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第28回市長対談

市長　まずは、松原のぶえさんをご紹介します。
「おんなの出船」でデビュー後、第21回日本
レコード大賞・新人賞をはじめ、さまざまな賞
を受賞し、ＮＨＫ紅白歌合戦には７回出場とい
う実力派歌手でいらっしゃいます。

山崎　すばらしい！
松原　とんでもございません。
市長　そして、山崎ていじさんは「昭和男唄」で
平成26年に第47回日本有線大賞・新人賞を受
賞し、津市を拠点に全国で活躍しておられま
す。実力派歌手のお二人に、津の新しい音頭
「津のまち音頭」を歌っていただき、本当にう
れしい限りです。今日は津まつりにお越しいた
だいて、この後、お二人にステージで歌ってい
ただきます。

山崎　楽しみですね。
松原　人前で披露するのは初めてです。
市長　一緒に踊りを披露する方々も今日はワクワ
クするとおっしゃっています。

  さて、山崎さん、この津まつり、いかがです
か。何度もご出演いただいていますね。

山崎　津まつりに出ることは、本当に楽しみで
す。何年か前に、ホノルルマラソンに出場した
際、後ろにゼッケンと自分のチラシを着けて

走ったんです。そうしたら、私を追い抜こうと
した女性に「山崎さんですよね、津まつりで見
ましたよ」と声を掛けていただいたんです。
市長　ホノルルで、ですか。
松原　すごいですね。
山崎　津まつりは全国から人が集まって、海外か
らも来られて本当に盛大なお祭りなのだと思い
ました。
市長　松原さんは初めての津まつりですね。どん
な印象ですか。
松原　大きなお祭りに行く機会があまりないので
すが、今回、音頭を歌ったことで参加できまし
た。とにかく皆さんが一体になって、笑顔でい
ることが何よりもすてきだと思いました。
市長　見ている人も笑顔、踊っている人も笑顔
と、皆さんが満面の笑みをたたえる、本当に素
晴らしいお祭りになったと私も思っています。
新しい津市の人口は28万人なのですが、１日
で23万人くらいの人出があります。
山崎　すごいですね。
松原　多くの人が参加しているのですね。
市長　新しい津のまち音頭が、どのように出来上
がったかといいますと、津市は10の市町村が合
併しました。津市、久居市、河芸町、芸濃町、
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10 地域みんなで踊れる
合併後の一体感を生む

TEIJI YAMAZAKINOBUE MATSUBARA
歌手 山崎ていじさん
本名：山﨑禎次
生年月日：昭和32年７月８日
出身地：島根県浜田市三隅町
血液型：Ｏ型
趣味：スポーツ観戦(ボクシン
グ・バスケットボール・相撲)

歌手 松原のぶえさん
本名：廣原伸恵
生年月日：昭和36年７月18日 
出身地：大分県中津市耶馬溪町
血液型：Ｏ型 
趣味：レコード鑑賞、アウトド
ア(キャンプ・釣り)

　美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、
美杉村の10市町村です。そうしますと、10の
地域それぞれで踊られている音頭があります。
例えば山崎さんが時々いらっしゃる美里地域で
は、美里音頭が今でも踊られています。私はひ
と夏で80回くらい盆踊りに参加しますが、合
併して10周年を迎えた津市には、皆さんで一
緒に踊っていただける音頭がない、という話に
なったのです。

松原　市長さんは大変ですね。
市長　松原さんのステージの数に比べれば少ない
と思いますが、それぞれの地域で踊る音頭が違
うわけです。私もいろいろな音頭をマスターし
たのですが、各地域の人が一緒に踊るとなる
と、意外と炭坑節になってしまったりします。

山崎　なるほど。
市長　これは市議会でも議論になりました。平成
21年ごろから、ぜひ合併後の一体感を作り上
げるために、みんなで踊れる音頭を作ってはど
うかという話が出ました。実際に平成25年ご
ろから検討が始まり、平成
26年５月に10の地域か
ら、踊りや伝統芸能、ロッ
ク、よさこい、いろいろな
分野の人が参加して、津のまち音頭を考える会
が発足しました。その後、津のまち音頭を考え
る会が市民アンケートなども行い、ちょうど合
併10周年の年に作ってみようという話になっ
たのです。そんな経緯を踏まえて、津市にゆか
りのある人に歌ってほしいという思いから、山
崎さんに声をお掛けしたのだと思うのですが、
いかがでしたか。

山崎　本当にうれしかったですね。そのお話をい
ただいたときに、ちょっと驚いたのですが、私
の今のマネジャーの祖父が、一番初めの津音頭
の発案者だったと聞かされたときに、これはご
縁があると、重みを感じずにはいられませんで

した。
市長　津音頭ができたのは、今から50年以上前
の昭和39年です。この津音頭を歌っているの
が、北島三郎さんと五月みどりさんで、当時、
北島さんはなんと28歳でした。
松原　お若いですね。
市長　松原さんは、北島三郎さんと親しくしてい
らっしゃるのですよね。
松原　師匠でしたから。

市長　その連想もあったのか
もしれませんが、ぜひ松原
のぶえさんと山崎ていじさ
んに歌っていただこうとい

うことになったのだと思います。作詞・作曲
の、たなかつとむさんは三重県にお住まいで、
日本ど真ん中祭りのテーマソングなども手掛け
ておられます。皆さん、本当にいろいろな議論
を重ねて、たくさんの時間を割いて作り上げら
れました。最初に少しポップ調で出来上がって
きたり、ゆっくりとした曲調で仕上がってきた
り、ギターや三味線を弾きながら作られたりと
みんなで創意工夫がこらされた歌なのです。お
二人がデュエットするのは初めてですか。
松原　初めてです。
山崎　いつデュエットできるのだろうと思ってい
ました。

第28回市長対談　歌手 松原のぶえさん　歌手 山崎ていじさん 
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独特の振り付けがアクセント
ノリが良く踊りやすいと好評

市長　この曲を聞いた時、レコーディングの時、
どんな感じでしたか。

松原　とてもノリが良く、本当に弾んでいる感じ
がするというのでしょうか。それぞれ旧市町村
の思いが歌詞の中に出てくるので、間違えない
ように、しっかり歌わなけ
ればいけないと思いました
し、明るくて、皆さんが笑
顔になれるような音頭だと
思いました。

市長　松原さんの明るい声が、本当に皆さん踊り
やすいとおっしゃっています。

松原　本当ですか。うれしいです。
市長　山崎さんはどうですか。
山崎　少し早口になるところがあり、そこの部分
が大変でした。でも、最後の「津ぅ津々浦々」
とか、ものすごくノリが良くて、昨日もフェ
ニックス通りで、市長とも踊りました。

市長　昨日は市民総踊りでした。いつもは津音頭
と高虎音頭を踊りますが、旧津市以外の人もた
くさん参加されています。その方々とも新しい
音頭はいいねっていう話になって、踊ってみま
した。いつの間にか山崎さんが、私の後ろで
踊っていましたね。
山崎　ものすごくノリノリなんですよ。
松原　山崎さんとも、レコーディングが終わっ
て、他のお仕事の現場で一緒になると「津ぅ
津々浦々」って、二人であいさつ代わりのよう
に歌っていましたよね。
市長　「津ぅ津々浦々」のところ、両手を合わせ
て斜め上に突き上げる振り付けが、とてもお気
に入りで、特に踊りをする人は、こういうアク
セントがいいんですかね。
山崎　珍しいですよね。こういう振り付けって。
松原　昔のゴーゴーのような感じですよね。
市長　ツイストの要素もありますね。
松原　いろんな踊りが交じっていますね。
市長　昨日、私より少し年上の方に「市長、もっ

とお尻を振って」と声を掛
けられました。
松原　振りが足りなかったの
ですね。

市長　この振り付けをしたのが西川千雅さんと
いって、日本舞踊五流派の一つ「西川流」の家
元です。もちろん古典舞踊から盆踊り、そして
ミュージカル、現代ダンスといろいろと手掛け
られています。松原さんも踊られましたか。
松原　まだ、踊っていないので今回ぜひ参加して
踊ってみたいと思います。
市長　山崎さんは踊ってみてどうですか。
山崎　これは覚えやすいですよ。
松原　可愛らしい踊りなのでお子さんも一緒に踊
れますね。大勢の皆さんが踊ってくださるとい
いですね。
山崎　いい感じで皆さん笑顔になっていましたよ
ね。それも最高！
市長　各世代の皆さんが踊れるということも、ポ
イントになったようで、あまりにもゆっくりす
ぎたり、速すぎたりすると、どちらかの世代が
踊れなくなってしまいます。これまでの津音頭
よりも、いろいろな振りが入っていて、少し難
しいという方もいますが、覚えたら楽しいとい
う方もいて、さまざまなご意見があります。で
も、昨日は少なくとも皆さんノリノリでした。
山崎　ノリノリで、２、３回目で完璧でした。
市長　踊っている方々から「市長、もう１回、お
　

第28回市長対談 

かず　まさ
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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。

地域の皆さんに育まれ
ずっと愛される音頭に

　願いだから津のまち音頭を掛けて」とアンコー
ルがかかりました。

山崎　よかったですね。
松原　うれしいですね。
市長　各地でだいぶ練習会をしました。盆踊り
は、先ほど80カ所とお話ししましたが、今
年、私の見たところ20カ所はもう津のまち音
頭が掛かっていて、これからもどんどん増えて
くると思います。北島三郎さん、五月みどりさ
んの津音頭は50年前のことですが、50年間
ずっと踊られている音頭です。ということは、
この津のまち音頭も、これから50年は歌い、
踊り継がれていくことになります。

松原　105歳になっちゃう。
山崎　私は90歳です。
松原　あれっ、おかしいですね。
市長　やはり踊りや音頭というものは、人々の手
によって、地域でずっと育っていくものだと思
います。曲が生まれて、素晴らしい二人の実力
派歌手に歌っていただいて、音になった。踊り
も素晴らしい振り付けをし
ていただいた。これからこ
の音頭、この踊りを津市民
みんなのものにしていくの
は、津市民自身です。地域の皆さんに愛される
音頭になればいいなと思います。

山崎　いいですね。
市長　ぜひ、松原さん、山崎さんからこの津のま
ち音頭について、津市民の皆さんにメッセージ
をお願いします。
松原　今回、ご縁をいただいて津のまち音頭を歌

わせていただくことになっ
て、すごくありがたい気持
ちでいっぱいです。たくさ
んの皆さんが踊ってくだ

さっているとお聞きして、本当に幸せだと感じ
ています。歌わせていただいたからには、10
年、20年、果ては50年、60年とたくさんの皆
さんに愛していただけたらうれしいと思います
し、私も事あるごとに宣伝していきたいと思い
ます。どうぞ皆さんもこれから何かあるたび
に、この歌を歌っていただき、また踊っていた
だけたらと思います。今回は、本当に皆さんと
ご縁をいただけたことをうれしく思います。あ
りがとうございます。
山崎　松原さんと同じ気持ちなんですけど、これ
からずっと受け継がれていくこの津のまち音頭
を歌わせていただくことになって、本当にうれ
しく思います。ぜひ、いろんな地域で歌って、
そして踊っていただいて、参加する皆さんがみ
んな笑顔になって、いつまでも元気に踊ってい
ただくことを、私も切に願っております。これ
からもどうぞよろしくお願いします。
市長　津の皆さんが津のまち音頭を歌い踊ってい
くと、どんどん笑顔になっていくと思います。
市民の皆さん、津のまち音頭をよろしくお願い
いたします。

第28回市長対談　歌手 松原のぶえさん　歌手 山崎ていじさん 
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　平成28年４月から、腹部輪番病院バックアップ体制が
構築されました。これは、救急搬送を受け入れた二次救急
輪番病院が緊急手術に対応できないとき、緊急開腹手術
が可能な他の医療機関がバックアップする仕組みです。
　病院への受け入れ照会回数を昨年と比較すると、３

回までの照会で受け入れが決定したものの割
合が、４ポイント改善されました。
　「動き出さない救急車問題」の解決に向けて
着実に前進しています。

消化器系病院照会件数(４月～８月)

平成27年 平成28年

340件
(91.9％)

395件
(95.9％)

30件
(8.1％)

17件
(4.1％)

340件
(91.9％)

395件
(95.9％)

30件
(8.1％)

17件
(4.1％)

　12誘導心電図伝送装置は、心臓を立体的に12の方向
から見て、より正確な心電図波形を救急現場から医療機
関に送信することができます。津市では、心疾患に対応
するため、平成19年から救急車への搭載を開始し、現
在13台全てに搭載されています。
　また、平成25年４月から３病院による循環器輪番シ
ステムを開始し、受け入れ体制を強化しました。

～「動き出さない救急車問題」の解決に向けて～

１～３回 ４回以上

１～３回の
割合が増加

４回以上の
割合は減少

津
市
の
救
急
救
命
率
向
上
へ
の
取
り
組
み

12誘導心電図

腹部輪番による救急体制を強化

全ての救急車に１２誘導心電図伝送装置を搭載

～治療完了までの時間短縮を実現～

循環器輪番Ａ病院の場合(平成27年)
心電図伝送件数

急性冠症候群（急性心筋梗塞）の
病院到着から治療完了までの平均時間

胸痛
発症

救急
搬送

病院
到着

心電図・
検査 

医師の
診断・処置

スタッフ
の招集 治療

胸痛
発症

救急搬送
病院
到着

検査・
処置 治療

▲

心電図伝送▲

医師の診断▲

スタッフの招集

システム
構築後

（平成25年４月～）

システム
構築前

心筋梗塞 発症

12誘導心電図伝送　17件
救急搬送

緊急血管内治療　13件
病院到着

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

36件 192件 375件 365件

平成24年 1時間34分

平成25年 56分

平成27年 1時間10分

システム構築前

システム構築後

13件中７件が
50分以内に
治療完了

最短46分で
治療完了

治療完了までの
時間が短縮！

広報 つ！　平成28年12月１日号6

病院到着から治療完了まで平均１時間10分

救急救命士
岡  珠理
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問い合わせ　救急課　　254－1603　　254－1607

症
例 処

置

　平成26年４月の救急救命士法改正により、救急救命士が行える処置範囲が拡大しまし
た。津市では平成26年５月17日から処置を実施し、平成28年９月末までに静脈路確保およ
び輸液を88件行い、ショック状態の進行を遅らせることができました。また、ブドウ糖溶
液の投与を29件行い、そのうち20件が救急車内または病院到着後に意識が回復しました。

　三重大学医学部附属病院救命救急センターへ設置した救急ワークステーションは、救急
救命士が病院実習を受けながら、救急要請があれば出動に対応するというもので、毎週火
曜日と水曜日の週２回、９時から18時まで運用しています。出動の際は、状況に応じて医
師も同乗し、救急隊への指示・指導および必要な救命処置を行っています。

救急ワークステーションを開始

～救急隊員のさらなる能力向上と、医師との連携を目指して～

救急救命士の処置範囲が拡大！～救える命をつなぐ～

三重大学医学部附属
病院で病院実習

救急要請発令！
病院から直接現場へ

医師の指示のもと
車内で応急処置

事例
【症例】76歳男性が、胸の苦しみを
訴えショック状態に

【結果】胸の苦しみが軽減し、病院到
着時にはショック症状は消失

【処置】
救命士による
静脈路確保と
輸液

静脈路確保

事例
【症例】63歳男性が、低血糖発作によ
り、呼び掛けに対する反応が鈍い

【結果】病院への搬送途中、意識が回
復し会話可能に

【処置】
救命士による
血糖測定およ
びブドウ糖の
投与 血糖測定

　低血糖が疑われる患者に対して、血
糖測定と低血糖を改善できるブドウ糖
溶液を投与できるように

　心臓や呼吸が止まった患者にしかで
きなかった静脈路確保が、心肺停止前の
患者に対しても行えるように

対象搬送者数 静脈路確保と輸液

147人 88件

血糖測定 静脈路確保 ブドウ糖投与 意識回復

263件
(低血糖51件) 29件 29件 20件

平成26年５月17日～平成28年９月末の実績

平成28年６月21日～９月末の実績

平成26年５月17日～平成28年９月末の実績

派遣 出動 医師同乗

４回 ０件 ０件

８回 ５件 ０件

10回 12件 ３件

８回 ９件 ４件

30回

６月

７月

８月

９月

計 26件 ７件

7広報 つ！　平成28年12月１日号

救急救命士
久保  顕也

救急救命士
富田  泰成



広報 つ！　平成28年12月１日号8

▼おさかなまつりin美杉 ▼津市農林水産物利用促進協議会▼農林水産まつり ▼獣害防護柵

7

▼津市農林水産物利用促進協議会の設立

▼津市広域獣害対策連絡協議会の設立

▼６次産業化を支援する新規農業ビジネス

チャレンジ支援事業を創設

▼水稲特定病害虫共同防除事業を開始

▼農林業就業促進対策事業補助事業を創設

▼第１回おさかなまつりin美杉を開催

▼わな猟免許取得費等補助、有害鳥獣

捕獲用檻設置費等補助事業を開始

▼有害鳥獣捕獲檻貸出事業を開始

▼第１回農林水産まつりを開催

▼獣害防護柵設置補助制度を創設

▼津市森林整備計画を策定

▼農地・水・環境保全向上対策による地域の共同活動を支援

▼地域獣害対策協議会が発足

H18 H19 H20 H21 H22 H23

農林水産部
編

　津市では、山から海まで豊かな自然環境の中で、特色ある農林水産物が生産されています。
　農林水産部では、１次産業の担い手の育成と生産基盤の整備を進めることで、農林水産業の振興を
図ってきました。
　農業については、農地の有効活用を促進し、多様な担い手の確保と育成、農産物の高付加価値化と地
産地消、深刻化する獣害への対応、農業基盤施設の維持整備などによる農業の振興と、家畜伝染病の予
防による食の安全・安心への取り組みを推進しています。
　また、林業においては、森林整備による二酸化炭素の吸収や保水能力など森林の持つ公益的機能の発
揮をはじめ、木材の生産から活用まで森林資源の循環利用による林業の振興を推進しています。
　そして、水産業は、漁港などの機能を向上するとともに、水産資源の保護育成に取り組むなど「つく
り、育て、とる」漁業を推進しています。
　今後は、市内産農林水産物の消費拡大による生産振興と、生産活動から生じる、水源のかん養、自然環
境の保全、良好な景観の形成、技術や知恵といった文化の伝承など、地域が持つ多面的機能の維持・発揮
により「強い農林水産業」「美しく活力のある農山漁村」の実現を目指します。



問い合わせ　農林水産政策課　　229－3171　　229－3168

9広報津１月１日号では「競艇事業部編」をお届けします

▼津市広域獣害対策連絡協議会 ▼就農相談窓口 ▼森林・木材利用促進フェア▼市民農業塾

▼農地集積・集約化を促進する農地中間管理事業に着手

▼就農相談窓口を設置

▼農村環境の保全・向上のため多面的機能支払交付金

事業に着手

▼WOOD JOB! 神去なあなあ日常記念館オープン

▼森林・木材利用促進フェアを開催

▼地域材を活用した木造個人住宅などを支援する木材

利用促進事業を開始

▼津北部漁港海岸堤防を整備するため地質調査を実施

▼三重白塚おさかな海岸通りマップを作成

▼津市農林水産物ブランド化推進品目

津ぶっこ13品を制定

▼農業における人と農地の問題を解決する

人・農地プランを作成

▼市民農業塾を開講

▼安濃ダムしゅんせつ事業に着手

▼間伐等の森林作業の効率化を図る高性能

林業機械の導入を支援

H24 H25 H26 H27

▼津市バイオマス産業都市構想認定

▼津市公共建築物等木材利用方針を策定

▼三重白塚おさかな
　海岸通りマップ▼津ぶっこマップ＆津ぶっこ13品

11
22
33

高齢化と後継者不足
による生産力の低迷

および生産基盤の老朽化

高齢化と後継者不足
による生産力の低迷

および生産基盤の老朽化

地域資源の荒廃化に
伴う多面的機能の低下

広域化する野生鳥獣
による農作物などへの

被害対策

地域資源の荒廃化に
伴う多面的機能の低下

広域化する野生鳥獣
による農作物などへの

被害対策

意欲ある担い手の
確保・育成と
経営基盤の強化
および生産基盤の

整備推進

意欲ある担い手の
確保・育成と
経営基盤の強化
および生産基盤の

整備推進 市民に寄り添った
獣害対策の推進

多面的機能の
発揮による
国土保全の

取り組みを推進

多面的機能の
発揮による
国土保全の

取り組みを推進
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◆津市文化奨励賞◆津市文化功労賞

　東京で文筆家として活躍して
いる氏が中心となり、平成27
年10月に「町の名もまた財産
である」を旗印に、日本でたっ
た一つの「げいのう」という地
名を前面に押し出し「芸濃町を

芸濃(げいこ)い町にする会」を発足させて、事務
局長に就任しました。
　東京の劇団を招き、地域の人々の演劇鑑賞の機
会創出や、地元の歴史や先人を題材にした作品を作
るなど地域の芸能文化の発展に取り組んでいます。

伊藤裕作さん(東京都新宿区)齋藤正和さん(三重郡菰野町)
しょうわ

　津が生んだ著名な漢学者で名
文家の津藩校第三代督学斎藤拙
堂の研究のため、民間企業を退
職後、大学院に入学して研究に
従事し、名古屋大学から拙堂研
究により学位(文学博士)を取得

するなど研究の成果は高い評価を受けています。
その成果を出版や講演会などで発表し、全国へ向
け発信するとともに「有造館ゼミナール」を主宰
して、「郷土文化」の普及活動など津市の文化振
興に寄与しています。

◆津市スポーツ奨励賞

　平成28年度津市文化功労賞・津市文化奨励賞・
津市スポーツ奨励賞の受賞者と津市教育功労者の
表彰式が、11月18日に行われました。受賞・表
彰された皆さんを紹介します。(受賞および表彰別
50音順)
津市文化功労賞…長年にわたり津市の文化の振興
に尽力し、その業績が顕著である個人や団体に
贈られる賞

津市文化奨励賞…津市の文化の振興に寄与し、そ
の業績が顕著で今後一層の活躍が期待される個
人や団体に贈られる賞
津市スポーツ奨励賞…津市のスポーツの振興に寄
与し、その功績が顕著で今後一層の活躍が期待
される個人や団体に贈られる賞
津市教育功労者…長年にわたり津市の教育の振興
発展に貢献した個人や団体を表彰

　大学時代に弓道を始め、昨年９月に国民体育大会弓道競技会成年女子遠的競技
(団体)で優勝という輝かしい成績を収めています。仕事と競技との両立に努力
し、さらに昇段するため鍛錬を重ね、今後も全国大会に出場し活躍できる選手に
なることを目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

大市奈穂子さん(一志町高野)

　５歳からソフトテニスを始め、今年７月に全日本小学生ソフトテニス選手権大
会男子ダブルスで優勝するなど、数々の輝かしい成績を収めています。その結
果、今年度のナショナルチームのメンバーに選ばれました。けがをしないように
毎日練習に励み、ジュニアオリンピックカップ大会での上位を目指し、次年度の
メンバー入りを目標とするなど、今後一層の活躍が期待されます。

菊山太陽さん(垂水)

文化・スポーツ・教育の振興に
貢献された皆さんを表彰

問い合わせ　文化振興課　Ｔ229－3250　Ｆ229－3247　スポーツ振興課　Ｔ229－3254　Ｆ229－3247
　　　　　　教委教育総務課　Ｔ229－3292　Ｆ229－3332
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小川智さん(桜橋二丁目)
　津ユネスコ協会会長として２
年間、理事として22年間の長き
にわたり活動し、同協会主催の
「世界寺子屋運動パネル展」の
市内開催や書き損じはがき回
収による途上国への教育支援
活動を展開しました。また、「子
どもユネスコの集い」による外
国人留学生と小・中学生の国際
交流、国際理解教育活動にも尽
力し、ユネスコ活動に多大な貢
献をしました。

駒田慶一さん(芸濃町林)おはなしグループ｢ききゅう船｣
(久居野村町)

　おはなしを語り・聞き・伝え
ることを目的としたボランティ
アグループとして、平成２年６
月に創立後、主に津地域で20
年以上にわたり活動していま
す。毎月１回の津図書館でのお
はなし会をはじめ、三重県立図
書館や津市内の幼稚園・小学校
などで活動し、おはなしの面白
さを広め、読書活動の推進に貢
献しています。

◆津市教育功労者

　昭和41年４月から平成22年
３月まで明幼稚園、明小学校
の園医・学校医として、昭和
54年４月から平成19年３月ま
で雲林院小学校の学校医とし
て、44年にわたり園児・児童
の健康診断、健康相談、保健
管理などに従事しました。園
児・児童の心と体の健康課題
に対して適切な指導・助言を
行い、学校保健活動に多大な
貢献をしました。

　５歳から空手道を始め、今年６月に東アジアジュニア＆カデット空手道選手権
大会カデット男子形の部で優勝するなど数々の輝かしい成績を収めています。
日々鍛錬に励み、今後もアジア大会で優勝すること、高校生としても全国制覇す
ること、そしてオリンピックで金メダルを獲得することを目標とするなど、今後
一層の活躍が期待されます。

　19年前からペタンクを始め、今年５月に国際ペタンク大会日本代表選考会男子
の部で優勝するなど数多くの優秀な成績を収めています。日々練習に励み、休日
は各地の大会へ出場するなど、ペタンクを通じてできた全国の仲間とともにペタ
ンクを楽しみながら、競技の普及推進を行うことを目標とするなど、今後一層の
活躍が期待されます。

　３歳からレスリングを始め、今年７月に全国少年少女レスリング選手権大会小
学生女子の部６年40kg級で優勝するなど数多くの輝かしい成績を収めていま
す。吉田沙保里選手が所属していたレスリング教室で毎日練習に励み、オリン
ピックに出場し金メダルを取りたいと強い思いを抱くなど、今後一層の活躍が期
待されます。

森川晴凪さん(一志町高野)

松田浩一さん(神戸)

舟田葵さん(河芸町一色)

は る な

さとし



1
TSU NEWS

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

リオ2016パラリンピック競技大会で入賞

前川楓選手 津市スポーツ栄誉賞表彰式

広報 つ！　平成28年12月１日号12

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

問い合わせ　スポーツ振興課　　229-3254　　229-3247

　友だちや家族、お子さんに喜ばれること間違い
なし！男性も気軽にご参加ください。
と　き　12月22日、来年１月12日・26日、２月
９日・23日いずれも木曜日18時30分～20時
30分

ところ　津リージョンプラザ
　２階栄養指導室
定　員　抽選20人
費　用　3,500円
持ち物　筆記用具、エプロン、
　持ち帰り容器、布巾

　初心者大歓迎！小銭入れや名刺入れなど、希望
のオリジナルレザー小物が作れます。
と　き　12月26日、来年１月16日・30日、２月
６日・20日いずれも月曜日18時45分～20時45分

ところ　サン・ワーク津
定　員　抽選10人
費　用　3,000円(追加負担
　が必要になる場合あり)
持ち物　筆記用具、古タオ
　ル、定規

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　※参加費は講座初回日に集めます。
締め切り　12月15日(木)

　リオ2016パラリン
ピック競技大会で陸上競
技に出場し、女子走り幅
跳び(Ｔ42)で第４位、女
子100ｍ(Ｔ42)で第７位
に入賞した前川楓選手に
対し、市民に感動と勇
気、夢・希望を与え、ス
ポーツの振興と元気な津
市づくりに貢献した功績
をたたえ11月７日に津
市スポーツ栄誉賞を贈り
ました。

全５回の短期講座です。仲間づくりや趣味への第一歩にご活用ください。

　正月らしい和風アレンジか
ら、バレンタインに合うかわ
いいアレンジまで、イベント
に合わせて自分だけのすてき
な作品を作りましょう。
と　き　12月21日(水)、来
年１月６日(金)・20日(金)、
２月３日(金)・17日(金)18
時45分～20時45分
ところ　サン・ワーク津
定　員　抽選10人
費　用　１万円
持ち物　筆記用具、はさみ、新聞、ごみ袋、持ち
帰り袋

飾り巻き寿司講座 フラワーアレンジメント＆プリザーブドフラワー講座

レザークラフト講座
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3
TSU NEWS 給与支払報告書の総括表を送付

事業主の皆さんへ

4
TSU NEWS 平成29年津市消防出初式

ちびっこ集まれ！！

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

問い合わせ　消防団統括室　　254－1602　　256－7755

　平成29年度(平成28年分)給与支払報告書の総
括表を12月上旬に各事業所に発送します。平成
28年分の給与支払報告書と一緒に、来年１月20
日(金)までの提出にご協力をお願いします。総括
表が届いていない場合や紛失した場合は市民税課
へご連絡ください。
　給与支払報告書には平成29年提出分からマイナ
ンバー(法人番号・個人番号)の記載が必要になりま
す。個人事業主は「給与支払者の個人番号又は法
人番号」の欄に個人番号を記載し、本人確認書類
(個人番号カードなど)の写しを添付してください。
※詳しくは総括表と同封の「個人事業主の皆様へ」
　のチラシを参照してください。

1  8 9:00~12:00

内　容
●式典
●ちびっこ消防隊行進、消防分列行進(子ども消防隊長参加・消防音
楽隊演奏)、木遣り披露
●各種体験コーナー(はしご車・煙体験・救急法・子ども防火衣を着
ての写真撮影会)
●ちびっこ消防隊放水、消防操法訓練、一斉放水

日

必ず個人住民税の特別徴収を

河芸公民館・河芸第２グラウンド一帯
来
年

子ども消防隊長募集！

　消防出初式で消防車に乗って
行進しよう！今回は消防団車両
にも乗ることができます。
対　象　市内に在住の６～10歳
定　員　抽選17人程度
申し込み　電話またはファクス
で消防団統括室へ
申込期間　12月５日(月)～９日
(金)

エルタックス

※駐車場は河芸保健センターまたは市河芸庁舎前、市河芸庁舎西の駐車場を
ご利用ください。
※当日は、河芸公民館西側道路(河芸公民館南側から市河芸庁舎まで)の通行
規制を実施します。また、河芸図書館は通常通り開館しますが、お越しの
際は誘導員の指示に従ってください。

マイナンバーの記載が必要に

　給与所得者の個人住民税(個人市町村民税・個
人県民税)は、事業主が給与から特別徴収(引き去
り)して、給与所得者に代わって市町村に納入す

　普通徴収にする場合は、給与支払報告書を提出
するときに、仕切り紙(退職者用)または個人住民
税普通徴収への切替理由書を添付してください。
eLTAXまたは光ディスクなどで給与支払報告書
を提出する場合は、摘要欄に「理由　(または　、
　、　)」と入力し「普通徴収」欄にチェックを
入れてください。

ることとされています。パート・アルバイト・期
限付雇用の従業員を含む全ての従業員が対象で
す。
　ただし、退職者と次の　～　に該当する場合
は、普通徴収に切り替えることができます。

　乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
　給与が支給されない月がある
　事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの
　場合に限る)
　退職予定者(５月末までに退職予定の人)

や



○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12月１日号14

昨年の様子 紺野美沙子さん

昨年の様子

津リージョンプラザ
　229－3300　　229－3344

津リージョンプラザ内施設
改修工事

環境保全課
　229－3398　　229－3354

空き家の譲渡所得の
3,000万円特別控除

収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

南長野イルミネーション
ファンタジー2016

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510　　266－2522

Geino Xmas 2016 18th

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

Cafe HONOBUONO

人権課
　229－3165　　229－3366

津市人権講演会

お知らせ

イベント
カ フ  ェ　　　　　ほ　　の　　ぼ　　～　　の

　第３期の納期限は12月26日
(月)です。忘れずに最寄りの金
融機関または郵便局、コンビニ
から納めてください。
　口座振替を利用すると、納め
る手間や納め忘れがなく便利で
す。今手続きをすると、第４期
からの口座振替になります。

　津リージョンプラザでは、施設
をより安全に快適に利用してい
ただくため、来年２月１日(水)
～３月10日(金)に館内中央エレ
ベーターの改修工事を行います。
工事期間中、エレベーターは利
用できません。また、お城ホー
ルは舞台音響設備等の改修のた
め、来年２月１日(水)～14日
(火)の間休館します。ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協
力をお願いします。

　平成28年４月１日～平成31年
12月31日の間で、相続時から３
年を経過する日の属する年の12
月31日までに、被相続人が居住
していた昭和56年５月31日以前
に建築された家屋(耐震性のない
場合は耐震リフォームをしたも
のに限り、その敷地を含む)また
は取り壊し後の土地を譲渡した
場合には、当該家屋または土地
の譲渡所得から3,000万円が特
別控除されます。詳しくは税務
署へお問い合わせください。

　中心市街地の活性化につなげよ
うと、三重短期大学と三重大学の
学生が企画・運営するコラボカフェ
が１日限定でオープンします。
と　き　12月18日(日)11時～16時
ところ　街の駅だいもん(大門大
通り商店街内)

と　き　12月３日(土)～来年１
月15日(日)17時～22時
ところ　南長野生活改善センター

ところ　芸濃総合文化センター
▶ペットボトルツリー、イルミ
ネーションの点灯式
と　き　12月18日(日)16時30
分～
点灯期間　12月18日(日)～25日
(日)18時～21時(25日は19時
まで)
▶クリスマスコンサート
と　き　12月23日(金・祝)17時～
▶メーンイベント
と　き　12月25日(日)13時～　
内　容　キッズステージ、電飾
カーパレード、光と花火の
ファンタジーなど

と　き　来年１月14日(土)13時
30分～(13時開場)
ところ　津リージョンプラザお
城ホール
内　容　第１部…人権ポスター・
人権標語の表彰、人権作文の
発表、第２部…紺野美沙子さ
んによる講演「今、私たちにで
きること～女優業のこと、家
庭のこと、そして親善大使の
こと」　※手話通訳あり
定　員　先着600人　※入場者
にパンジーの苗をプレゼント
※当日12時～16時30分に津リー
　ジョンプラザ
　３階生活情報
　センターで人権
　ポスターや原
　爆パネルの展
　示も行います。

●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、Ｔ
229-3167)

休日納付相談・
納付窓口

12月18日■
９：00～16：00

日



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

広報 つ！　平成28年12月１日号 15

募　　集

白山総合文化センター
　262－5893　　262－5445

～ようこそ森の劇場へ～

人事課
　229－3106　　229－3347

津市育休代替任期付職員

財産管理課
　229－3126　　229－3444

津市公共施設等総合管理
計画案パブリックコメント

健康づくり課
　229－3310　　229－3287

津市第３次健康づくり計画案
パブリックコメント

　自分を見つめ直す機会となる
ような芸術経験プログラムが来
年の夏から白山総合文化セン
ターで始まります。今回はそれ
に向けたプレゼンテーション公
演です。
と　き　12月25日(日)12時30分～
ところ　白山総合文化センター
しらさぎホール

▶第１部 12時30分～
●舞台「コノ村『山神』伝」　
脚本：西田久光　演出：山本賢司
出演：津市民特別メンバー

●舞台「せかいのはてってどこ
ですか？～バレエで描く飛び
出す紙芝居～」

　出演：ポプラモダンバレエスクール
▶第２部 13時40分～
舞台上座談会「津市ではじまった
『地域に活きる劇場づくり』官民
協働事業の可能性」
出演(予定)：前葉泰幸(津市長)、中
川幾郎さん(帝塚山大学名誉教
授)、太宰久夫さん(玉川大学芸術
学部教授)、後藤洋子さん(三重大
学教育学部教授)、市民代表
定　員　各400人
申し込み　整理券を白山総合文
化センター窓口で配布　※ファ

クスまたはＥメールで予約できま
す。詳しくは白山総合文化セン
ターへお問い合わせください。

　育児休業を取得する職員の代わ
りに勤務する任期付職員を募集し
ます。職務内容・勤務条件などは、
原則として正規職員と同じです。
募集職種　事務職、技術職(建
築)、保育士、保健師、技能員
(調理員)、幼稚園教諭
任用期間　育児休業を取得する
職員の育児休業期間内(最長３
年間)
採用方法　平成29年４月１日か
ら平成34年３月31日までの５
年間採用候補者名簿に記載さ
れ、職員の育児休業の状況な
どに応じて採用されます。
受付期間　12月１日(木)～21日(水)
※申込方法や受験資格など、詳
しくは津市ホームページ、また
は人事課・各総合支所地域振興
課などで配
布する受験
案内をご覧
ください。

　津市公共施設等総合管理計画
案のパブリックコメントを募集
します。
募集期間　12月５日(月)～来年
１月10日(火)必着
閲覧場所　財産管理課、総務課
情報公開室、各総合支所地域
振興課、津市ホームページ
提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで財産管理
課(〒514-8611 住所不要、　
　229-3125@city.tsu.lg.jp)へ

　津市第３次健康づくり計画案の
パブリックコメントを募集します。
募集期間　12月５日(月)～来年
１月10日(火)必着
閲覧場所　健康づくり課、総務
課情報公開室、各保健セン
ター、津市ホームページ
提出方法　直接窓口または郵
送、ファクス、Ｅメールで健
康づくり課(〒514-8611 住所
不要、　229-3310@city.tsu.
　lg.jp)へ

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

　津市へのＵターン・Ｉターン・Ｊターン就職を希望する人に奨励金を交付しています。平成28年
４月１日から平成29年３月31日までに行う就職活動が対象です。就職活動中のご家族やお知り合
いの人へ、ぜひお伝えください。

ＵＩＪターン就職奨励金のご利用を市内企業等に就職を希望する皆さんへ

名　称 内　容 支給金額 申請期限 津市ホームページ
ＱＲコード

ふるさと就職
活動応援
奨励金

県外に住む津市出身者が、津市に主たる事務所（本
社・本店）を有する企業（※）への就職活動（津市内
で行われる説明会・筆記試験・面接試験）の際に掛
かる交通費を交付

上限５万円
（往復分）

就職活動を行っ
た日から90日以
内（平成29年３
月31日まで)

ふるさと就職
新生活応援
奨励金

津市に主たる事務所（本社・本店）を有する企業（※）
に就職が決定（内定）し、津市へ転入した人が、新
生活を始める際に掛かる費用の一部を交付

５万円
内定後90日以内
（平成29年３月
31日まで）

※医療法人・学校法人・社会福祉法人を含む。官公庁などへの就職活動は対象外



広報 つ！　平成28年12月１日号16

　地域住民や消防団、美里分署などから約250人が
参加した美里地域防災訓練。初期消火訓練や煙体
験、AEDを使った心肺蘇生法などを通して、防災の
大切さを学びました。

バッチリ！消火ＯＫ！！
10月16日 　高宮小学校

みんなで登ると楽しいね
10月１日　経ヶ峰

　子どもみこしなど楽しい企画いっぱいの久居まつ
り。ハロウィンパレードでは、思い思いのコスチューム
に身を包んだ皆さんが地域を練り歩きました。

　錫杖湖畔秋のウオーキングが開催され、参加者はク
イズにチャレンジしながら、旧雲林院小学校から河内
渓谷や錫杖湖畔を巡る６kmのコースを歩きました。

秋の湖畔をウオーキング
10月23日 　錫杖湖周辺

　絶好の運動会日和となった河芸体育祭。幼児から高
齢者まで幅広い年代が参加できるさまざまな競技が行
われ、大きな声援や笑い声が響き渡りました。

歓声飛び交う運動場
10月16日 　河芸第１グラウンド

トリック オア トリート！
10月23日 　久居二ノ町・緑の風公園

　ガイドの案内のもと行われた経ヶ
峰ハイキング。自然に触れ合う楽し
い一日になったよ！ アンちゃんとノンちゃん



広報 つ！　平成28年12月１日号 17

　白山町老人クラブ連合会による文化作品展が開催
され、会場には素晴らしい作品の数々がずらりと並
びました。

　県指定文化財「くり抜き家形石棺」がある延命寺などを
巡る「名松線で巡る一志・白山・美杉のいいとこ発見！」。か
つてのにぎわいに思いをはせながら街道を歩きました。

秋風を感じながら
10月2日　とことめの里一志～初瀬街道ぼたん峠

　美杉地域防災訓練に地域住民と美杉小学校児童ら約
250人が参加し、高圧発電機車の説明を聞いたり、避難所
運営のリーダー研修を受けたり、熱心に取り組みました。

いざという時に備えて
10月16日 　美杉小学校

　香良洲町民体育祭が開催されました。たくさんの
人が参加し、晴天のもと汗を流しながら、爽やかな
一日を楽しみました。

見て見て速いでしょう！！
10月16日 　香良洲小学校

安濃津丸、出発！
10月８・９日　お城西公園周辺

名作・名画・名品ずらり！
９月28日～30日 　市白山庁舎

　安濃津よさこいや大パレードで
熱気に包まれた県内最大級のイベ
ント、津まつり。８日は約４万
人、９日は約26万5,000人が詰め
掛け、各会場が盛り上がったよ。

ゴーちゃん



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

広報 つ！　平成28年12月１日号18

昨年の物産販売の様子

募　　集

イベント

アイシングクッキー
作り

アロマリップクリー
ム作り

プラバンで干支キー
ホルダー作り

ジェルクラフト作り
バスソルト作り
デコスイーツ作り
キャンドル作り

23日（金・祝）

24日㈯
25日㈰
26日㈪
27日㈫

28日㈬

29日㈭

とき
（12月） 内　容 定員

（先着）

40人

30人
30人
40人
40人

40人

50人

クリスマスワークショップ
㏌津なぎさまち
　津なぎさまちでクリスマスな
ど季節にちなんだ手作り体験イ
ベントに参加しませんか。
　いずれも15時～19時

※当日受け付け、定員になり次
　第終了
　津なぎさまち内旅客船ターミ
ナル交流広場　※イベント用駐
車場には限りがありますので、
乗り合わせでご来場いただくか、
公共交通機関をご利用ください。
　津なぎさまちイメージアップ
事業実行委員会事務局(交通政策
課内、　229－3180)

海山物大集合！！
おさかなまつりin美杉
　12月17日(土)10時～14時　
　道の駅美杉　　津の海の幸と
山の幸を一堂に集めた物産販売、
海の幸試食コーナーなど
　美杉地域産物加工販売施設運
営協議会事務局(美杉総合支所地
域振興課内、　272－8085)

三重県学生奨学金返還支援事業
助成金
　若者の県内定着を促進するた
め、県内の条件不利地域への居住
などを条件に、大学生などの奨
学金返還額の一部を助成します。
　大学院・大学・短期大学・高
等専門学校・専門学校の最終学
年の１年前の学年以上の在学生
で就職先が決まっておらず、卒
業後に県内の条件不利地域への
定住を希望する人(その他条件あ
り)　※詳しくは県ホームページ
をご覧ください。
　来年１月10日(火)までに三重県
戦略企画総務課(　224－2009)へ

介護有資格者等再就業促進研修
　再び介護現場で仕事をするた
めに、介護知識や技術を再学習
します。
　来年１月18日(水)・27日(金)
(他に２日間施設演習あり)　　
県文化会館２階大会議室(県総合
文化センター内)、県内福祉施設
　介護福祉士国家資格保有者、
介護職員初任者研修等修了者で、
現在、福祉・介護の仕事をして
いない人　　30人　
　電話で、または受講申込書を
記入し郵送、ファクスで三重県福
祉人材センター(〒514-8552 桜
橋二丁目131、　227－5160、　
222－0170)へ

クリスマスお菓子作り教室
　ドイツの
クリスマス
菓子を作り
ませんか。
　12月23日(金・祝)13時30分～
16時　　県男女共同参画センター
フレンテみえ生活工房(県総合文
化センター内)　　クッキー、シュ
トレン　　小学生以上　※小学

生は保護者同伴　　　30人　　
600円(小学生は300円)
　12月６日(火)～13日(火)に三
重日独協会(　232－0594)へ

熟年男女のふれ合い・お話の会
　気の合う人(仲間)を探し、お
互いに支え合い、残りの人生活
気を持って過ごしましょう。
　12月23日(金・祝)13時～16時
30分　　ポルタ久居２階交流活
動室Ｃ　　50～75歳の人で配偶
者のいない人　　40人　　1,000
円　※詳しくはＥメール(　fuji
077@yahoo.co.jp)でお問い合
わせください。
　久居シルバーサークル担当(　
080－3623－4966)

第５回こいしろの里水泳大会
　12月18日(日)10時～11時30
分、13時～14時30分　　ＪＳ
Ｓスイミングスクール松阪(松阪
市)　　知的に障がいのある人　
　　各20人　　500円
　12月11日(日)までに障害者支
援施設こいしろの里(　0598－
28－4835)へ

世界に繋がる海ＩＮ2016　第４回
イベント「もうすぐクリスマス、遊ん
で学ぼう商船学校の歴史と船と海」
　12月10日(土)10時～15時30分
　鳥羽商船高等専門学校(鳥羽市)
　操船シミュレーターでの大型船
操船体験、エンジンの発停体験
など　※昼食、飲料水、保険付
　小学５年生～中学生　　50人
　12月８日(木)までにファクス
またはＥメールで故郷の海を愛
する会(　0599－25－8128、　
umiwoaisurukai@yahoo.co.jp)へ
　同会(　0599－25－8045)

津なぎさまち│

三重県学生奨学金返還支援│



　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12月１日号 19

年末年始の営業時間・休業のお知らせ年末年始の営業時間・休業のお知らせ

プール以外
の施設

歩行用
温水プール

12月21日㈬～28日㈬

休業

営業

休業

営業

12月29日㈭～１月３日㈫

１月４日㈬・５日㈭

１月２日（月・休）

１月３日㈫

１月４日㈬

１月５日㈭

１月６日㈮

温泉施設 プールなど

通常営業10時～21時
(入館は20時30分まで)通常営業10時～21時

(入館受け付けは
20時まで)

通常営業10時～21時
(入館受け付けは
20時30分まで)

通常営業10時～21時
(入館受け付けは
20時30分まで)

10時～18時
(入館受け付けは
17時まで)

休業 休業

休業

休業

休業

10時～17時30分
(入館受け付けは
17時まで)

体育室・健康
トレーニング室屋内プール

12月16日㈮～28日㈬

休業

営業

休業

営業

12月29日㈭～１月３日㈫

12月29日㈭～来
年１月１日（日・祝）

１月４日㈬～９日（月・祝）

榊原自然の森
温泉保養館 湯の瀬
　252－1800

あのう温泉
　268－5678

一志温泉
やすらぎの湯
　295－0118

津市民プール（　237－0656）

美里保健センター運動施設（　279－3550）

津市消費生活
センター

健　　康

無料相談

転倒予防教室
　12月22日(木)10時～11時30分
　津センターパレス地下１階市民
オープンステージ　　講話「これ
だけは知っておきたい薬の常識」
と転倒予防体操　※要約筆記あ
り　　市内に在住の60歳以上　
　80人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)へ

三重県医師会健康教育講演会
　12月15日(木)14時～16時　
　三重県医師会館(桜橋二丁目)
　眼科検診に関する講演、健康
体操、栄養相談など
　同会事務局(　228－3822)へ

三重中央医療センター附属
三重中央看護学校
平成29年度一般入学生
　試験日来年１月12日(木)
　12月５日(月)～来年１月５日
(木)に願書を同校へ(必着)　※募
集要項・願書の請求は、電話また
はファクス、Ｅメールで「募集要項
請求」と明記し、住所、氏名、電話番
号を同校(　259－1177、　259－
1170、　miechuo@ztv.ne.jp)へ

第２回県民健康公開講座
　12月18日(日)13時30分～15
時30分　　三重県鍼灸会館２階
(栄町二丁目)　　芦田梨恵さん
(めぐみ治療室院長)による「ス
ポーツに最適な鍼灸マッサージ」
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)

弁護士による法律相談(面談)
　12月26日、来年１月23日いず
れも月曜日10時～12時、13時
～15時　　市本庁舎３階相談室
　女性　　　各日８人(予約優先、
相談時間は１人30分以内)
　12月21日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日(祝・休日、年
末年始は除く)　※相談時間はお
問い合わせください　　三重弁
護士会館(中央)　　交通事故に
関する相談(面談)
　毎週月～金曜日９時～17時に
同弁護士会(　228－2232)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)

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)

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)　　離婚協議書、
遺言書、各種契約書などの作成
や許認可などの申請書類の作成、
提出手続代理などに関すること
　同行政書士会(　226－3137)へ

しん きゅう
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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

Mayor’s Column

津市長　前葉　泰幸

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

命を救う
～進化する救急搬送～

　救急医療において、救急車内での的確な処置と
医療機関への迅速な搬送は命に直結する最重要課
題です。
　津市では、命を救うための準備や処置を一刻も
早く始めるしくみが、専門医師と医療関係者の献
身的なご尽力により構築されてきています。
　津市のすべての救急車に心電図を搬送先の病院
に伝送するシステムを導入したのは平成25年秋の
ことです。受け入れ先として3つの病院(三重大学
病院、三重中央医療センター、永井病院)が循環器
の輪番体制を整えてくださいました。日本人の死
亡原因は心疾患がガンに次ぐ第２位であり、その
多くを占めるのが心筋梗塞です。血管が突然詰ま
り心臓の筋肉が急速に壊死していくため、発症か
ら血流再開までの時間が生死に直結します。心筋
梗塞の診断に優れた12誘導心電図などのデータを
救急車側と病院側がリアルタイムで共有すること
により、専門医は緊急治療の要否を判断して受け
入れ準備を進めることができます。県内では唯一
津市のみの取り組みですが、病院到着から治療完
了までの時間は30分程度短縮され、重症化の防止
と救命率の向上につながることを実証する結果が
出ています。
　たとえ深夜であっても必ず緊急開腹手術ができ
る体制も新たに構築されました。今年４月より４
病院(三重大学病院、三重中央医療センター、遠山
病院、永井病院)が専門医師を確保し当番の二次救
急病院をバックアップしています。当番病院が虫
垂炎や消化管穿孔など緊急開腹手術が必要な患者
に対応できる状況にない場合、救急車は患者を緊

急開腹手術ができる医師が待機する病院へと搬送
します。
　さらに、多くの医療機関が休診となり救急搬送
が増加する土曜日午後からの時間帯(14時～22時)
にも４病院(遠山病院、武内病院、吉田クリニッ
ク、榊原温泉病院)のご協力のもと二次救急病院を
補完する輪番体制を10月に創設するなど、津市の
救急医療の課題解決に向けた取り組みを進めてい
ます。
　初期の救急救命処置も、より迅速で効果的に実
施できるよう進化しています。傷病者のもとに駆
けつけた救急救命士が医師の指示のもとに行うこ
とができる特定行為と呼ばれる処置は、従来、心
肺機能停止後に限られていました。平成24年、処
置範囲を拡大する実証研究が行われることになっ
た際、率先して応募した津市消防は、全国39の対
象地域に選ばれました。平成26年、救急救命士法
が改正されると、津市では三重県内他地域に先駆
け運用を開始し、特別な訓練を受けた救急救命士
が医師の指示のもとで糖尿病など低血糖による意
識障害が疑われる場合にはブドウ糖溶液を投与
し、重度傷病者に対しては心肺停止前の静脈路の
確保や輸液を行っています。以来、搬送途中に意
識が改善した、後遺症なく退院できたなどといっ
た奏功事例が数多く報告されており、隊員の救急
救命への熱意が数字にも表れてきています。
　今年６月からは、救急隊員の再教育病院実習の
一環として、三重大学医学部附属病院救命救急セ
ンターに高規格の救急車と救急救命士３名を派遣
し、医師が同乗して出動することもできる救急
ワークステーションを開始しました。救急救命士
のさらなる知識と技術の向上はもとより、医療ス
タッフと救急隊との信頼関係を構築することで、
救急現場におけるスムーズな連携を目指します。
　これからも、地域医療を支える関係者のご協力
のもと、命を救うためのより高度な救急搬送体制
を整えてまいります。

　ミッキー＆ミニーマウ
　ス来訪…10月７日
　市長室で、３年ぶりにミ
ッキーと再会。東京ディズ
ニーシー開園15周年記念
パレードが津まつりに華
を添え、子どもたちの笑顔
がはじけました。

　全国歴史研究会「第32回全国大会 美し国三重・
　津大会」(ホテルグリーンパーク津)…10月21日
　県内初となる全国大会
が、３日間の日程で開催さ
れました。全国から会員が
集い、三重の歴史を通じて、
津市の魅力をPRする絶好
の機会となりました。



折り込み紙

今年度から軽自動車税の
税率を変更しています

原動機付自転車・二輪車・
小型特殊自動車

三輪・四輪以上の軽自動車

　私の軽自動車（乗用・自家用）は、初度検査年
月が平成16年３月です。29年度の軽自動車税は
いくらになりますか？

　初度検査年月が平成28年８月ですね。平成27
年４月１日以後に最初の新規検査を受けた車両の
税率は、10,800円です。
　ただし、自動車検査証の備考欄に「平成32年度
燃費基準20％向上達成車」と記載されていれば
5,400円、「平成32年度燃費基準達成車」と記載
されていれば8,100円に軽減されます。この軽減
は29年度分に限るもので、30年度からは10,800
円の税率が適用されますので、ご注意ください。

　初度検査年月日から13年を経過した車両につ
いては、12,900円です。

車種区分

三　輪
営業用
自家用
営業用
自家用

軽
自
動
車

四
輪
以
上

乗
用

貨
物

税率（年税額）
　
平成27年３
月31日まで
に最初の新
規検査をし
た車両

　
平成27年４
月１日以降
に最初の新
規検査をし
た車両

　
最初の新規
検査から13
年を経過し
た車両

税率（年税額）

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

軽自動車 3,600円

2,400円

5,900円

6,000円

二輪(125㏄超250㏄以下)

小型特殊
自動車

農耕用

その他

二輪小型自動車(250㏄超)

車種区分

原動機付
自転車

第１種(50㏄以下)

第２種乙(50㏄超90㏄以下)

第２種甲(90㏄超125㏄以下)

ミニカー 　８月に軽自動車（乗用・自家用）を新車に買い
替えました。今年の５月には前の車の軽自動車
税7,200円を納付したのですが、来年の５月に納
付する軽自動車税は、いくらですか？

最初の新規検査って何？

　初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交
付)を受けたときの検査をいいます。
　最初の新規検査を受けた年月日については、自
動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

軽 自 動 車 税 Ｑ ＆ Ａ

車種区分

1,000円
1,800円
2,700円
1,000円
1,300円

2,000円
3,500円
5,400円
1,900円
2,500円

3,000円
5,200円
8,100円
2,900円
3,800円

三　輪
営業用
自家用
営業用
自家用

軽
自
動
車

四
輪
以
上

乗
用

貨
物

税率（年税額）平成29年度のみ
電気軽自動車・天然
ガス軽自動車※１

ガソリン車・ハイブリッド車※２
基準１ 基準２

3,100円
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

3,900円
6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

4,600円
8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

平成28年12月１日発行
市民税課

　229-3129　　229-3331

今年度(平成28年度)から軽自動車税の
税率を変更しています

税制改正により

※１　天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より
10％以上窒素酸化物を低減する車両が対象です。
※２　ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも
平成17年排出ガス基準75％の低減達成車両
(★★★★)が対象です。
　　●乗用…平成32年度燃費基準値より＋20％
　　　　　　 以上達成した車両
　　●貨物…平成27年度燃費基準値より＋35％
　　　　　　 以上達成した車両
　　●乗用…平成32年度燃費基準値を達成した
　　　　　　車両
　　●貨物…平成27年度燃費基準値より＋15％
　　　　　　 以上達成した車両

グリーン化特例(軽課)が適用されます！
平成29年度のみ

　排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、平成
29年度のみ下表の税率が適用されます。なお、各燃費基準
の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

平成28年4月1日～平成29年3月31日
までに最初の新規検査をした車両

基
準
１

基
準
２
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環境だより

　利用予定がない空き家は、不動産業者などを利
用し、賃貸や売却などの利活用を考えましょう。
▶不動産に関する無料相談
　問い合わせ　三重県宅地建物取引業協会
　　(　227-5018)

　平成26年に国が行った空家実態調査による
と、空き家を取得した経緯は「相続した」が
52.3％と最も多く、空き家の放置と相続は大き
く関わりがあります。市では、現存する空き家
の対応と併せ、新たな空き家の発生を抑制する
ため、空き家の活用を進めています。

　相続登記が行われず、前所有者名義のままにな
っていることが多くあります。将来のトラブルを
防ぐため、現在の所有者名義になっているかを確
認し、きちんと登記を済ませておきましょう。
▶登記に関する無料電話相談
　と　き　毎月第１～３水曜日13時30分～16時
　　30分、第４土曜日17時30分～20時30分
　問い合わせ　三重県司法書士会(　273-6300)

　収集日に出せなかったごみや、一度に大量に
出たごみは、右表のごみ処理施設へ直接搬入し
てください。12月29日(木)・30日(金)も搬入
できます。年末年始は施設や周辺道路の混雑が
予想されますので、十分注意して搬入してくだ
さい。
搬入できる日時
　月～金曜日８時30分～12時、
13時～16時30分(12月31日～１
月３日を除く)　※施設使用料な
ど、詳しくは環境施設課(　237-
0671)へお問い合わせください。

平成28年12月１日発行
平成28年　第５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

問い合わせ　環境保全課　　229-3398　　229-3354

燃やせるごみ

津　河芸
芸濃

西部クリーン
センター

クリーンセンター
おおたか

リサイクル
センター

※分別して搬入
してください。

久居　 一志
美里　 白山
安濃　 美杉　
香良洲

全て

燃やせないごみ、
容器包装プラスチック、
その他プラスチック、
金属、びん、
ペットボトル、
危険ごみ

ごみの種類 地　域 搬入場所

年末年始のごみの搬入

１ 登記を確認しましょう１ 登記を確認しましょう

　空き家が放置される要因として、所有者の死
後、相続が適切に行われず、多数の相続人が生じ
るなどした結果、管理意識が乏しくなる、意思決
定が困難になるといったことがあります。現所有
者は住まいを次代へ適切に引き継いでいけるよ
う、次の所有者をあらかじめ決めておきましょう。

２ 次の所有者を決めておきましょう２ 次の所有者を決めておきましょう

３ 空き家を有効に活用しましょう３ 空き家を有効に活用しましょう

　倒壊の危険性が高い老朽化した
空き家や管理が困難な空き家は、
取り壊しもご検討ください。

４ 空き家を壊すことも管理の一つです４ 空き家を壊すことも管理の一つです

　空き家の所有者は法的に管理責任があります。
当面はそのままにする場合も適切な管理が必要で
す。自分で空き家を管理できない場合、空き家管
理代行業者に依頼するのも、ひとつの方法です。

５ 空き家を適切に管理しましょう５ 空き家を適切に管理しましょう

　空き家に関する相談は、環境保全課または各総
合支所地域振興課で受け付けます。受け付けた相
談は、速やかに現地を調査し、
対応できる部署に引き継ぎ、助
言、指導などを行います。

６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください６ 近所の空き家でお困りの人はご相談ください

放置空き家の予防のススメ放置空き家の予防のススメ



折り込み紙

環境だより

×

容器包装プラスチックの日に出せるもの

容器包装プラスチックの出し方の注意事項

リサイクルセンターでの現状

●プラマークが付いているもの

●空になったプラスチック製の容器や包装
●ふたやキャップなど、容器や包装の一部になっているもの
●商品の保護や固定に使われるもの、ふたやトレイに準ずるもの

●汚れているものは、リサイクルできないだけでなく、き
　れいなものも汚れるので、必ず燃やせるごみの日に出し
　ましょう。
●二重袋はやめましょう。
●容器包装プラスチック以外のものが混ざらないようにし
　ましょう。

汚れた状態の容器包装プラスチック 混入していた異物 選別作業の様子

カップ・パック類

ふた・キャップ類 ネット類

ポリ袋類 緩衝材類

ボトル類
トレイ類このマークが目印！

容器包装プラスチックの分別にご協力ください容器包装プラスチックの分別にご協力ください
　津市では、分別収集された容器包装プラスチ
ックをリサイクル事業者へ引き渡しリサイクル
しています。リサイクルに適した品質を確保す
るため、引き渡し前に、人の手で異物の選別作
業を行っていますが、全てを取り除くことは困
難な状況です。

　資源の有効利用のため、家庭での正しい分別
にご協力ください。
　また、袋の中に
ごみの入った袋を
入れる二重袋はや
めましょう。

汚れたものや異物が混入
　容器包装プラスチックの処理量は一日約16tで
す。その内汚れているためリサイクルできず焼
却処分となる量は約３tです。
　また、びん、スプレー缶などの容器包装プラ
スチック以外のものが約40kg混入しています。

汚れや異物混入があるとリサイクルができなくなりますので、分別にご協力ください。

時間がかかる選別作業
　リサイクルセンターでは機械と人の手で袋を
破いたり、異物を取り除いたりしています。二
重袋になっていると機械だけでは袋が破れず、
手作業になるため選別作業に時間がかかりま
す。

分別することで
品質が良くなる
んだよ

汚れているものは
燃やせるごみへ
汚れているものは
燃やせるごみへ 二重袋二重袋
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エコ・ステーションをご利用ください

回収活動の対象になるもの  報奨金額

回収活動団体の届け出

問い合わせ・申し込み　環境政策課　　229-3258　　229-3354　　各総合支所地域振興課

ごみ一時集積所に
出された資源物

芸濃エコ・ステーション

古紙類 

布類

びん類

アルミ缶・
スチール缶

資源物の朝出しをお願いします資源物の朝出しをお願いします

リサイクル資源回収活動報奨金リサイクル資源回収活動報奨金

リターナブルびんは地球にやさしい！リターナブルびんは地球にやさしい！
　リターナブルびんとは、繰り返し利用する
ことができる「びん」のことで、１升びんや
ビールびん、牛乳びんなどがあります。これ
らを販売店に持っていくと、ごみが減るだけ
でなく繰り返し利用されることで、びんの原
料や製造エネルギーの節約、CO2の排出削減

にもつながります。ぜひ、地球に優しい取り
組みのため、回収に協力しましょう。
　リターナブルびんの回収は、大型
スーパーや酒屋などで実施されてい
ますが、持っていく前に一度店舗へ
ご確認ください。

　皆さんがごみ一時集
積所に出した資源物(新
聞、雑誌、段ボール、
飲料用紙パック、衣
類・布類、金属など)が
持ち去られる行為が後
を絶ちません。同時に
集積所が荒らされたり、周辺での危険運転が見
受けられたりします。
　持ち去り行為は、収集日の前日の夜間に多く
発生していることから、資源物をごみ一時集積
所に出すときは、前日に出さず、当日の朝出し
にご協力ください。
　また、市では、資源物持ち去り防止パトロー
ルを、一部地域の自治会に委託し、警察と連携
しながら夜間・早朝に実施しています。

　朝出しができない人
は、市内に６カ所ある
エコ・ステーションの
利用をお勧めします。
エコ・ステーションに
ついて、詳しくは津市ホームページ、またはご
み分別ガイドブックをご覧ください。

　市では、持ち去り行為がされにくいごみ一
時集積所の環境づくりを目指し、地域の皆さ
んと連携して取り組みを進めています。
　市民の皆さんが、安全に安心して分別排出
できる環境づくりのためご理解、ご協力をお
願いします。

　ごみの減量化・再資源化を図るため、地域で自主的にリサイクル資源の回収活動(廃品回収)を
行っている営利を目的としない団体(自治会や子ども会など)に、報奨金を交付しています。

　報奨金制度を利用するには、団体の届け出が
必要です。毎年度、回収活動を実施する前日ま
でに行ってください。

　回収したリサイクル資源量１㎏につき、６円
の報奨金を交付します。
　ただし、びん類は、１升びんは１本０.９㎏、
その他のびんは１本０.６㎏に重量換算します。
例えば
　新聞を5,000kg回収して古紙業者に買い取っ
てもらった場合の交付金額
⇒5,000kg×６円＝３万円
　古紙業者の買い取り金額が２万円だとする
と、合計５万円が活動団体の資金となります。
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　タンスで眠っている帯でバッグを作りませんか。
と　き　来年１月14日・21日・28日いずれも土曜
　日13時～16時 
ところ　環境学習センター
　(リサイクルセンター２階)
定　員　８人
持ち物　帯、縫製道具、ミシン糸、ミシン(持参可
　能な人) 
費　用　受講料500円(３回分)と材料費1,000円程度
申し込み　電話で環境学習センター(　237-1185)へ
申込期間　12月10日(土)～24日(土)　

　年末年始のし尿のくみ取りの利用は大変混
雑しますので、早めにお申し込みください。
津地域
　津環境整備事業協同組合
　(　233-6622)へ
その他の地域
　直接、各し尿のくみ取り
　業者へ
問い合わせ　
　環境政策課(　229-3258）

　中身が残ったままのカセットボンベやヘアス
プレーなどの缶を金属の日に出すと、ごみ収集
車内で缶が圧縮され中身のガスが漏れ出し、金
属摩擦などで発生する火花で引火して、ごみ収
集車内のごみが燃えるなどの火災事故につなが
ります。
　住宅密集地で、ごみ収集車の火災が発生し、
消防車が消火するという事態が過去に市内でも
起こっています。このようなことを未然に防ぐ
ため、火災の発生原因となりそうなごみを集積
所に出すときは、次のことに注意しましょう。

使い捨てライター

中身の残ったカセットボンベ・スプレーなどの缶

石油ストーブ

火災が起きた収集車のごみ
混入していた
スプレー缶

使い捨てライターだけを
透明・半透明の袋に入れて

中身の残ったカセットボンベ・スプレー缶
だけを透明・半透明の袋に入れて

灯油、乾電池を抜いて

金属の日に出す

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

危険ごみの日に出す
(３カ月に１回)

穴を開けたものは、
金属の日にも出せます

乾電池は危険ごみの日
に出す(３カ月に１回)

残った灯油の処分は
販売店にご相談ください

帯でリメークバッグを作ろう！ 年末年始のし尿のくみ取りはお早めに！

ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力を！

車両火災の原因とな
る、中身の残ったカセッ
トボンベ・スプレー缶、
使い捨てライターなど
は、危険ごみの日に出
してください！
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固定資産税の
申告をお忘れなく

　法人や個人が事業を営むために所有している
構築物・機械・器具・備品などを償却資産とい
い、土地・家屋と同じく固定資産税が課税され
ます。

　平成29年１月１日現在、市内に償却資産を所
有する人は、多少にかかわらず申告してくださ
い。申告書などは、12月上旬に発送予定です。
申告書が届かない場合はご連絡ください。

提出方法　来年１月31日(火)までに資産税課また
　は同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ　　
※提出期限間近になると窓口が混雑します。申告
　書の書き方が分からない場合は、下記の書類と
　印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談くだ
　さい。
●市から送付した償却資産申告書 

●固定資産台帳など減価償却資産の明細の分かる
　書類
※申告がない場合は条例に基づき10万円以下の過
　料が科されることがあります。また、申告誤り
　などがあった場合は、現年度を含め最大５年度
　分の修正申告を求めています。

平成28年12月１日発行
資産税課

　229-3132　　229-3331
固定資産税(償却資産)の
申告をお忘れなく

平成29年度

業　種 償却資産
共通

小売店

飲食店

理・美容業

駐車場

工場

建設業

ガソリンスタンド

農業・漁業

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、発電設備

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫

理容および美容機器、サインポール、テレビ

駐車装置、照明などの電気設備

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機

パワーショベル、ポータブル発電機

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

農業用機械、農業用器具、漁船

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

償却資産とは

申告書の提出を

　土地・家屋以外の、
事業の用に供すること
のできる有形の固定資
産で、法人税法または
所得税法の規定による
所得の計算上、減価償
却の対象となる資産を
いいます。
　ただし、次の資産は固定資産税の償
却資産の対象となりません。
●自動車税・軽自動車税の課税客体 
●耐用年数１年未満の資産 
●取得価額が10万円未満の資産で、法
　人税法等の規定により一時に損金算
　入されたもの(少額償却資産) 
●取得価額が20万円未満の
　資産で、法人税法等の規定
　により３年間で一括して均
　等償却するもの(一括償却
　資産)

eLTAX(エルタックス)で電子申告ができます
　津市では、固定資産税(償却資産)の申告に
eLTAXを導入しており、自宅やオフィスから
インターネットを利用して申告できます。

　利用には事前に届け出が必要ですので、詳
しくはeLTAXホームページをご覧ください。
エルタックス|HP 検索
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