　平成26年４月の消費税率の引き上げによる影響

を緩和するため、低所得者に対して、制度的な対
応を行うまでの間の、暫定的･臨時的な措置とし
て支給するものです。
支給対象者(次の全てを満たす人)
●平成28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)
●平成28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】
支給額
　支給対象者１人につき
3,000円

　「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所得の少ない障害基礎年金･遺
族基礎年金等の受給者を支援するため支給するも
のです。
支給対象者
　平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のう
ち、平成28年５月分の障害基礎年金･遺族基礎年
金等を受給している人
支給額
　支給対象者１人につき３万円

いずれも
申請書等の発送
　支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課
からの税のお知らせに同封し、９月26日(月)に
発送しました。
※申請書等が届いても、支給対象にならない場 
　合があります。
申請方法
　申請書等に同封の返信用封筒で提出してくだ
さい。

・平成28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28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被害者や、児童福祉施設に入所している児童などで、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カ月半後の振り込みになりますのでご了承ください。

注意事項

「臨時福祉給付金」を装った
振り込め詐欺や
個人情報の詐取に注意！

　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
専用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。

平成28年10月１日発行
津市臨時福祉給付金窓口

　229-3397　　229-3334

平成28年度臨時福祉給付金などの
申請をお忘れなく！

※当日消印有効月 火

！

津警察署　　213-0110   津南警察署　　254-0110



折り込み紙

臨時福祉給付金

あなたは支給対象者？

ここが知りたい！

問い合わせ

対象者診断チャート

臨時福祉給付金・年金生活者等支援臨時福祉給付金Q&A
Q 自分に市県民税が課税されているかどうかは、どうすれば分かりますか。
A 次の場合には基本的に市県民税が課税されています。
   ●自分の市県民税の納税通知書が届いている場合
   ●自分の給与支給明細書の「市県民税」の項目に課税額が記載されている場合
　●自分の給与や年金の収入が下表の非課税限度額以上の場合(控除内容などにより非課税限度額は変わ 
　　ります)

Q 基準日の翌日以降に津市へ転入しました。今回の給付金の申請はできますか。
A 平成28年１月２日以降に市外から転入した人については、平成28年１月１日現在で住民登録があった  
　市区町村へお問い合わせください。

※このチャートは一般的な場合を想定しています。

平成28年度分の市県民税が課税されましたか。

平成28年度分の市県民税が課税されている人に扶養されていますか。

生活保護を受けていますか。

平成28年５月分の障害基礎年金･遺族
基礎年金等を受給していますか。

平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)
の支給対象者となる可能性があります。

平成28年度臨時福祉給付金(3,000円)と
年金生活者等支援臨時福祉給付金(３万円)
の支給対象者となる可能性があります。

高齢者向け給付金(３万円)は受給しましたか。

単身
夫婦

夫婦子１人
夫婦子２人

65歳以上
65歳未満
65歳以上
65歳未満

96万5,000円
146万9,000円
187万9,999円
232万7,999円

支給対象では
ありません

スタート

はいはいはいはい

はいはいはいはい

いいえいいえいいえいいえ

いいえいいえいいえいいえ

いいえいいえいいえいいえ

はいはいはいはい

はいはいはいはい

いいえいいえいいえいいえ

いいえいいえいいえいいえ

区　分

給与所得者 公的年金等受給者
非課税限度額

（給与収入ベース）

単身

夫婦

151万5,000円
101万5,000円
201万9,000円
159万2,000円

区　分 非課税限度額
（年金収入ベース）

はいはいはいはい

津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤル【来年１月31日■まで】
　　229-3397(８時30分～17時15分)　※土・日曜日、祝・休日を除く
厚生労働省の相談窓口専用ダイヤル【来年３月31日■まで】
　　0570-037-192(９時～18時)
※12月18日(日)までは無休。12月19日(月)以降は土･日曜日、祝･休日を
　除く

火

金
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