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市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容については津市が保証しているものではありません。
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「まちづくり」から「暮らしづくり」へ
　３月１日、平成30年第１回津市議会定例会の開催に当たり、前葉泰幸市長が施政方針
を述べました。今号では、その主な内容を掲載します。なお、施政方針の全文について
は、津市ホームページでご覧いただけます。 津市　施政方針

　来年５月に「平成」から新しい元号に変わりま
す。国全体としては、「新しい元号による新しい
時代が幕を開ける」。そういった意識が高まって
いくものと思います。世において、この平成30
年は、平成という時代と次に訪れる新しい時代を
つなぐ年、平成を締めくくる年になるということ
です。

　こういった時代の流れのなか、津市は、まさに
平成20年代を計画期間とする合併後最初の総合
計画を進め、新市まちづくり計画に掲げた将来ビ
ジョンの具現化に向けた取り組みを積み重ねてき
ました。その総合計画も平成20年代という時代
とほぼ時を同じくして、３月で終了し、４月から
は新しい総合計画がスタートします。
　津市にとっての平成30年。それは、新しい元
号の時代に先駆け、まちづくりの新たな段階の第
一歩を踏み出す年であるということです。そし
て、その第一歩は、新しい元号の時代を先取りし
た一歩でなければなりません。つまり世の中の動
きを的確に捉え、一つ先を行く行動を常に意識し
ていかなければならないということです。

　「合併した当時に思い描かれた新津市のあるべき
姿を目指したまちづくりが、一つの区切りを迎え
た。」産業・スポーツセンターのオープンは、まさ
にそのことを象徴し、津市の平成20年代の最後を
飾りました。
　合併した都市としてあるべき姿を整え、新たな市
政を展開する時期を迎えた今、津市の次なる市政の
テーマ。それは、『「まちづくり」から「暮らしづ
くり」へ』です。
　市民の日々の生活や心の豊かさを高める施策に重
点を置く市政を力強く展開していくということで
す。これまでに経験したことが無い少子高齢化を伴
う人口減少が急速に進むなか、これからの時代は、
拡張するばかりの時代ではなく、育み築き上げてき
たものをさらに良くし、市民が心から住みやすさを
感じるまちにしていかなければならない時代です。
これは、決して将来を縮小基調と見るものではあり
ません。これまで進めてきたまちづくりの施策をや
めるというものでもありません。津市に住み続けた
い、津市に住んでみたいと多くの人に思っていただ
ける都市となるために、津市の新しい時代を切り拓
いていくということです。新しい総合計画に将来像
として掲げた「笑顔があふれ幸せに暮らせる県都 津
市」の実現です。

　津市の新しい時代を切り拓いていくための土台
は、これまでの12年間で丁寧に築き上げ、３つ
の層が積み重なった強固なものとなりました。

施政方針を述べる前葉泰幸市長施政方針を述べる前葉泰幸市長

施 政 方 針より

時代の一歩先行く市政 次なる市政のテーマ

積み重ねてきた３つの層の土台
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第１の層　合併時の約束を一つ一つ
　　　　　実現したこと

第２の層　状況の変化に応じて
　　　　　あるべき姿を追求したこと

第３の層　新しい市政展開に先駆けて
　　　　　既に一歩踏み出したこと

■中学校の普通教室へのエアコン設置
　夏や冬の気温の変化による学習環境への影響を
考え、子どもたちが授業に集中できるよう設置
■新入学用品準備金の創設
　これまで４月の入学後に支給していた「新入学
用品費」は、入学に備えた支援という事業の趣
旨に立ち返り、入学前の３月に支給する新しい
仕組みを創設
■高齢者の外出支援
　・コミュニティバスは、65歳以上の高齢者の
　運賃を無料化
　・民間路線バスにおいては、全国で初めてマイ
　ナンバーカードを活用
■空き家情報バンク制度の拡充
　安全安心な居住環境を将来にわたり確保するた
め、市域全体での空き家対策の取り組みを始動
■地方公営企業法の財務適用
　財務状況の透明化を図り、経営基盤の強化や財
政マネジメントの向上に向けて、モーターボー
ト競走事業で適用開始
■出張所の所長に再任用職員を充てた人事
　地域住民の立場に立って仕事をする職員が組織
内にどんどん増えるよう新たに実施
■緊急告知ラジオの無償貸与開始
　災害から何としても尊い命を守るため、防災情
報の伝達手段を拡充
■美里庁舎内への消防団詰所の整備
　公共施設の有効活用という視点で横断的に検討
した結果、第一号として整備

昨年オープンした産業・スポーツセンター

問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330 施 政 方 針より

・新斎場「いつくしみの杜」、新最終処分場・リ
サイクルセンターの供用開始、産業・スポーツ
センターのオープン

・道の駅津かわげの整備
・久居駅周辺地区整備の着実な取り組み

■ＪＲ名松線の全線復旧
　生活に欠かせない交通手段を何としても守ろう
という地域の熱い思いが全市域に広がり、全線
を復旧

■津波避難ビル・津波避難協力ビルの指定制度創設
　東日本大震災による市民意識の変化に即座に対
応し、制度を創設

■動かない救急車への対応
　・二次救急における土曜日の午後・夕方の時間
　帯の輪番体制や腹部救急のバックアップ体制
　を構築

　・民間医療機関休診時に救急車を呼ぶほどでは
　ない比較的軽症の患者を受け入れる応急クリ
　ニックを開設

■家庭医療クリニックの開設
　安心して暮らせる地域づくりが求められてきた
なか、無医地区を生み出さないために美杉町奥
津へ開設

■ビジネスサポートセンターの整備
　地方創生の取り組みを深化させ、元気な地域経
済を築くため、創業や企業等の新分野への進出
などをワンストップで支援する体制を整備

■みさとの丘学園の開校
　学校教育法の一部改正と美里地域の小中学校の
再編というタイミングを最大限に生かし、県内
初の義務教育学校を開校

　この３つの層は、健全な財政を堅持してきた
からこそ積み上げることができたものです。
　合併によるメリットを最大限生かし、将来へ
の影響を見極めながら各層における事業を実施
してきました。

　合併した津市が築いてきた新しい時代への土台
の上に日々の生活
と心の豊かさを高
める暮らしづくり
をすすめます。

新しい市政展開に先駆けて
既に一歩踏み出したこと

第３の層

状況の変化に応じて
あるべき姿を追求したこと

第２の層

合併時の約束を一つ一つ
実現したこと

第１の層

健
全
な
財
政
の
堅
持

義務教育学校みさとの丘学園義務教育学校みさとの丘学園
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・国民健康保険事業の広域化後における健全な運
営の維持
・介護と医療の連携強化と真に機能する地域包括
ケアシステムの確立
・９月診療分から精神障害者保健福祉手帳２級所
持者の通院医療費の１／２助成を開始
・要介護者や障がい者のみの世帯を対象とした大
型家具等ごみ出し支援事業の開始

・９月診療分から未就学児の子ども医療費の窓口
無料化を実施
・津みどりの森こども園、香良洲浜っ子幼児園、
白山こども園の４月開園

・(仮称)一志こども園、(仮称)芸濃こども園の整
備推進
・校舎の大規模改造工事(新町小学校・藤水小学
校・南郊中学校の工事継続、西が丘小学校・久
居中学校の新規工事着手)
・小学校16校の普通教室へのエアコン設置
・小学校の英語教育の先行実施
・教員支援員の配置
・上野地区、新町地区、観音寺地区、一志東地区
における放課後児童クラブ移転整備
・明地区、辰水地区への放課後子供教室設置

・(仮称)津市久居ホールの工事着手

・既存文化ホール施設の改修
・津市民プール跡地へのテニスコート整備推進
・津球場公園内野球場の長寿命化
・三重とこわか国体・三重とこわか大会に向けた
施設改修(芸濃総合文化センター内アリーナ・
一志体育館)
・津シティマラソンの新コース設定
・津興橋の架け替え工事着手
・大谷踏切拡幅に向けた近鉄架道橋(高架部)の詳
細設計とＪＲ・伊勢鉄道の軌道内改良工事
・香良洲高台防災公園の実施設計・敷地造成
・岩田池公園のサブエントランス部分の用地取
得・園路整備実施設計
・公共下水道への接続促進と公共下水道整備のさ
らなる推進
・一身田公民館の複合施設としての整備
・新町会館の移転整備に向けた実施設計
・(仮称)たるみふれあい会館の整備

・ビジネスサポートセンターのさらなる機能発揮
・白塚漁港(白塚地区・河芸地区)に関連する市道
の整備
・市内産農畜産物の消費拡大・生産振興、安定し
た農業経営基盤の構築
・木材の利用拡大、間伐未利用材の利用促進、森
林環境税の活用に向けた森林経営計画の策定支
援
・産業・スポーツセンターへの大会、イベント、
　ＭＩＣＥの積極的な誘致・開催
・専修寺の「御影堂」と「如来堂」の国宝指定を
契機とした創意工夫による観光施策の実践

・要配慮者利用施設への避難確保計画作成支援
・災害時の飲料水確保に向けた、小学校43校の
受水槽への蛇口設置等の実施

・(仮称)津市津南防災コミュニティセンターの建
築工事着手
・一時避難機能を備えた久居駅東口広場・久居駅
周辺の避難路の整備推進
・久居消防署南分署の建て替え
・北消防署の整備に向けた実施設計
・白山郷土資料館、草生幼稚園、波瀬幼稚園を改
修し、地域の消防団施設とするための実施設計
・本庁舎の長寿命化に向けた大規模改修
・防犯カメラ活用による防犯対策に向けた取り組み

未来を担い築く子どもたちのための施策

市民が健やかで穏やかな人生を送るための施策

市民が安全で安心して暮らせるための施策

市民の心豊かで快適な暮らしづくりのための施策

市民の暮らしを支える力強い地域経済を築くための施策

平成30年度に取り組む主な事業

施 政 方 針より

津みどりの森こども園イメージ図

(仮称)津市久居ホールのイメージ図

国宝に指定された「如来堂」と「御影堂」
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問い合わせ　政策課　　229-3101　　229-3330 施 政 方 針より

国・県事業の促進

健康で末永く暮らせるまち

　国・県の動きを踏まえ、津市においても、ス
ポーツを身近に感じ、自然と健康づくりにつなが
るような施策を展開し、体と心の健康を一人でも
多くの市民が享受できるように、人生100年時代
に向けて、住み慣れた地域で、健康で末永く暮ら
せるまちの実現を目指していきます。

▶国への働きかけ
・海岸堤防の栗真町屋工区、阿漕浦・御殿場工区
の早期整備完了、特に阿漕浦・御殿場工区の三
重とこわか国体の競技に支障が生じない工事完
了

・中勢バイパスの鈴鹿・津工区の整備促進、交差
点の立体化や４車線化による渋滞対策

・雲出古川左岸の高潮堤防工事、雲出島貫町地内
の河道掘削など雲出川河川整備計画に基づく早
期整備と予算確保

・介護現場で働く職員や保育士の処遇改善への積
極的な見直し

▶県への働きかけ
・岩田川、安濃川、三泗川、相川の河川改修事業
の推進

・一志美杉線(室ノ口バイパス)や亀山安濃線(高野
尾バイパス)などの道路整備、香良洲橋の架け
替え、横断歩道等交通規制標示などの修繕およ
び通学路における交通安全対策 編成のポイント

【歳入】市税は景気が緩やかな回復基調にあるこ
となどにより、前年度比0.5%増の401億円、
地方交付税は市町村合併に伴う普通交付税の算
定替における特例措置の縮減による影響はある
ものの、基準財政需要額に算入される公債費が
増加することなどから、前年度比1.7％増の
180億円、市債は、産業・スポーツセンター整
備事業の終了などにより、前年度比25.1％減
の104億円を見込んでいます。
【歳出】普通建設事業費は、前年度比23.4%減の
128億3,000万円とし、暮らしづくりを展開す
る事業として、子どもの保育や教育環境の充実
に向けた、認定こども園の整備、小中学校施設
の大規模改造、(仮称)津市久居ホールを核とす
る久居駅周辺地区の整備、(仮称)津市津南防災
コミュニティセンターの整備、一身田公民館の
整備などに係る経費を計上しました。

　平成30年度は、新しい津市総合計画元年で
す。10年間を計画期間とする第２次基本計画が
始まります。10年間という期間において、社会
経済情勢が目まぐるしく変わるなかにあっては、
市民の意識も当然変わっていくものと思います。
市民の安心や安らぎ、幸せに向けた施策が、市民
の感覚とずれていてはいけません。
　この思いから、新しい総合計画には、10年間
をいわば縛り付けるような具体的な事業は掲げ
ず、毎年度の予算編成のなかで示していくことと
しています。
　平成30年度予算は、その考えのもと編成した最
初の予算となり、未来を担う子どもたちのための子
育てや教育、市民が日々の暮らしの中で感じる安
全・安心、快適さや便利さなどへの実効性を備えた
「暮らし応援予算」とし、一般会計当初予算額は、
前年度比2.3％減となる1,102億円としました。

国の動き
・一億総活躍社会の実現に向けた施策の展開
・働き方改革
・人生100年時代構想
・緩やかな回復が続く見通しの経済情勢
・東京オリンピック・パラリンピックに向け
　た国民全体の盛り上がり
県の動き
・インターハイの開催
・三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催

　この将来像は、市民の皆さまが自分らしい人生
を送り、自分なりの幸せを見いだし、それを手に
入れることができる暮らしの実現を市政がしっか
りと支えていくことによってたどり着くことがで
きるものと考えます。市民一人一人がそれぞれの
幸せを実感することができるまちの姿を追い求
め、市役所一丸となって新しい時代を切り拓く市
政をしっかりと展開していきます。

平成30年度予算

笑顔があふれ幸せに暮らせる県都 津市

香良洲橋の完成イメージ図
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津市　教育方針

子どもたちが未来を
　　　　　切り拓く力を育む
　これからの社会を創り出していく子どもたちが、夢や希望を持ちながら、自ら未来を切
り拓いていく力を育んでいくことは、教育行政に課せられた使命です。この使命の実現に
向け、津市の教育大綱と４月に策定する「津市教育振興ビジョン」の考えを踏まえ、今日
の教育課題に柔軟かつ着実に対応していきます。

教 育 方 針より

日本語初期指導教室「きずな」

教育方針を述べる倉田幸則教育長

英語教育の様子

小中一貫教育の推進や新学習指導要領に対応する
取り組み
●2014(平成26)年度から始まった小中一貫教育
については、2017(平成29)年度に全ての中学
校区において本格実施となり、小中連携の枠組
みができ、中学校区で子どもを育てるという意
識の醸成が図られています。
●2018(平成30)年度
は、小学校では
2020年度から、中
学校では2021年度
からの新学習指導
要領の全面実施に
向け、「主体的・
対話的で深い学び」を実現するため、これから
の子どもたちに必要とされる資質や能力の育成
を図ります。具体的には英語教育や道徳教育な
ど、特定の研究テーマに特化した研究プロジェ
クトをモデル校で取り組み、公開授業や報告会
などを通じた授業改善を行い、中学校区および

津市全体にその手法や成果などを発信します。
●いじめの問題や増加傾向にある不登校について
は、未然防止および早期発見・早期対応につな
がる有効な方策に係るさらなる検討を行い、改
善に向けた取り組みを強化します。
●「授業改善マニュアル」や「家庭学習マニュア
ル」による体系的な授業改善に引き続き取り組
むとともに、基礎・基本の定着を図り、より分
かりやすい授業を実現するため、試行的にデジ
タル教科書の導入を図ります。
教員が子どもたちと向き合う時間の確保
●臨時講師の配置をはじめ、2018(平成30)年度
から教員事務の負担軽減に向けた教員支援員を
配置します。また、特別支援教育支援員・教育
相談員を増員し、特別な支援が必要な子どもた
ちへの理解や指導の方法などを相談できる体制
をさらに充実します。
●統合型校務支援システムの機能の拡充を図り、
教員の事務的作業の一層の軽減を図るととも
に、「津市立中学校部活動指針」の下、引き続
き部活動の休養日の適切な設定を通じ、子ども
たちや教員への負担軽減を図ります。
●日本語初期指導教室「きずな」に新たに副教室
長を配置し、外国
につながる児童・
生徒が、日本の学
校生活に早く適応
し、不安なく過ご
せるよう支援しま
す。
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問い合わせ　教育総務課　　229-3292　　229-3332 教 育 方 針より

旧明村役場庁舎

放課後児童クラブ

しんちょく

幼児教育の充実
●一部の幼稚園において、園児数の大幅な減少に
伴い、集団生活の下での質の高い幼児教育の提
供が困難な状況になりつつあるため、市立幼稚
園のあり方の検討に基づき、各地域や各園の実
情を踏まえながら、第二期津市子ども・子育て
支援事業計画の策定の時期を逸することなく、
幼児の適正規模集団の確保に向けた取り組みを
推進して、幼児教育の充実を目指します。
●幼稚園教育において積み上げてきた豊富な実績
や経験を、こども園の教育にしっかりと引き継
ぎ、より質の高い幼児教育に向けて取り組みま
す。
学校施設の整備
●学校施設の大規模改造事業については、合併
後、単年度で最も多い５校(新町・藤水・西が
丘小学校、南郊・久居中学校)の改修工事に取
り組みます。
●芸濃小学校では、児童数の増加に伴い、普通教
室棟の増築の実施設計を行うとともに、小学校
の普通教室へのエアコン整備について、16校
の整備および14校の実施設計を行います。
●櫛形・片田・栗真小学校において、給食調理の
共同化に伴う配膳室の整備を行うとともに、安
東小学校の配膳室の整備に係る実施設計を行い
ます。
●学校トイレの洋式化は、大規模改造工事やトイ
レの修繕等において取り組むとともに、その他
の維持補修も適切に修繕等を行い、施設の適正
な維持管理を行います。
国宝指定された専修寺御影堂・如来堂の価値や魅
力の情報発信および旧明村役場の公開活用
●国宝指定された専修寺御影堂・如来堂について
は、一身田寺内町とともに、その歴史的資源と
しての価値や魅力の情報発信に努めます。
●国の登録有形文化財である旧明村役場庁舎につ
いては、９月ごろの開館を予定しており、地域
における日常的な管
理の下、地域の団体
が主体となり、公開
や活用を行うため、
さまざまなノウハウ
などを提供し、事業
の着実な進捗に向け
取り組みます。
公民館の整備
●出張所と一体となった一身田公民館の新築工事
に着手し、公民館利用者の安全性や利便性に十

分配慮の上、事業の進行管理を確実に行いま
す。
●老朽化に対応した施設整備については、配置と
総量の適正化に努めつつ、地域との十分な協議
を踏まえ、地域活動や学習活動の拠点としての
機能と役割を果たすことができるよう取り組み
を推進します。
●久居公民館の調理室等の改修工事や川合公民館
の空調機器の改修工事など、各公民館の適切な
維持管理については、計画的に対応します。
放課後児童クラブ施設整備、放課後子供教室の設
置
●老朽化や利用児童数
の増加により生活環
境が悪化している施
設や施設を借用して
いるクラブの解消に
向け、新町地区放課
後児童クラブを校舎内へ整備することをはじ
め、三重大学教育学部附属小学校敷地内への観
音寺地区放課後児童クラブの整備、一志東地区
放課後児童クラブの一志東小学校１階多目的
ホールへの整備を進め、児童の生活環境の改善
を進めます。また、上野地区放課後児童クラブ
については、借用していた上野小学校体育館２
階ミーティングルームを専用施設として、その
整備に向けた実施設計を行います。
●対象児童数が少ないなどの理由により、放課後
児童クラブを組織化することができない校区を
中心に放課後の子どもたちの居場所確保の一助
とするため、津市としては初めて、明地区、辰
水地区に放課後子供教室の設置を進めます。
読書習慣が身に付くような環境づくり
●子どもたちが今まで以上に本に出会い、親しむ
ことができるよう、おはなし会や本を身近に感
じられるようなイベントを充実させ、本に触れ
合う機会を増やし、読書習慣が身に付くような
環境づくりを進めます。
総合教育会議を踏まえた教育行政の取り組み
●総合教育会議での議論を大切にしながら、その
時点における教育課題を的確に把握し、教育委
員会として、市民に開かれた教育行政の下、津
市の子どもたちの幸せな将来を見据え、教育施
策を具現化していく必要があります。そのため
教育委員会は、自らの教育内容に責任を持ち、
庁内外のさまざまな機関と連携し、協力をいた
だきながら、着実に教育行政に取り組んでいき
ます。
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　総合計画とは、市政運営における最上位計画で、福祉や防災、都市計画など、各分
野で進める取り組みの方向性を示すまちづくりの基本となるものです。
　合併後初めて策定した総合計画が平成29年度末で終了し、４月からのまちづくりを
描いた新しい総合計画(津市総合計画基本構想・第２次基本計画)がスタートします。

❖2015(平成27)年の国勢調査で27万9,886人だった人口は、国立社会保障・人口問
題研究所によると2040年には23万1,320人になると予想されており、これを踏ま
え2027年(第２次基本計画の終了年度)の人口は25万9,646人と見込んでいます。

❖高度成長期から集中的に整備した公共施設の大半が一斉に更新の時期を迎え、その
対応が課題となっています。

❖合併による国の普通交付税の算定の特例措置が段階的に縮減されるなど、津市の財
政状況はより厳しくなります。

基本構想
　まちづくりの基本的な理念である津市のめざすべき都市像や市民の
暮らし・生き方、土地利用の考え方などを示し、計画期間は特に定め
ていません。
基本計画
　基本構想に掲げるめざすべき都市像や市民の暮らしなどの実現に向
けた施策や取り組みの方向性などを示し、計画期間は2018(平成30)
年度から2027年度までの10年間としています。

津市の人口構成推計 普通交付税の減額(合併算定替措置の縮減)

特集

新しい総合計画がスタートします！
津市総合計画基本構想・第２次基本計画を策定

総合計画の構成

策定の背景

※2015年の人口は国勢調査の数値を掲載していますが、年齢不詳分があるため、
　合計数と総人口は一致しません。

旧芸濃町
旧美里村
旧安濃町
旧香良洲町
旧一志町
旧白山町
旧美杉村

合併後の津市
合併後の本来の
算定による

普通交付税の額

合併算定替による
普通交付税の
増加額

旧津市
旧久居市
旧河芸町

合併算定替対象期間

合併前の市町村
が存在している
ものとして算定

老年人口
（65歳以上）

生産年齢人口
（15～64歳）

年少人口
（14歳以下）

一本算定
（合併後における
本来の算定）

合併
（2006年
1月1日）

10年後
（2015年度）

15年後
（2020年度）

35,663 28,085 23,824 

165,058

148,353 

122,610 

77,624

83,208 

84,886 

279,886 
259,646 

231,320 231,320 

0 

50,000 

100,000 
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200,000 

250,000 
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問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330　　229-3101@city.tsu.lg.jp

　新しい総合計画は、少子高齢化を伴う人口減少の進展など、いわば右肩下がりの厳しい時代
を迎えた中、スタートします。そのような中でも、市民が幸せに暮らし続けることができる県
都の実現に向け、基本構想・基本計画に沿ってまちづくりを進めていきます。

基本構想・第２次基本計画の内容

基本構想 第２次基本計画
▶望ましいまちの姿
　市民がそれぞれの幸せを実感し、心豊かで
　笑顔あふれる人生を送ることができるまち

ま
ち
づ
く
り
の
大
綱

1 子どもたちの未来に向けて
◆子ども・子育て
◆教育

2 市民の健やかな人生設計に向けて
◆高齢・障がい福祉
◆保健・医療

3 市民の安全と安心の確立に向けて
◆防災・消防
◆防犯・交通安全

4 市民の心豊かで快適な暮らしに向けて
◆環境
◆住環境
◆都市空間
◆生涯学習
◆スポーツ・文化
◆コミュニティ
◆人権・男女共同参画
◆国際･国内交流・多文化共生

5 市民の生活を支える地域経済の発展に向けて
◆商工・雇用
◆農林水産
◆観光

6 市民の幸せを実現する市役所に向けて
◆対話連携
◆地域連携
◆行政経営
◆財政運営

▶将来像
　笑顔があふれ幸せに暮らせる県都  津市
　～夢や希望、明るい未来が広がるまちへ～

目
標
別
計
画

１. 安心して子どもを生み育てられる環境の充実
２. 子どもたちの生きる力を育み成長を支える環境の充実

土地利用の方向性

子どもたちの未来が輝くまちづくり目標1

１. 社会の変化に対応した福祉の充実
２. 健康づくりの推進と医療体制の充実

安心して健やかに暮らせるまちづくり目標2

１. いざという時の備えの強化
２. 防犯・交通安全対策の強化

１. 市民の思いや願いに応える市役所
２. 高みをめざす行政経営

いのちと暮らしを守るまちづくり目標3

１. 環境にやさしい社会の形成
２. 持続可能な都市基盤の整備
３. 快適に暮らせる都市空間の形成

心やすらぐ住みよいまちづくり目標4

１. 生涯を通じた学びの推進
２. スポーツや文化の輪が広がる社会の形成
３. つながり広がるコミュニティの醸成
４. 誰もが尊重され暮らしやすい社会の実現

自分らしく心豊かに輝けるまちづくり目標5

１. 働ける・働きたくなる環境の整備
２. 地域に根付く商工業の振興
３. 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興
４. 交流人口の拡大

魅力と活力を生み出すまちづくり目標6

将来像の実現に向けて

津市総合計画│計画は津市ホームページからダウンロードできます。

津市らしいまちの形成
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津市病児・病後児保育の利用案内
困ったときはぜひご利用ください！

問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

　保護者が仕事や疾病、出産、冠婚葬祭、家族の介護などの事情により、病気中(病児)や病気回
復期(病後児)にある子どもの保育が家庭で困難な場合、看護師や保育士などが専用施設で一時的
にその子どもをお預かりします。安心して子育てができる環境を整えることにより、仕事と子育
ての両立を支援し、ワーク・ライフ・バランスの実現をお手伝いします。

近
鉄
名
古
屋
線

成美小

久居駅
24

15

114

118

776

N

津病後児保育室
「HUG」久居ふるさと

文学館

実施施設

津病児デイケアルーム「ひまわり」

▶病児・病後児保育
　病気中～病気回復期の児童の保育

▶病後児保育
　病気回復期の児童の保育

津病後児保育室「ＨＵＧ」
は  ぐ

久居寺町1260-１(どんど子保育園併設)
Ｔ254-6080　　254-6090

大倉13-14(熱田小児科クリニック併設)
Ｔ229-8808　　223-1393

定　員　６人
登録料(初回のみ)　1,000円
利用料(食事、ミルク、おやつ代を含む)
　2,000円
　一人親世帯…1,000円
　生活保護世帯…無料
　※木曜日は半額
開設時間
　月～水・金曜日
　　　　　８時30分～17時45分
　木曜日　８時30分～12時(食事なし)　
　土曜日　８時30分～16時30分
休業日　日曜日、祝・休日、８月13日～15
　日、12月29日～１月４日

定　員　３人
登録料(初回のみ)　1,000円
利用料(食事、ミルク、おやつ代を含む)
　1,500円
　一人親世帯…750円
　生活保護世帯…無料
開設時間
　８時30分～17時30分
休業日　木・日曜
　日、祝・休日、
　８月13日～15
　日、12月29日
　～１月４日

Ｊ
Ｒ
紀
勢
本
線

776

657

23

橋南中

熱田小児科
クリニック阿漕駅

津病児デイケア
ルーム「ひまわり」

N
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利用までの流れ

利用できる子ども
対象児童(次の全ての条件を満たす子ども)
●津市内に居住する生後57日目から小学６年生ま
　での子ども
●病気中(入院治療を要しない場合に限る)や病気
　回復期の子ども
●保護者の仕事の都合、傷病、事故、出産、冠婚
　葬祭など、やむを得ない理由で家庭での保育が
　困難な子ども
※保育所などに通っていなくても、条件を満たす
　場合は利用できます。

対象疾患
●感冒、感染性胃腸炎など、子どもが日常かかる
　病気
●麻疹、風疹、水痘、おたふくかぜなどの感染症
●気管支ぜんそくなどの慢性疾患
●外傷、やけどなどの外科的疾患
●その他、医師が利用可能と判断した病気

　事前に施設(Ｔ254-6080)に電話で空き状況を
確認し、予約してください。

　利用日の前日または当日に、かかりつけ医師
に「医師連絡票」を記入してもらってください。
　かかりつけ医師が｢病気の回復期である｣と判
断した場合のみ利用できます。

　ＨＵＧの窓口へお越しください。担当看護師
が医師連絡票と視診により利用を決定します。

津病児デイケアルーム｢ひまわり｣ 津病後児保育室｢ＨＵＧ｣

① 事前登録

② 利用予約 ② 利用予約

③ かかりつけ医師を受診

④ 利用日当日

　事前登録を施設ごとにする必要があります。
利用施設で「利用登録申請書」に必要事項を記
入・押印し、登録手続きをしてください。

登録に必要なもの
　印鑑、健康保険証、福祉医療費受給資格証
(持っている人)、母子健康手帳、登録料1,000円

必要な書類は各実施施設、子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福祉課)にある他、
津市ホームページからもダウンロードできます。

●利用日当日、｢病児・病後児保育利用申請書｣に必要事項を記入・押印し、利用申し
　込みをしてください。
●子どものお迎えの際に、利用料などを施設に支払ってください。
●利用期間中に症状が変化し、診療を受けた場合は保険診療による実費となります。
●医師連絡票の記入には、費用が発生します。

子どもが発病！ 病気が回復してきたら

津市病児･病後児保育

　事前に施設(Ｔ229-8808)または熱田小児科ク
リニック(Ｔ225-7100)に電話で空き状況を確認
し、予約してください。
※医師連絡票は、基本的には必要あ
　りません。

　熱田小児科クリニックの窓口へお
越しください。担当医師が診察によ
り利用の決定をします。
(２日目以降の利用についても同様)

③ 利用日当日

　利用できる期間は原則として最長７日間です。ただし、医師の判断により必要と認められる場合
は延長できます。
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一志西小

川合高岡

近鉄大阪線 15

503

市一志庁舎

N

波瀬川

503 165

N
あすまいる

久居中央
スポーツ公園内
プール 久居IC

中央学校
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線

津

津第二地方
合同庁舎

志登茂川

三重県津庁舎

問い合わせ　環境保全課　　229－3282　　229－3354

犬の登録と狂犬病予防注射

生涯１回の登録と年１回の予防注射を
　生後91日以上の犬を飼う場合、飼い主には、生
涯で１回の登録と、年１回の狂犬病予防注射を行
う義務があります。４月10日(火)～22日(日)に市内
で狂犬病予防集合注射を行いますので、登録済み
の飼い主は津市が送付する案内はがきを持参し、
予防注射を受けさせてください。会場では犬の新
規登録も受け付けます。登録がまだの場合は、下
の申込用紙を記入して持参してください。会場に
はたくさんの犬が集まるため、事故が起こらない
よう犬を制御できる人が連れてきてください。
　また、予防注射は動物病院で受けることもでき
ます。集合注射に行けない場合は、案内はがきを

持参して、個別に注射を受けさせてください。
　犬が死亡したときや、飼い主の住所などに変更
があった場合は、環境保全課または各総合支所地
域振興課へ届け出てください。
費　用　犬の登録代3,000円(未登録の場合)、注射
代3,200円(狂犬病予防注射代2,650円、注射済票
550円)　※釣り銭のいらないようにお願いします。

犬鑑札

犬鑑札

平成30年度の
狂犬病予防注射済票

平成30年度狂犬病予防集合注射日程
　４月10日(火)～20日(金)に市内各所を巡回する
ほか、４月22日(日)は市内３カ所で実施します
(雨天実施)。集合注射で受けることができない場
合は動物病院で受けさせてください。▲

４月22日　（市内３カ所で実施）
会　場　
　① 三重県津庁舎(桜橋三丁目446-34）　
　② 市一志庁舎(一志町田尻593-2)
　③ 三重県動物愛護推進センター「あすまいる」
　　 (森町2438-2）
時　間　いずれも９時30分～11時30分

犬の登録と狂犬病予防注射申込用紙

犬の毛色　　　　　性別  雄・雌

※複数枚必要な場合はコピーしてご利用ください

平成　　年　　月　　日  犬の名

電
話
番
号

問診項目（愛犬について○をつけてください）

　現在、愛犬に体調の悪いところはありますか

　現在、何か治療を受けていますか  

　今までに狂犬病予防注射で体調が悪くなりましたか

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

登　録　番　号

所有者の住所

所有者の氏名

犬　の　種　類

犬の生年月日

その他の犬の特徴

フ　リ　ガ　ナ

キ　　　リ　　　ト　　　リ

キ
　
　
　
リ
　
　
　
ト
　
　
　
リ

日

① 三重県津庁舎

② 市一志庁舎

③ 三重県動物愛護推進センター「あすまいる」
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※潮音寺駐車場・津西ハイタウン自治会集会所・市
　本庁舎北側（津地域）、中井生集会所（一志地域）は
　利用者が少ないため廃止します。

津地域　　　　環境保全課 Ｔ229－3282

９：00～９：15
９：30～９：45
10：00～10：15
10：35～11：05
11：20～11：35
９：00～９：10
９：25～９：40
10：00～10：20
10：35～10：50
11：05～11：20
11：35～11：50
10：50～11：05
11：20～11：40
９：00～９：10
９：30～９：40
10：00～10：20
10：40～10：55
11：15～11：30

敬和公民館
阿漕塚記念館
橋南公民館
南が丘会館
藤水出張所
栗真小川町集会所
白塚出張所
一身田出張所
大里出張所
高野尾出張所
豊が丘会館
雲出出張所
高茶屋市民センター
安東出張所
櫛形出張所
片田出張所
神戸出張所
新町会館

日 会　場 時　間

17日
㈫

18日
㈬

19日
㈭

20日
㈮

河芸地域　　河芸総合支所 Ｔ244－1706

９：00～９：20
９：35～９：50
10：05～10：20
10：35～10：50
11：05～11：20
11：35～11：50
９：00～９：20
９：40～10：10
10：30～10：45
11：00～11：15
11：25～11：35

一色区住民センター
中別保公民館
東上野公民館
大蔵園公民館
東千里公民館
新上野公民館
上野公民館
千里ヶ丘出張所
三行公民館
北黒田公民館
南黒田公民館

日 会　場 時　間

10日
㈫

11日
㈬

白山地域　　白山総合支所 Ｔ262－7032

９：30～９：50
10：00～10：10
10：20～10：35
10：50～11：00
９：00～９：20
９：30～９：45
９：55～10：10
10：20～10：30
10：40～11：00
11：10～11：30
９：20～９：30

９：40～10：00

10：10～10：20
10：30～11：10
11：20～11：30

川口公民館
東町公民館
家城出張所
元取集会所
市白山庁舎
山田野集会所
八ツ山出張所
八対野１区公民館
上ノ村集会所
佐田集会所
茅刈公民館駐車場
イセゴム工業西区有地
（二本木）
岡薬師寺下（岡）
大三出張所
三ヶ野集会所

日 会　場 時　間

16日
㈪

17日
㈫

18日
㈬

一志地域　　一志総合支所 Ｔ293－3008

９：00～９：10
９：20～９：30
９：40～９：50
10：10～10：50
11：05～11：30
９：00～９：15
９：35～９：55
10：10～10：25
10：40～11：00
11：20～11：30
９：00～９：30
９：40～10：00
10：15～10：35
10：55～11：15

室の口公民館
JA下の世古倉庫前
JA倉庫平岩集荷所
虹が丘団地集会所
JA郷土資料館(高野)
石橋公会所
JA庄村倉庫
片野集会所
小山集会所
高野団地会館
波瀬出張所
大井公民館
川合文化会館駐車場
一志高岡公民館

日 会　場 時　間

10日
㈫

11日
㈬

12日
㈭

美里地域　　美里総合支所 Ｔ279－8119

９：30～９：40
９：50～10：05
10：15～10：30
10：40～11：00
11：15～11：35
９：30～９：55
10：10～10：20
10：30～10：40
10：55～11：20

平木多目的集会所
北長野休養施設
桂畑文化センター
南長野生活改善センター
JA美里支店　
旧JA辰水店
高座原公民館
旧穴倉営農組合倉庫
市美里庁舎駐車場

日 会　場 時　間

12日
㈭

13日
㈮

美杉地域　　美杉総合支所 Ｔ272－8085

８：45～８：55
９：05～９：10
９：20～９：30
９：40～９：45
９：50～９：55
10：05～10：10
10：15～10：30
10：40～10：45
10：55～11：05
11：10～11：25
11：30～11：35
11：45～11：50
８：45～８：55
９：10～９：15
９：25～９：30
９：35～９：45
９：55～10：05
10：10～10：20
10：25～10：35
10：45～10：55
11：05～11：15
11：25～11：35
11：40～11：45
11：55～12：00

竹原多目的集会所
小原消防詰所
小西公民館
市美杉庁舎
老ヶ野第３公民館
逢坂公民館
伊勢地出張所
北山商店前
上太郎生分館
太郎生出張所
登公民館
飯垣内スクールバス車庫前
竹原コミュニティ防災センター
脇ヶ野公民館
下之川出張所
上村スクールバス車庫前
野登瀬バス停
やまなみ会館
多気出張所
中俣公民館
しゃくなげ会館
八幡出張所
上殿バス停
比津三叉路

日 会　場 時　間

19日
㈭

20日
㈮

久居地域　　久居総合支所 Ｔ255－8845

９：00～９：15
９：25～９：40
９：50～10：00
10：10～10：20
10：30～10：40
10：55～11：10
11：20～11：35
８：50～９：10
９：20～９：35
９：45～９：55
10：10～10：25
10：35～10：55
11：10～11：20
11：30～11：40
９：00～９：20
９：30～９：40
９：50～10：05
10：15～10：25
10：35～10：45
10：55～11：05
11：15～11：25

一色公会所
グリーンヒル久居集会所
下稲葉公会所
上稲葉ふれあい会館
美里ホームランド集会所
JA榊原支店
寺野垣内集会所
久居体育館
桜が丘団地集会所
小野辺野菜出荷場
木造区集会所
JA新家集荷場
旧JA久居支店（須ケ瀬）
埋蔵文化財センター久居分室
JA栗葉支店（七栗）
羽野地区集会所
戸木公民館
風早地区集会所
明神教育集会所
藤ヶ丘公園
久居北口市民館

日 会　場 時　間

12日
㈭

13日
㈮

19日
㈭

芸濃地域　　芸濃総合支所 Ｔ266－2516
日

９：00～９：10
９：20～９：30
10：00～10：10
10：40～10：50
11：00～11：30

旧JA安西支店
雲林院福祉会館
落合の郷
旧JA明支店
芸濃総合文化センター

会　場 時　間

17日
㈫

安濃地域　　安濃総合支所 Ｔ268－5517

９：00～９：15
９：30～９：45
10：00～10：20
10：35～10：55
11：10～11：25
11：40～11：55

東観中学校体育館
今徳区公民館
草生公民館
旧JA明合支店
JA安濃中央支店安濃店
清水ヶ丘公民館

会　場 時　間

11日
㈬

日

香良洲地域 香良洲総合支所 Ｔ292－4308

９：00～９：40

９：55～10：35

防災ステーション
（香海中学校西）
市香良洲庁舎

会　場 時　間

19日
㈭

日

▲

４月10日　～20日 （市内各所を巡回）火 金

　狂犬病は犬だけでなく人にも感染し、発症するとほぼ100％
死に至る病気です。日本では昭和32年を最後に発生はありませ
んが、周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生し
ており、年間５万人以上が亡くなっています。狂犬病が国内で
まん延しないよう正しい知識を持ち、飼い犬の登録と年１回の
予防注射を必ず行いましょう。

狂犬病予防注射の役割
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津市応急
クリニック 津地方

検察庁 津地方
裁判所

津地方
法務局

お城公園津市役所
津リージョン
プラザ

お城西公園

市内３カ所にある津市の応急診療所
　休日や夜間に急な発熱、腹痛、下痢などの症状で困ったときの
ために、津地区医師会・久居一志地区医師会・津歯科医師会・津
薬剤師会などの協力の下、市内３カ所で応急診療所を開設してい
ます。

●健康保険証(75歳以上の人は後期高齢者医療被保険者証)
　※保険証がないと診療代金は全額自己負担となります。
●健康保険高齢受給者証(70～74歳の人のみ)
●子ども医療費などの福祉医療費受給資格証(該当する人のみ)
●診療代金　
　※休日・夜間のため割増加算されます。
●使用中の薬があれば、「お薬手帳」などの薬の内容が分かるもの

津市こども応急クリニック・
休日デンタルクリニック
大里窪田町327-1（三重病院敷地内）
　236-5501

夜間 毎日 19時30分～23時

昼間 日曜日、祝・休日、
12月31日～１月３日

10時～12時

10時～12時
13時～16時

10時～12時
13時～16時

小児科

祝・休日(１月１日、日曜日と重なる日を
除く）、１月２日、５月３日・４日・５日

歯科
12月31日

※小児科はおおむね16歳未満の人が対象
※デンタルクリニックとは、歯科診療所の
　こと

応急診療所 診療
科目 診療時間

津市応急クリニック
  西丸之内37-8(お城西公園西隣）
　229-3303

19時30分～23時夜間 毎日

昼間
日曜日、祝・休日、
12月31日～１月３日

10時～12時
13時～16時

内科

診療日

津市久居休日応急診療所
  久居本町1400-2（久居一志地区医師会館内）
　256-6207

10時～12時
13時～16時内科 日曜日、祝・休日、

12月30日～１月３日

伊
勢
自
動
車
道

近
鉄
久
居
駅

成美小

誠之小久居中

久居IC

久居農林高校

118
津市久居休日
応急診療所

165

三重病院

J
R一身
田
駅

伊
勢
自
動
車
道

大里小

豊里中

410

10

650

津市こども応急クリニック・
休日デンタルクリニック

大沢池

津市応急クリニック（１階部分）

問い合わせ　地域医療推進室　　229－3372　　229－3018

市の応急診療所のご案内
休日や夜間に急病になったとき

受診時の持ち物



広報 つ！　平成30年４月１日号 15

●応急診療所は、比較的軽
　症な患者の応急的な治療、
　処置を行うところです。
　専門的な治療、経過観察
　が必要な検査などは行っ
　ていません(点滴・エック
　ス線撮影は不可)。気になる症状があるときは、
　昼間の診療時間内にかかりつけの医師を受診
　し、休日や夜間の対処方法などについて相談
　しましょう。
●薬は原則、かかりつけの医師にかかるまでの
　１日分のみの処方です。休み明けには必ずか
　かりつけの医師の診察を受けましょう。
●「平日は仕事があるから」、「明日の診察で
　もいいくらいの状態だけれども、夜でもやっ
　ているから」、「待ち時間が短そうだから」
　などの理由で、安易に休日や夜間に受診する
　ことはやめましょう。

受診可能な医療機関を知りたいときは…受診可能な医療機関を知りたいときは…

子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…子どもの急な病気や事故・薬に関する相談をしたいときは…

応急診療所を利用する際の注意事項 かかりつけ医を持ちましょう

応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、
健康に関する相談をしたいときは…
応急手当ての方法や何科を受診すればいいか分からないとき、
健康に関する相談をしたいときは…

0120-840-299®

津市救急・健康相談ダイヤル24 
フリーダイヤル
医師や看護師など専門スタッフが相談にお答えします。

24時間年中無休

229-1199
三重県救急医療情報センター 
コールセンター
救急医療情報ネット
　ＰＣ・スマートフォン版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話版　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/

24時間年中無休

覚えておくと便利な電話案内覚えておくと便利な電話案内

みえ子ども医療ダイヤル
電話番号
利用時間　毎日19時30分～翌朝８時
対象　18才未満の子どもとその家族　
医療関係の専門相談員がお答えします。

#8000　　 232-9955または

　かかりつけ医とは、病
気になったときに、気軽
に相談ができる身近な医
師のことです。いつも同
じ医師が診察するので、
信頼関係が深まり、また
あなたの体質や病歴を把握しているので、精
密検査や高度な治療が必要となる場合は、
専門病院を紹介してくれるなど、適切な処置
を受けることができます。特に幼い子どもや
お年寄りのいる家庭では、かかりつけ医を決
めて、急に具合が悪くなったときに備えて、日
頃から相談できるようにしておくことが大切
です。
　体の不調を感じたときは、早めにかかりつ
け医に相談し、適切なアドバイスを受けま
しょう。
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津市の高齢福祉サービス
　高齢者の皆さんが心身ともにいつまでも元気で、生きがいのある充実した暮らしを送れるよ
う、さまざまな取り組みを行っています。

豊かに暮らす高齢社会に向けて

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)

高齢福祉サービス
▶緊急通報装置事業
　緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るため、簡
単な操作で通報できる緊急通報装置を設置しま
す。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、市民税
非課税世帯に属する人

費　用　通話料金のみ自己負担　
▶紙おむつ等給付事業
　紙おむつ等を常時使用しなければならない在宅
の高齢者に、紙おむつ等を月１回現物で支給しま
す。
対　象　65歳以上の在宅で生活している、常時
紙おむつ等が必要な人

▶徘徊探索器貸与事業
　徘徊した場合に早期に発見し、その居場所を確
認することができる徘徊探索器を貸与します。
対　象　認知症による徘徊が認められる高齢者など
費　用　月々の使用料などは自己負担
▶徘徊ＳОＳネットワーク津
　徘徊などの心配がある人の情報を事前に登録
し、行方不明となった場合に家族などの依頼によ
り、その人の身体的特徴や服装などの情報を「協
力機関」として登録している民生委員・児童委
員、認知症サポーターなどへメール配信し、可能
な範囲で協力をお願いします。　※登録時に本人
の写真が必要。「協力機関」として、認知症サ
ポーター養成講座などを受講した人や、介護サー
ビス事業所など認知症に関する知識や理解のある
個人や団体の登録も随時受け付けています。
対　象　徘徊の心配のある高齢者など
▶家族介護慰労金支給事業
　介護サービスを利用することなく在宅で高齢者
の介護を行った同居の家族に対して、介護慰労金
(年間10万円)を支給します。　※３カ月以上の入
院があったときや、介護保険料が未納の場合を除
く。
対　象　要介護認定で、要介護４または５となっ
た高齢者の介護を１年間継続して介護保険サー

ビスを受けずに在宅で介護した市民税非課税世
帯の同居の家族　※介護保険のサービスのう
ち、１週間以内のショートステイを除く。
▶日常生活用具給付等事業
　電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付し
ます。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、虚弱や寝
たきり、認知症などで日常生活に支障がある人
費　用　所得税額に応じて、無料または一部負担
▶配食サービス事業
　調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取れ
た食事を手渡し、安否確認を行います。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどで、心身の
障がいなどのため調理が困難な人
助成内容　１日１食、週６食以内
費　用　１食当たり400円を自己負担　
▶はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業
　保険適用外のはり・きゅう・マッサージ施術
を、津市が指定した市内の施術所で受ける人に助
成券を交付します。平成30年度の申請は４月２
日(月)から受け付けます。　※申請時に健康保険
証と印鑑が必要
対　象　４月１日現在70歳以上(昭和23年４月２
日以前に生まれた人)
助成内容　１枚1,000円分の助成券(年間６枚以内)
▶高齢者外出支援事業
　三重交通グループの路線バス、津市コミュニティ
バスなどで利用できるオリジナルＩＣカード「シル
バーエミカ」に、１ポイント１円換算で乗車料金と
して利用できるポイントを2,000ポイント付けてお渡
ししています。津市コミュニティバスでは提示するだ
けで乗車無料になります。
※申請時にマイナンバー
カードが必要
対　象　市内に在住の
65歳以上(平成30年度
中に65歳になる人を
含む)

はいかい
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高田本山専修寺 御影堂・如来堂 国宝指定記念

津市民薪能

　寛永12(1635)年、津藩初代藩主藤堂高虎公の
長女の糸姫(高松院)は高田派第15世堯朝上人へ、
万治元(1658)年には、二代藩主藤堂高次公の五女
の糸姫が高田派第16世堯圓上人に嫁いでいます。
　また、正保２(1645)年、専修寺は火災によっ
てお堂を焼失しますが、万治元年、津藩から専
修寺に隣接する土地が寄進され、現在の広大な
境内地となり、御影堂・如来堂などのお堂が建
てられました。

津藩と専修寺のゆかり

1
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17:30~(16:00から国宝特別拝観も実施 )
専修寺境内特設舞台 ( 一身田町 )
※雨天時は専修寺御影堂で開催

街は劇場、通りはステージ

第53回 高虎楽座
問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　文化振興課　Ｔ229-3250　Ｆ229-3344

10:00~16:00
フェニックス通り、津市まん中広場
※雨天時は大門大通り商店街アーケード内

　当日７時～18時の間、フェニックス通りの
一部の区間が車両通行禁止になります。
※雨天時は規制なし

交通規制にご協力を

　高虎公の時代に思いをはせ、恒例の高虎楽座を
開催します。高虎座やにぎわい市、初開催のパン
マルシェなど楽しい催しがいっぱい！ぜひお越し
ください。

　太鼓演奏や子ども唐人、歌、ダンスなどのス
テージパフォーマンス

　衣料品、雑貨、手作り品、骨とう品などのお店
が並ぶフリーマーケット。意外な掘り出し物を見
つけてください♪

　津市内をはじめ人気
のパン屋さん大集合！
ワクワクする市場が１
日限りオープン
※売り切れ次第終了

◆高虎座

◆にぎわい市

車両通行禁止区域

◆津のパクパク パンマルシェ

2
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ぎょうえん

ぎょうちょう

　能は長い歴史を持つ日本独自の芸能で、文
学・音楽・演劇とも密接な関係を持つ奥の深い
総合芸術です。特に喜多流は津藩初代藩主藤堂
高虎公が愛好したこともあり、津に大変ゆかり
のある流派です。
　今年の津市民薪能は、専修寺御影堂・如来堂
の国宝指定を記念して、津藩と密接なつながり
のある専修寺境内を会場に行います。春の夜の
ひととき、歴史的な木造建築物に囲まれ、幽玄
の世界を楽しんでみませんか。
内　容　能「花月」、狂言「土筆」、仕舞他
演　者　長田驍さん・長田郷さん(喜多流)他

能「花月」
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問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

受付日時 場　所

４月12日㈭
18時30分～21時

津リージョンプラザ２階
第１会議室

４月13日㈮
８時30分～20時
16日㈪以降は
８時30分～17時15分

津リージョンプラザ３階
商業振興労政課
※月～金曜日
（祝・休日を除く）

開講期間　５月～来年２月末　※全
　10回の講座は９月末まで
対　象　市内に在住・在勤の39歳
までの勤労者(学生を除く)
申し込み　４月12日(木)18時30分
から以下の受付場所で配布する申
込書に必要事項を記入し、講座運
営費を添えて提出

●具体的な日程は申し込み時にお伝えします。
●講座運営費は、申し込み時に全額一括納付してください。講座によっては追加負担が必要
　になる場合もあります。
●納付済みの講座運営費は原則として返金しません。
●定員に満たない場合は、随時募集します。
●申込者が少ない（おおむね５人以下）講座は、開講しないことがあります。

久居総合福祉会館 講座生募集

※申込者が少ない講座は開講しないことがあります。

問い合わせ　久居総合福祉会館　　256－7110　　256－7129

対　象　市内に住所があり、最後まで受講する意
欲のある人　※定員を超えた場合、昨年度の同
講座の受講者を除いて４月18日(水)14時から
当会館で公開抽選。結果は５月２日(水)までに
応募者全員に通知。

費　用　無料(講座によって教材費や保険料が必要)
申し込み　直接窓口または、はがき、ファクスで

希望講座名、郵便番号、住所、電話番号、氏名、年
齢(子どもと参加する講座は子どもの氏名と生
年月日も)を久居総合福祉会館(〒514-1136 久
居東鷹跡町20-２)へ　※１人(１組)１講座の
み。電話での申し込みは不可。
締め切り　４月14日(土)必着　※火曜日は休館

講座名 開催期間 対　象
（４月１日現在の年齢）

定員
（抽選）

ヨーガ入門 25人

35人

20組

20組

25組

５月９日～来年３月
毎週水曜日10時～11時30分 15歳以上

健康づくりのための
スポーツ入門

５月10日～来年３月
毎月第２・４木曜日10時～12時 60歳以上

ママと１歳児の３Ｂ体操 ５月11日～来年３月
毎月第２・４金曜日９時～10時30分 １歳児と保護者

ママと２歳児の３Ｂ体操 ５月11日～来年３月
毎月第２・４金曜日10時45分～12時15分 ２歳児と保護者

キッズとファミリーの
元気いっぱい

５月19日～来年３月
毎月第３土曜日９時～10時30分 ３～５歳児と保護者

仲間づくりや余暇の充実にご利用ください！
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講座名 曜日 時　間 定員
（先着） 回数 会　場 講座運営費

華　道

料　理

手　話

写　真

手編み

美文字

抹　茶

英会話

着付け

滑舌＆表現力アップ

アロマ入門

月

月

水

水

水

金

金

水

水

木

金

金

18時～
20時

18時30分～
20時20分
19時～
20時45分
19時～
20時45分
18時30分～
20時30分
19時～
20時45分
19時～
20時45分
19時～
20時30分
19時～
20時45分
19時～
20時30分
19時～
20時30分
18時45分～
20時45分

25人

24人

15人

15人

10人

15人

15人

15人

10人

15人

15人

10人

20

20

25

20

20

20

20

10

10

10

10

10

サン・ワーク津

中央保健センター

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

2万2,400円

1万4,400円

6,400円

5,400円

1万400円

6,400円

8,400円

4,200円

200円

500円

5,200円

フラワーアレンジメント
＆プリザーブドフラワー 2万200円
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8082　　272－1119

　森林セラピストプロデュースの人気イベント。今年は春と秋の２回
開催します。少人数限定で森林セラピスト自慢のおもてなしをご提
供。森林セラピー本来の「こころ」と「からだ」のリラックスを味わ
える一日、セラピストにおまかせください。
定　員　平倉コース30人(小学生以上の親子に限る)、その他各コース
　10人
費　用　3,000円～
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
締め切り　４月27日(金)

5 13 9:30~(9:00から受け付け)
全５コース(平倉・三多気蔵王・霧山・丹生俣地内・真福院)

6
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市営浄化槽事業と浄化槽設置補助制度のご案内
問い合わせ　下水道総務課　Ｔ239-1038　　239-1037

区　分 浄化槽の大きさ 限度額（下水道予定処
理区域外・区域内共通）

５人槽
７人槽
10人槽
５人槽
７人槽
10人槽

33万2,000円
41万4,000円
54万8,000円
８万4,000円
10万3,000円
13万8,000円

単独処理浄化槽
やくみ取り便槽
からの転換設置

上記を除く浄化
槽設置

※下水道予定処理区域外の地域には、単独処理浄化槽の全部撤去
　の費用９万円までと、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から転換
　するときの配管費用６万円までを別途交付します。
※補助金交付申請は、必ず工事の着手前に行ってください。補助
　金等交付決定前に工事着手している場合は、補助の対象外にな
　ります。（単独処理浄化槽の撤去なども含む）

5
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市営浄化槽区域にお住まいの人へ
市営浄化槽事業

市営浄化槽区域外にお住まいの人へ
浄化槽設置補助制度

　市民の皆さんが衛生的で快適な生活を営むとと
もに、川や海をきれいにするため、市では市営浄
化槽区域(下水道計画区域や農業集落排水処理施
設などの集合処理区域を除いた区域)で合併処理
浄化槽の設置と維持管理を行っています。
◆単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から合併処
　理浄化槽に変更する場合
申し込み　市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記
入し、下水道総務課へ提出してください。受け付
け後、現地調査を行い、設置の可否を決定します。
なお、土地の形状や工事の方法などで、すぐに施
工できない場合､または申し込みが多い場合に
は、翌年度以降の設置になることがあります。
申込期間　随時受け付け
◆住宅の新築などを行う場合
申し込み　市営浄化槽設置依頼書に必要事項を記入
し、下水道総務課へ提出してください。受け付け後、
現地調査を行い、設置の可否を決定します。また、
申請する人は申請前に打ち合わせが必要です。
申込期間　随時受け付け
◆すでに合併処理浄化槽を設置している場合
　市営浄化槽区域で、すでに合併処理浄化槽を設
置していて、一定の条件を満たす場合は、市に帰
属することができます。市に帰属後は市が合併処

理浄化槽の維持管理を行います。
　帰属の条件や申請方法など詳しくはお問い合わ
せください。

　住居専用住宅に浄化槽を設置する場合に補助金
を交付しています。
対象区域
●下水道計画区域内で下水道予定処理区域外の地
域
●下水道予定処理区域になった日の翌日から７年
を経過しても下水道の供用が開始されないと見
込まれる地域
補助金限度額

セラピストにおまかせ！春
津市森林セラピー基地ウオークイベント

日
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問い合わせ　行政経営課　　229-3273　　229-3255

　第76回国民体育大会および第21回全国障害者スポーツ大会の各種競技の実施に向けた推進
体制の整備などを図るため、４月１日から組織の一部を変更しました。

４月１日から組織の一部を変更

　国民体育大会および全国障害者スポーツ
大会の開催に向けて国体・障害者スポーツ大
会準備室を国体・障害者スポーツ大会推進室
（総務担当、競技担当）に改編しました。
　また、サオリーナの供用開始に伴い、産業・
スポーツセンター推進室をスポーツ振興課に
統合しました。

国体・障害者スポーツ大会推進室改編

　久居総合支所市民課市民担当に久居駅前
出張所を統合し、窓口開設時間を17時15分
から21時まで延長しました。（土・日曜日、祝・
休日は８時30分から18時まで。年末年始を
除く）　※窓口サービスの内容や取扱時間に
ついては、変更ありません。

久居総合支所市民課に
久居駅前出張所を統合統合

　新事務所の供用開始に伴い、４月から津北工事事務所と倭出張
所を以下のとおり移転しました。
　津北工事事務所（西丸之内24-39　※リージョンプラザ南西側）
　倭出張所（白山町中ノ村581　※倭公民館南側）

執務場所の移転移転

オタフクナンテン
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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　※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29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)、コデマ
　リ(落葉低木)、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　10月ごろ
締め切り　７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)

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
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移転後住宅の建設
または購入（移転
後住宅の敷地とな
る土地の購入を含
む。）に要する資金
として金融機関、
その他の機関から
借り入れた借入金
の利子（固定金利
で年利率8.5％を限
度とする。）に相当
する額の費用

平成31年度中の住宅移転の事前相談は今年の５月末まで
問い合わせ　市営住宅課　Ｔ229－3188　Ｔ229－3213　 久居分室　Ｔ255-8853　Ｔ255-5586

10
TSU NEWS 違反対象物の公表制度

４月１日からスタート

9
TSU NEWS

土

土砂災害特別警戒区域にお住まいの人へ

　土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建てられ
ている住宅(危険住宅)に、区域指定の前から住んで
いて、当該危険住宅を除却する人、または除却し資
金を借り入れして市内の安全な場所で住宅を建設ま
たは購入して移転する人に対し、予算の範囲内で補
助する事業です。補助金の交付は平成31年度から
で、補助金の申請には次の事前相談が必要です。

　平成31年度に補助金の交付を申請する人は、次
の相談期間中に、あらかじめ電話予約の上、事前
相談を行うことが必要です。
相談期間　４月２日(月)～5月31日(木)　
対　象　土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に
建てられている住宅(危険住宅)に、区域指定の
前から住んでいて、平成31年度中に当該危険住
宅を除却する予定の人、または除

　却し資金を借り入れして市内の安
　全な場所で住宅を建設または購入
　して移転する予定の人

　急傾斜地の崩壊などが発生した場合に、建築物に損
壊が生じ市民の生命または身体に著しい危害を生じさ
せる恐れがあるとして三重県知事が指定した区域で、
現在津市では、美杉地域、白山地域の一部が指定され
ています。指定区域は、三重県のホームページでも確
認できます。

事前相談

津市がけ地近接等危険住宅移転事業 補助の内容

屋内消火栓設備スプリンクラー設備 自動火災報知設備

　建物の利用者が、自ら火災危険性に関する情報
を入手し、安心して建物を利用できるように、消
防機関が保有する火災危険に関する重大な消防法
令違反が認められる建物の情報を、津市のホーム
ページで公表し、市民に情報を提供する制度で
す。

　劇場や映画館、飲食店や百貨店、ホテル、病院
や社会福祉施設など、不特定多数の人または自力
避難が困難な人が出入りする建物です。

　消防法令で設置が義務付けられた「屋内消火栓
設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設
備」が設置されていない違反のことです。

津市　公表│

補助対象事
業の内容 交付限度額

危険住宅の
除却 危険住宅の除却に要する費用

建物

土地

合計

建物

土地

敷地造成

合計

移転後住宅
の建設また
は購入

319万円

96万円

415万円

457万円

206万円

59万7,000円

722万7,000円

※国、県、市による助成事業であるため、国や県の交付金の状況に応じて補
　助金が減額される場合があります。
※補助金交付決定の前に工事着手または借り入れの契約をしている場合は、
　補助の対象になりません。

補助対象経費

土砂災害特別
警戒区域から
の移転

土砂災害特別
警戒区域であ
って、保全人
家10戸未満の
急傾斜地崩壊
危険区域から
の移転

三重県　土砂災害特別警戒区域│

●建物の名称　例：○○ビル
●所在地　　　例：津市○○町○－○
●違反の内容　例：自動火災報知設備の未設置

　消防機関が、４月１日以降に立入検査で把握し
た重大な消防法令違反について、関係者に通知し
た日から14日経過しても違反が是正されない場合
に公表します。

問い合わせ　予防課　Ｔ254-0356　Ｆ256-7755

80万2,000円

土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン )とは

違反対象物の公表制度 ホームページで公表される内容

公表制度の対象となる建物

重大な消防法令違反

公表の時期



○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30年４月１日号22

市民税課
　229－3130　　229－3331

事業所の皆さんへ
給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届出書の提出を

介護保険課
　229－3149　　229－3334

納入通知書（介護保険料
仮徴収額決定通知書）を送付

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

地域包括支援センターを
ご利用ください

林業振興室
　262－7025　　264－1000

新築木造住宅などに補助
みえ森と緑の県民税市町交付金事業

援護課
　229－3151　　229－2550

生活困窮者の相談窓口へ
早めに相談を

会計管理室
　229－3217　　229－3341

津市収納代理金融機関の
名称変更

水道総務課
　237－5802　　237－1210

お知らせ

　給与支払報告書を提
出した人や、現在給与
から市・県民税を特別
徴収している人が、４
月１日現在退職や転勤
などにより給与の支払
いを受けなくなった場合は、４
月16日(月)までに「給与支払報
告・特別徴収に係る給与所得者
異動届出書」の提出が必要です。
　提出がないと、納入された金額
と市の台帳の金額とが一致しな
いだけでなく、従業員への納税通
知書が発行されなくなりますの
で、必ず期日までに提出してくだ
さい。届出書は津市ホームペー
ジからダウンロードできます。

　65歳以上の人(介護保険第１
号被保険者)のうち、平成30年
４月または６月に介護保険料の
徴収方法が普通徴収(納付書もし
くは口座振替による納付)から特
別徴収(年金からの天引き)に切
り替わる人には、４月２日(月)
に平成30年度納入通知書(介護
保険料仮徴収額決定通知書)を発
送します。
仮徴収とは
　市民税の課税状況や前年の合
計所得金額等に基づき介護保険
料の金額が決定するまでの間(８
月納期まで)に、暫定的な介護保
険料で徴収することをいいます。
暫定的な介護保険料は、原則、
前年度中に適用された所得段階
別の保険料額を基準として算出

した額になります。ただし、仮
徴収が発生するのは特別徴収の
人のみです。
　なお、平成30年度介護保険料
額(年額)については７月中旬に
別途通知します。

　４月１日(日)から津市収納金
(市税・水道料金など)取扱窓口
である三菱東京ＵＦＪ銀行の名
称が三菱ＵＦＪ銀行に変更され
ます。

　仕事や生活にお困りの人は一
人で悩まず、ご相談ください。
一人一人の状況に応じて、一緒
に解決に向けて取り組んでいき
ます。相談は無料で、秘密・個
人情報は厳守します。
こんな悩みや困りごとを抱えて
いませんか？
●仕事がなかなか見つからない
●仕事を辞めて家賃が支払えない
●借金が多く生
　活が苦しい
●どこに相談す
　ればよいか分
　からない

　高齢者が住み慣れた地域で、
安心して生活が継続できるよ
う、総合相談の拠点として地域
包括支援センターを設置してい
ます。保健師や社会福祉士、主
任ケアマネジャーなどの専門職
による相談のほか、介護予防ケ

アプランの作成
や権利擁護、高
齢者虐待防止な
どの業務を行っ
ています。

　地域産木材(県内産を含む)を
一定量以上使用し、市内で個人
住宅または公共的施設を新築す
る人を対象に、建築費の一部を
補助します。
申し込み　林業振興室または農
林水産政策課、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　※募集要
項の配布は４月２日(月)から
です。津市ホームページから
もダウンロードできます。
申込期間　４月９日(月)～募集
棟数に達するまで　
※詳しくは、
林業振興室
までお問い
合わせくだ
さい。

地域包括支援
センター名

津中部中

津中部北

津中部東

津中部西

津中部南

津北部東

津北部西

津久居

津一志

津地域（養正・安東・
櫛形・一身田・津西）

津地域（北立誠・南
立誠・敬和）

津地域（修成・育生・
藤水・南が丘）

美里地域、津地域
（神戸・片田・新町）

香良洲地域、津地
域（高茶屋・雲出）

河芸地域、津地域
（白塚・栗真）

芸濃地域、安濃地
域、津地域（大里・
高野尾・豊が丘）

久居地域

一志地域、白山地
域、美杉地域

　271－6535

　213－3181

　213－8115

　237－2018

　238－6511

　245－6666

　267－1125

　254－4165

　262－7295

担当地域 問い合わせ



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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教委学校教育課
　229－3245　　229－3257

指定された小中学校・
義務教育学校へ就学を

市民交流課
　229－3102　　227－8070

津市国際交流推進基金
補助事業

危機管理課
　229－3281　　223－6247

訓練時間等を変更
全国瞬時警報システム（J-ALERT）

都市政策課
　229－3290　　229－3336

緑化・美化運動を行う団体へ
花苗などを支給

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

香良洲パターゴルフ場
ナイター営業を開始

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

放課後児童クラブ

こども支援課
　229－3284　　229－3334

こども料理体験教室補助金

津市放課後児童クラブ│

　教育委員会では、登録されて
いる住所によって、就学すべき
学校を指定しています。実際に
住んでいない所へ住所を登録
し、その校区の学校に子どもを
通わせることはできません。こ
のような場合は、事実を確認
し、本来の指定校に通学してい
ただくことがあります。

　放課後児童クラブは、保護者
が労働などにより昼間家庭にい
ない小学生を対象に、放課後に安
全で充実した生活を送ることが
できるようお手伝いしています。
　運営については、保護者会や
社会福祉法人、ＮＰＯで行って
います。利用に当たっては各ク
ラブのルールに従っていただく
必要があり、中でも保護者会な
どで運営する公設民営のクラブ
では、利用する保護者の皆さん
の運営への参画・協力が欠かせ
ません。
　開所時間や利用料などは各ク
ラブで異なりますので詳しくは
お問い合わせください。また、
各クラブの一覧は津市ホーム
ページをご覧ください。
放課後児童支援員等(指導員)募集
　各クラブでは、児童を保育す
る指導員を募集しています。詳
しくは、津市ホームページをご
覧ください。

　子どもの自立・成長を目的と
した料理教室を開催する団体に
補助金を交付します。
対　象　次の全てを満たすもの
●市内に在住・在学の小学６年

生までの子どもが10人以上参
加する教室
●子どもが主体的に調理する教室
●市内で行う教室
●市内の地域住民によって構成
される団体が実施
●教室の実施に関して他の補助
金を受けていない
●団体として年間３回以上活動
補助金額　対象経費のうち上限
２万円
申し込み　教室開催日の20日前
までにこども支援課へ
※詳しくは津市ホームページを
ご覧いただくか、こども支援課
で配布する要項をご覧ください。

　市民の皆さんが主体となって
実施し、国際感覚の育成に寄与
すると認められる事業に対して
助成を行います。
対　象　平成30年度中に津市民
を対象に広く行われる国際的
な交流活動、ボランティア活
動など。詳しくはお問い合わ
せください。
申込資格　市内で組織的・継続
的に国際交流活動を行ってい
る団体
申し込み　市民交流課にある申
請書に必要書類を添えて、直
接窓口へ　※申請書などは津
市ホームページからもダウン
ロードできます。
締め切り　４月20日(金)必着

　公園などの公共公益施設で緑
化活動を行う団体に、花苗など
を支給します。
対象になる団体　自治会、ボラ
ンティア団体など
対象になる場所　公園、道路な

ど、市民の誰もが利用できる
公共公益施設で、管理者の承
諾を受けている場所
支給内容　花苗、花木、種子など
支給時期　５月～７月(春期)
申し込み　都市政策課または各
総合支所地域振興課にある申
請書に必要事項を記入し提出
申込期間　４月２日(月)～20日
(金)　※申請は春期と秋期各
１回(秋期の申請は８月を予定)

　毎月第４水曜日14時から行っ
ていた全国瞬時警報システムに
よる情報伝達訓練を４月から同
日12時15分に変更します。た
だし、５月、８月、11月、２月に
ついては、国が行う全国一斉訓
練に合わせて実施しますので、
日時が決まり次第、津市ホーム
ページなどでお知らせします。
　訓練時は、市内各所に設置さ
れている防災行政無線のスピー
カーから訓練用の放送が一斉に
流れます。また、防災情報メー
ルを登録している人には訓練
メールが送信されます。

と　き　４月16日(月)～10月
31日(水)９時～21時　※ナイ
ター期間以外は16時まで
料　金

※18時以降は照明料１人100円が別途必要

大人

小中学生、
65歳以上

市内の人 市外の人
300円

100円

500円

300円



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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お知らせ

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

土木工事などを行う事業者の皆さんへ
埋蔵文化財の保護にご協力を

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

農作業後の土の落下に
ご注意を

建設政策課
　229－3179　　229－3345

道路や歩道などを占用・
加工するときは申請を

募　　集

イベント

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

総合型地域文化・スポーツクラブ
久居総合支所地域振興課
　255－8846　　255－0960

グリーンフェスティバル2018

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室

クラブ名

西橋内文化・スポー
ツクラブ

ひさい文化・スポー
ツクラブ

かわげスポーツク
ラブ

東古河町7－1（西橋内
中学校内、Ｔ・Ｆ246－
5524、毎週土曜日10
時～16時）

上弁財町津興2537－4
（橋南中学校内、Ｔ・
Ｆ227－5155、毎週土
曜日10時～12時）

一志町大仰217－1（大
井公民館内、Ｔ・Ｆ
293－6673）

白山町古市808（白山
体育館内、担当　090－
9221－1717、毎週土曜
日12時～17時）

一志町波瀬2232－2（波
瀬公民館内、Ｔ・Ｆ
294－7472）

河芸町浜田774（河芸
体育館内、Ｔ・Ｆ245－
3354、第２・４土曜
日９時～12時）

安濃町田端上野818
（安濃体育館内、Ｔ268
－0101、　268－3220）

久居中町29－2（　・
255－2731）

久居相川町2071－1（鈴
木方Ｔ・Ｆ256－9312）

あのうスポーツク
ラブ

大井キッズクラブ

矢頭の子クラブ

白山クラブ

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

橋南スポーツクラブ

事務局

津市総合型地域文化・スポーツクラブ│

　市が支援する総合型地域文化・
スポーツクラブは、いろいろな
ことに興味・関心があり、さま
ざまな技術レベルを持つ人たち
が世代を超えて集まり、スポー
ツや文化活動を楽しむことがで
きる場です。開催内容は各事務
局へお問い合わせください。

　市内に約2,800カ所ある集落跡
や古墳などの遺跡(埋蔵文化財包
蔵地)は地域の歴史や成り立ちを
物語る市民共有の財産です。開
発事業を計画するときは、開発
予定地が遺跡の範囲に含まれて
いるかどうか、事前に窓口で確

認してください。遺跡の範囲内
で土木工事を行う場合、工事着
手60日前までに文化財保護法に
基づく届出書の提出が必要です。
届け出が必要な土木工事の例
●住宅や店舗、工場などの建築、
解体
●宅地造成、土砂採取
●農地の床下げ、天地返し、筆
合わせ
●駐車場造成、看板などの設置
●太陽光発電設備の設置
●樹木の抜根　など
　手続きについて詳しくは、津
市ホームページをご覧ください。

　トラクターなどで農作業をし
た後、道路に出るときは、道路
に土を落とさないように注意し
ましょう。車道や歩道に落ちた
大きな泥の塊は、景観を損ねる
だけでなく、通行の妨げにもな
り大変危険です。また、道路に
土を落とした場合は、速やかに
清掃してください。

　車庫など宅地への乗り入れの
ために、道路や歩道などを占
用・加工するときは、事前に道
路占用許可申請書などを提出
し、許可を受ける必要がありま
す。詳しくは以下の工事事務所
または建設政策課にお問い合わ
せください。
●相川以北の津地域、河芸・芸
濃・美里・安濃地域
　津北工事事務所(Ｔ253－2271、
Ｆ253－2273)
●相川以南の津地域、久居・香
良洲・一志・白山・美杉地域
　津南工事事務所(Ｔ254－5350、
Ｆ255－5586)

　アコースティック音楽などの
ライブコンサートや久居地域に
あるお店の出店のほか、夜には
約5,000本のキャンドルが会場
にともされます。
と　き　４月21日(土)15時～
21時　※雨天中止
ところ　緑の風公園(近鉄久居駅
東口)　※駐車場は陸上自衛隊
久居駐屯地グラウンドです。
なるべく公共交通機関をご利
用ください。

▶健康水泳春のコース■・■
と　き　５月10日～６月28日の
毎週木曜日(全８回)■９時30分
～11時、■11時30分～13時の
いずれか
定　員　抽選各45人(初めての
人優先)
費　用　5,500円(傷害保険料を
含む)
▶水中ウォーキング■・■
と　き　５月11日～６月29日の
毎週金曜日(全８回)■10時～11
時、■11時～12時のいずれか
定　員　抽選各30人(初めての
人優先)
費　用　3,500円(傷害保険料を
含む)
いずれも
ところ　サオリーナ屋内プール
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
申し込み　スポーツ振興課また
は各総合支所地域振興課、津
市スポーツ協会にある所定の
用紙に必要事項を記入し、直
接窓口またはファクスで提出
締め切り　４月13日(金)

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ



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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人権課
　229－3165　　229－3366

市民人権講座

消防救急課
　254－1603　　254－1607

患者等搬送事業乗務員
基礎講習会

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

手話奉仕員養成講座

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画フォーラム実行委員
男女共同参画情報紙「つばさ」編集
スタッフ とき（５月） 内容・講師

23日㈬
①13時30分～
　15時
②15時10分～
　16時40分

①高齢者の人権
木下美佐子さん（ユニ
バーサルデザインまち
づくりの会代表）
②外国人の人権
青木幸枝さん（多文化
共生ネットワークエス
ペランサ代表）

30日㈬
③13時30分～
　15時
④15時10分～
　16時40分

③障がい者の人権
高鶴かほるさん（三重
県知的障害者育成会
理事長）
④女性の人権
佐藤ゆかりさん（三重
の女性史研究会事務
局長）

　「男女が支えあ
い、いきいきと暮ら
せるまち」を目指し
て、毎年開催してい
る男女共同参画フォーラムや、男
女共同参画に関する情報などを
紹介する情報紙「つばさ」の編集
にボランティアとして参加してみ
ませんか。
▶男女共同参画フォーラム実行
　委員
内　容　企画・運営
対　象　市本庁舎などで開催す
る会議に出席できる人

▶男女共同参画情報紙「つばさ」
　編集スタッフ
内　容　企画・取材・編集
対　象　市本庁舎などで開催す
る編集会議に参加できる人
いずれも
申し込み　男女共同参画室にあ
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、Ｅメールで男女共
同参画室(〒514-8611 住所
不要、　229-3103@city.tsu.

　lg.jp)へ　※申込用紙は、津市
ホームページからもダウン
ロードできます。

締め切り　４月13日(金)必着

ところ　市本庁舎８階大会議室Ａ
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人
定　員　各講座50人程度　※１
講座のみの受講も可
申し込み　はがき、または電話、
ファクスで受講希望講座、住
所、氏名、電話番号を人権課
(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り　４月27日(金)必着

と　き　５月13日～来年３月３
日の日曜日(全51回)
ところ　久居総合福祉会館
対　象　市内に在住・在勤・在
学で16歳以上の手話未経験者
定　員　抽選20人

費　用　3,240円(テキスト代)
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　４月
　20日(金)消印
　有効

と　き　５月19日(土)・20日(日)
いずれも８時～19時(全２回)
ところ　消防本部３階
内　容　患者等搬送事業に必要
な知識と技術の習得　※修了
者に乗務員適任証を交付
対　象　車椅子やストレッチャー
などを固定できる車両で、緊急
性の低い入退院や通院、転院、
社会福祉施設などへの搬送を
行っている事業者の乗務員
教　材　「患者等搬送乗務員基
礎講習テキスト2015年版ガ
イドライン対応」(東京法令出
版／4,858円＋税)を各自用意
して持参
申し込み　電話で消防救急課へ
申込期間　４月16日(月)～５月
２日(水)９時～17時
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　人権フェスティバルが開催されました。町内の人
権学習会の発表や教養文化講座の発表・作品展示な
どが行われ、12回目となる今年も大盛況でした。

　一志町地産地消子どもの元気づくり協議会が恒例の
料理教室を開催。園児たちは五平餅作りをしました。
一生懸命作った五平餅の味は格別だったようです。

おいしくできたよ！
１月31日　高岡幼稚園、２月１日　川合幼稚園

タスキをつないで
２月18日　三重県庁～三重交通Ｇスポーツの杜伊勢

人権について考えよう
２月17日 　白山市民会館

　早生・中生・晩生の印を付けた小竹筒で粥を炊き込
み、米のつまり具合で稲作の豊凶を予想する伝統の占
い。今年は10年ぶりに晩生が豊作であると出ました。

世だめし粥占い
２月12日　北黒田公民館

わ　　せ しるしな　か　て お　く　て

かゆ

　10区間を走る第11回美し国三重市町対抗駅伝。津
市チームは、総合・市の部第５位(２時間20分28
秒)入賞を果たしました。

鬼は～外♪福は～内♪
２月２日　みさと幼稚園
　園児たちは、手作りの鬼のお面をかぶって、元気
いっぱいに豆まきをしました。鬼が登場してびっく
り！１日早い節分を楽しみました。

も り
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　津シティマラソン大会が行われました。参
加した2,201人のランナーたちは、記録に挑
戦したり、景色を見ながらゆったり走ったり
して、思い思いの走りを楽しんでいました。

　東海地方の都市が、東京タワーでイベント
を開催。来場者の皆さんは、じゃんけん大会
や地域のクイズで盛り上がっていたよ！

　森林セラピーと関わりが深いアロマについて学ぶ
「アロマな一日」が開催され、参加者はアロマを使った
ルームスプレーなどを手作りし、癒やされていました。

　津市消防団香良洲方面団による餅つき大会が開催
され、参加した皆さんは振る舞われたお餅や豚汁に
舌鼓を打っていました。

　ひさい音楽祭が開催されました。出演団体は合唱
やギター・マンドリンなどを演奏し、日頃の練習の
成果を披露しました。

ぺったん！ぺったん！
２月4日 　香良洲総合支所

音楽に親しむ一日
１月12日　しらさぎホール

健脚を競う
２月25日　安濃中央総合公園周辺　

シロモチくんが津市をＰＲ！
２月10日 　東京タワー

香りでリラックス♪
２月11日 　美杉町八知

シロモチくん



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

　市内に在住・在勤・在学の人
　津市スポーツ協会にある申込

用紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、ファクスで同協
会(〒514-0056 北河路町19-1
メッセウイング・みえ１階、Ｆ

273－5588)へ　※費用など詳し
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。
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お知らせ

イベント

募　　集

農業者の皆さんへ
収入保険制度が始まります
　自然災害のため農作物の収穫量
が減少したり、供給過多で価格が
低下したりして農業収入が減った
ときに、農業収入の約８割が補償
される保険制度です。来年開始予
定で、今秋から申し込みを受け付
けます。詳しくは三重県農業共済組
合のホームページをご覧ください。
　同組合津支所(　279－8210)

協会けんぽ保険料変更
　３月分(４月納付分)から三重
支部の健康保険料率が9.90％
に、介護保険料率(全国一律)が
1.57％に引き下げられます。
　全国健康保険協会三重支部(　
225－3317)

ラ・フェスタ・プリマヴェラ2018
　東海・近畿地方を巡るクラ
シックスポーツカーの祭典。今
年も往年の名車たちが高田本山
専修寺前など津のまちを駆け抜
けます。

　４月13日(金)①13時55分～ ②
14時55分～　　①一身田寺内町
②津市産業・スポーツセンター
　観光振興課(　229－3234)

津市健康体操大会2018
　４月22日(日)９時30分～15時
30分　　サオリーナサブアリー
ナ　　健康体操の演技発表観覧
と健康体操体験　
　津市健康体操連絡協議会(　
279－3117)　

ひぐらしハーモニカ教室
20周年記念合同発表会
　４月21日(土)12時30分～(12
時開場)　　県文化会館小ホール
(県総合文化センター内)
　同教室代表(　223－2106)

「つぅの会」不登校・ひきこもり
親の会
　不登校で悩んでいる保護者を
中心とした集まりです。
　４月26日(木)19時～21時、５
月24日(木)19時～21時、27日
(日)14時～16時30分　　アス
ト津３階　　200円
　同会担当(　090－4185－1514)

第９回いい人見つけて結婚しよう
　結婚を希望する男女に楽しい
出会いを提供する三重県後援の
イベントです。
　５月５日(土・祝)12時30分～16
時(受け付けは11時30分から)
　県生涯学習センター４階大研修
室(県総合文化センター内)　　20
～40歳代　　150人　　1,000円
　津シルバークラブ(　293－
1169)

スポーツ安全保険
　活動中の事故による傷害や、第
三者に与えた損害を補償するス
ポーツ安全保険に加入しませんか。
　スポーツ・ボランティア・文
化活動などを行う４人以上のア
マチュアの団体やグループ
　①スポーツ振興課または各総
合支所地域振興課、百五銀行各支
店にある加入依頼書に必要事項を
記入し百五銀行へ ②「スポ安ねっ
と」のホームページで会員登録
後、名簿を作成しコンビニまたは
Pay-easyで保険料を支払い
　加入に関して…スポーツ安全
協会三重県支部(　059－372－
8100)、事故・保険内容に関して
…東京海上日動東海スポーツ安
全保険コーナー(　0120－789－
057)

締め切り 費　用種　目 と　き ところ 対　象 定 員
■ふれあいスポーツ教室

ジュニアコンディショニング
（後半）

ジュニアコンディショニング
（前半）

キッズコンディショニング

５月10日～６月28日の毎週木曜日
18：00～19：00（全８回）

５月10日～６月28日の毎週木曜日
16：45～17：45（全８回）

５月10日～６月28日の毎週木曜日
15：30～16：30（全８回）

久居体育館

久居体育館

久居体育館

小学４～６年生

小学１～３年生

４歳～未就学児
抽選
各20人 各4,000円

費　用種　目 と　き ところ 対 象 締め切り定 員
■健康づくり運動教室

3,000円

４月13日㈮

ストレッチ＆スローエアロ
ビック（前期）

５月７日～６月25日の毎週月曜日10：45～11：45
（全６回）　※５月21日、６月18日を除く

高校生
以上

抽選
50人

三重武道館
柔剣道場 ４月13日㈮



　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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コース と　き

５月15日～６月19日の毎週
火曜日10時～15時
※１時間の休憩あり

５月18日～６月22日の毎週
火・金曜日18時30分～20時
30分
※託児あり

平日昼
全６回

平日夜
全11回

内 容 費　用と　き

9,000円

各6,000円

英語
５月８日～７月31日
の毎週火曜日19時～
20時30分（全12回）
５月９日～６月27日
の毎週水曜日19時～
20時30分（全８回）
５月10日～６月28日
の毎週木曜日19時～
20時30分（全８回）

ポルト
ガル語

中国語

スポーツ少年団登録システム│

母子父子寡婦福祉会総会
　一人親家庭、寡婦家庭の人な
らどなたでも参加できます。
　４月15日(日)10時30分～　
　河芸公民館大ホール
　直接窓口または電話で、津市母
子父子寡婦福祉会津支部(津市ふ
れあい会館内、　223-2085、
月曜休館)へ
※福祉サービスの情報交換や親
子行事を行う同会の会員募集も
しています。

スポーツ指導者バンク
　スポーツ教室や同好会、企業、
学校などで能力を生かせるよう、
指導者バンクに登録しませんか。
　公認スポーツ指導者、それに準
ずる資格や能力を持っている人
　直接窓口または郵送、Ｅメール
で津市スポーツ協会(〒514－0056 
北河路町19-1メッセウイング・
みえ１階、　mail.tsuspokyo@
gmail.com)へ
スポーツ指導者紹介制度
　同好会、サークル、企業での
体操指導など市内で健康・ス
ポーツ活動をしている団体へ指
導者を紹介します。
※詳しくは、同協会ホームペー
ジをご覧ください。
　同協会(　273－5522)

初級語学講座(前期)受講生
　外国人を講師に迎え、語学講
座を開講します。

※津市国際交流協会個人年会費
(2,000円)とテキスト代が別途必要
　津リージョンプラザ第２会議
室　　　各講座24人　

　４月６日(金)～27日(金)に直接
窓口または電話で、同協会津支部
(市民交流課内、　229－3146)へ

初心者歓迎！テコンドー教室受講生
　５月９日・16日・23日いずれ
も水曜日①17時～18時 ②18時
15分～19時15分　　サオリー
ナ多目的室２　　①４歳～小学
３年生 ②小学４～6年生　　　
各10人　　3,240円　
　４月８日(日)～30日(月・休)
に、直接窓口または電話で津市
スポーツ・メッセネットワーク
(　223－4655)へ

スポーツ少年団への登録
　今年度の新規または継続の登
録を受け付けます。
　７月31日(火)までにスポーツ
少年団登録システムで申し込み
　津市スポーツ少年団本部事務
局(津市スポーツ協会内、　273－
5522)　※４月１日から津市ス
ポーツ協会内に事務所を移転(土・
日曜日、祝・休日休み)

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン講習(word)

　ワードの基礎、履歴書の書き
方、日商ＰＣ(文書作成)検定受験
※任意　　県内に在住のひとり
親家庭等の親またはその子ども
(独身の30歳まで)　　　各10人
　４月９日(月)～27日(金)に所
定の申込用紙に必要事項を記入
し、直接窓口または郵送、ファ
クス、Ｅメールで三重県母子・
父子福祉センター(〒514-0003 
桜橋二丁目131 県社会福祉会館

４階、　228－6301、　boshikafu
@za.ztv.ne.jp)へ
※申込用紙は同センターのホー
ムページからダウンロードする
か、電話で同センター(　228－
6298)へ請求してください。

キッズフェスティバル2018
　５月12日(土)８時30分～12時
　久居体育館　　ドッジボール
大会　　小学生　　　18チーム
(１チーム８人で、小学１～３年
生のみの構成で６チーム、小学４
年生以上を含む構成で12チーム)
※体育館シューズ、靴袋を持参　
　１人200円
　４月16日(月)～５月１日(火)
に、チーム単位で所定の申込用
紙に必要事項を記入し、直接窓
口または郵送、ファクス、Ｅメー
ルで津市スポーツ・レクリエーショ
ン協会事務局(スポーツ振興課
内、〒514-0056 北河路町19-1、
　229-3247、　sporec_tsu@
yahoo.co.jp)へ　※申込用紙は
電話またはファクスで、同事務
局(　229－3254)へ請求

使用済み切手の整理ボランティア
　毎月最終木曜日13時～15時
30分　※12月を除く　　中央
公民館創作室　　市内の小中学
校などから集めた使用済み切手
の整理(日本キリスト教海外医療
協力会へ送付し、切手収集家に
よって換金され、海外の医療支
援に使われます)
　電話または郵送、Ｅメールで津
ユネスコ協会(教委生涯学習課内、
　229-3248、〒514-0035 西
丸之内37-8、　229-3248＠
city.tsu.lg.jp)へ
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健　　康

無料相談

とき（毎月） 内　容

第１～４火曜日
13時～18時

第３火曜日
10時～12時

面談・電話相談
（予約優先）

と　き ところ

毎週土・日曜日
12時～16時

毎週日曜日
13時～16時

津カントリー倶
楽部
（片田長谷町）

青山高原カント
リークラブ
（稲葉町）

県営住宅の
所在地 指定管理者

【北勢ブロック】
桑名市、川越町、
四日市市、鈴鹿市、
亀山市

【中勢伊賀ブロック】
津市、伊賀市、
名張市

【南勢・東紀州
ブロック】
松阪市、伊勢市、
尾鷲市、熊野市、
御浜町

募　　集

鈴鹿亀山不動産事
業協同組合（〒510
－0253　鈴鹿市寺家
町1085－1、Ｔ059－
373－6802）

伊賀南部不動産事
業協同組合（〒514
－0008　津市上浜町
一丁目5－1、エトアー
ル津102、Ｔ221－
6171）

三重県南勢地区管
理事業共同体（〒
514－0008　津市上
浜町一丁目5－1、エ
トアール津102、Ｔ
222－6400）

県営住宅４月定期募集
　４月３日(火)～30日(月・休)に
三重県各建設事務所または県営
住宅指定管理者にある申込用紙
に必要事項を記入し、郵送で各
指定管理者へ　※消印有効

※詳しくは各指定管理者へお問
い合わせいただくか、三重県ホー
ムページをご覧ください。

第８期ふれあいカレッジ
　生涯学習を楽しく学び、新し
い仲間との絆と交流を深めます。
　５月～10月の火・水曜日９時
30分～16時(全16回32講座)　
　県総合文化センター(一身田上
津部田)ほか　　体が動けば心も動
く、いつまでも若さと健康を！、
人と心と脳～その不思議な関係～、
生活を支える介護～介護体験～、
旅を楽しむ・老いを楽しむ、身近な
法律相談、食と健康～楽しい料理
実習～、美杉森林セラピー散策と
北畠氏の歴史、斎宮の杜散策と斎
王の歴史、高齢者の交通安全体験
学習など　　市内に在住のおお
むね55～75歳　　　45人　　
5,000円(全学習費用)
　４月20日(金)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ふれあい長寿
津事務局(〒514－2222 豊が丘一
丁目46－11、　202－5155)へ
　同事務局(　202－5155)

ジュニアゴルフ教室

　小学１年生～中学３年生　　
各会場10人　　1,000円／月　
※初回のみ登録料1,000円必要
　４月７日(土)～30日(月・休)に
津市ゴルフ協会(　237－1095)へ

転倒予防教室
　４月26日(木)①10時～11時 ②
11時15分～12時15分　※①②
は同内容　　津センターパレス地
下１階市民オープンステージ　
　講話「のばそう！健康寿命」と転
倒予防体操　　市内に在住の65
歳以上　　各60人
　津市社会福祉協
議会津支部(　213－
7111)へ　

第240回住民健康講座
　４月12日(木)14時～15時　
　久居総合福祉会館　　樋口裕
晃さん(ひぐち整形外科クリニッ
ク院長)による講演「あなたの
『骨』は大丈夫？～骨粗鬆症の診
断と治癒について～」
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

歯のこと何でも電話相談
受付電話Ｔ225-1071、225-8747
　入れ歯、インプラント、小児
歯科、歯周病など歯に関する悩
みに歯科医師が直接答えます。

　４月15日(日)10時～15時
　三重県保険医協会(　225－
1071)

弁護士による遺言・相続電話相談
Ｔ228-3143
　４月16日(月)10時～16時　　
遺言書の書き方、相続の疑問点など
※詳しくは三重弁護士会事務局
(　228－2232)へお問い合わせ
いただくか、同事務局ホーム
ページをご覧ください。

弁護士による法律相談(面談)
　４月23日、５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)
　４月18日(水)８時30分から男
女共同参画室(　229－3103)へ

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
作成や法人設立、許認可申請書
類の作成または提出手続代理に
関すること　
　同行政書士会(　226－3137)へ

カウンセラーによる相談(面談・電
話相談)　専用電話229－3120

※祝・休日、年末年始を除く
　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)

もり

しょう
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　生徒一人一人が地域について学ぶことで、社会的・職業的に自立することを目指した
総合学習(キャリア教育)が認められ、美杉中学校は「第11回キャリア教育優良教育
委員会、学校及びＰＴＡ団体等文部科学大臣表彰」を受賞しました。

問い合わせ　美杉中学校　　272-1191
教委教育研究支援課　　229-3243　　229-3017

他にも美杉老人クラブ連合会や美杉連山のろし太鼓保存会、美杉町内各事業所、
津市商工会美杉支部など、地域ぐるみで美杉中学校のキャリア教育をサポートしています!

１年生の林業体験実習、２年生の職場体験学習、３年生の地元特産物の
販売学習など地域資源を活用して系統的に取り組んでいます。

美杉中の取り組み

　３年生は修学旅行で訪れた東京「三重テラス」
で、地元特産物販売に取り組みました。事前学習で
学んだ美杉町の特産物の商品知識や生産者の仕事、
郷土に対する思いを、販売活動を通じてアピールし
ました。この取り組みを通して郷土の素晴らしさを
再認識し、自分自身の生き方を考えました。

みどころ
地域ぐるみで

キャリア教育を支えました!

藤田てい子さん、　淺尾博一さん、岡本義廣さん、
安木照子さん、荒川文哉さん、菅尾充孝さん、

眞伏敏男さん、尾崎保さん、巨勢利幸さん、阪田崇稔さん

平成29年度は３年生が地元特産物
  販売会社「美処みすぎ」を設立！

みどころ



津市長　前葉　泰幸

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
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 つ！暮らし応援予算、

　　　 起動します。

　平成30年度の津市一般会計予算は、1,102億
6,000万円、前年度比2.35%のマイナスです。
　津市の予算額が前年度を下回るのは３年連続と
なりますが、この数字は決して緊縮予算を意味す
るものではありません。平成27年に斎場、28年に
は最終処分場・リサイクルセンターと名松線復
旧、そして昨年にはサオリーナが完成。この４大
プロジェクトが実現したことで、一時的に大きく
なっていた予算の規模が落ち着きを取り戻し、本
来の水準へと順調に推移する過程を示しているの
です。
　これからは財政の健全性を保ちつつ、合併時の
約束ごとであった大型事業のために充ててきた予
算を、市民生活により身近な事業へと置き換えて
まいります。今年度は、市民の暮らしを応援する
事業を重点的に盛り込みました。
　まず、安全で安心な暮らしを支えます。(仮称)
津南防災コミュニティセンターを半田に新築し、
津市南部の沿岸部からの広域避難の拠点としま

す。老朽化した津興橋の掛け替えについては仮橋
の設置工事を始めます。雲出本郷の消防南分署は
建て替え工事に着手します。
　次に、便利で快適な暮らしづくりを進めます。
津駅北の大谷踏切の拡幅に向け、ＪＲと伊勢鉄道
の軌道内のポイント移設に取り掛かります。久居
駅東口の新しい駐車場はこの秋に完成予定です。
工事が進む市道新町野口線は平成31年の開通を見
込んでいます。築後51年が経過した一身田公民
館・出張所を建て替えます。要介護の高齢者や障
がい者の世帯で、大型家具などのごみを一時集積
所まで運ぶことが難しい場合に無料で戸別収集を
始めます。
　さらに、子育て支援と教育にも力を入れます。
未就学児の子ども医療費を9月から窓口無料とし
ます。旧たるみ児童福祉会館は、この秋、子育て
支援拠点施設に生まれ変わります。来年度から(仮
称)一志こども園を新設します。普通教室へのエア
コン設置は中学校に続いて小学校にも取り掛かり
ます。小中学校の校舎大規模改造は、新町小、藤
水小、南郊中に加え、西が丘小、久居中も着工
し、過去最多の５校で同時に工事を進めます。放
課後児童クラブは、観音寺での新築、新町と一志
東での改築を進め、運営補助には42.4%増の５億
円を計上しました。
　市民が心から住みやすいと感じるまちを目指し、
暮らしを守る市政を力強く進めてまいります。

　「大館能代空港利用促進協議会・大館市民
　訪問団」歓迎セレモニー(緑の風公園)…２月16日

　福原淳嗣・大館市長を団長とする
大館市民訪問団28人が、久居駅東
口の「上野英三郎博士とハチ公」の
銅像を視察されました。忠犬ハチ公
の生まれ故郷である秋田県大館市で
は大館駅前にハチ公の銅像が建立さ
れています。ハチ公の縁でつながる
両市の交流を深めました。

　女子バレーボール V・プレミアリーグ
　「ファイナル６」(サオリーナ)…2月17・18日
　国内最高峰「V・プレミアリーグ」の
レギュラーラウンド上位６チームが
戦う「ファイナル６」がサオリーナで
開催され、2日間で5,000人もの観客
が詰めかけました。好カードに沸く会
場で、プレゼンターとして各試合の優
秀選手に記念品と副賞の松阪肉をお
渡ししました。

　第13回津シティマラソン大会(安
　濃中央総合公園周辺)…2月25日

　良好なコンディションのもと、今年
も10㎞の部に出場し、52分35秒で完
走しました。来年からは、発着点をサ
オリーナに移し、続日本100名城に選
定された津城を見ながら市街地を走
るコースで開催する予定です。参加定
員を1,000人増の4,000人に変更し、
皆さんのご参加をお待ちしています。

じ ゅ ん じ



津市の障がい福祉

津市の障がい福祉 平成30年４月１日発行
障がい福祉課

　229－3157　　229－3334

折り込み紙
広報津

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人などに、市が行っている障がい福祉
サービスや自立支援医療についてお知らせします。これらを利用するには、あらかじめ申請が必要です。

市が実施している障がい福祉サービス
交通サービス交通サービス

その他のサービスその他のサービス

津市視覚障害者タクシー料金助成事業
対　象　市内に住所がある20歳以上の在宅の人で、
　身体障害者手帳の等級が視覚障がい１級の所得
　税非課税の人
助成額　１カ月につき700円の乗車券４枚を申請
　月から助成
※毎年申請する必要があります。津市障害者等交
　通サービス支援事業と同時に利用することはで
　きません。
津市障害者等交通サービス支援事業
対　象　市内に住所があり、通院・通学のためにタ
クシーや自家用車、公共交通機関を月１回以上利
用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課
税の人　※障がい児は保護者が所得税非課税の人

●身体障害者手帳１級または２級
●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)
●精神障害者保健福祉手帳１級または２級
対象にならない場合
●上記のいずれかに該当しなくなったとき
●所得税が課税されたとき 
●精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたとき
●入院または施設に入所したとき
助成額　通院･通学１回につき1,000円(１カ月４回まで)
※津市視覚障害者タクシー料金助成事業と同時に
　は利用できません。

視覚に障がいのある人のためのサービス
声の広報　18歳以上で、身体障害者手帳の障がい
　の程度が視覚障がい１級～４級の人を対象に、
　「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮　
　らしの情報」をＣＤに収録して郵送します。
自立歩行生活訓練事業　重度の視覚障がいがある
　人の自立生活に向けた、白杖歩行や点字などの
　訓練を行います。

津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業 
対　象　医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が
　必要と認められる、市内に住所のある３歳以上
　65歳未満の重度障がいのある在宅の人で、次の
　いずれかに該当する人
●身体障害者手帳の肢体不自由の障がい程度が１
　級または２級
●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)
●精神障害者保健福祉手帳１級
対象にならない場合
●入院・入所している人 
●市民税の所得割が46万円以上の世帯
●生活保護を受けている人
●日常生活用具給付事業で、すでにストーマ用具､
　紙おむつの給付を受けている人
助成額　市民税非課税世帯は１カ月5,000円まで、
　市民税課税世帯は１カ月4,500円まで
障がい児等生活支援ファイル「はっぴぃのーと」
　障がいがある子どもや発育・発達に心配なことがあ
る子どもの成長の記録ができる冊子です。無料で配布
していますので、詳しくはお問い合わせください。
対　象　市内に在住・在学で18歳以下の障がいが
　ある子どもや発育・発達に心配なことがある子
　どもの保護者で、利用を希望する人
津市障がい者相談支援センター(津センターパレス３階)
　障がい福祉に関する各種制度やサービスの利用
をお手伝いします。障がい者手帳のない人も利用
できますので、お気軽にご相談ください。詳しく
は津市障がい者相談支援センター(　272-4554)
へお問い合わせください。
相談時間　月～金曜日９時～17時(祝・休日、年末
　年始を除く)　
津市障がい者虐待防止センター(津センターパレス３階)
　家庭や職場、施設などで障がいのある人への虐待
行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクス
で津市障がい者虐待防止センター(　264-7002、
　229-1382、津市障がい者相談支援センター内)
へ通報してください。通報者の秘密は守ります。

はくじょう



津市の障がい福祉

折り込み紙
広報津

障がい福祉に係る手当・年金

自立支援医療

　平成30年度から次の手当額(月額)を変更します。

特別児童扶養手当
対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ
　る身体または精神に中度以上の障がいを有する
　20歳未満の児童を家庭で養育している人
●身体障害者手帳１級～３級および４級の一部、
　もしくは療育手帳Ａ・Ｂ
●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合
●上記のいずれかに該当する児童が施設に入所し
　ているとき、または障がいを理由とする公的年
　金を受給しているとき
●本人･配偶者･扶養義務者の所得が限度額を超え
　ているとき
●診断書により認定基準に該当しないとき
障害児福祉手当
対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ
る身体または精神に重度の障がいがあるため、
日常生活において常時介護を必要とする20歳未
満の人
●身体障害者手帳１級および２級の一部
●療育手帳Ａ１(最重度)
●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合
●上記のいずれかに該当する人が施設に入所して
　いるとき、または障がいを理由とする公的年金
　を受給しているとき
●本人･配偶者･扶養義務者の所得が限度額を超え
　ているとき
●診断書により認定基準に該当しないとき
特別障害者手当
対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ

る身体または精神に著しく重度の障がいがある
ため、日常生活において常時特別の介護を必要
とする程度の状態にある20歳以上の人
●身体障害者手帳１級～２級程度の障がいの重複
●上記の手帳を所持せず、障がいの程度が同等の人
対象にならない場合
●上記のいずれかに該当する人が施設に入所して
　いるとき、または病院・診療所に継続して３カ
　月以上入院しているとき、または一定以上の所
　得があるとき
●診断書により認定基準に該当しないとき
津市心身障害児童福祉年金
対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ
　る３歳以上20歳未満の重度障がい児を在宅で養
　育している人
●身体障害者手帳１級～３級
●療育手帳Ａ１(最重度)・Ａ２(重度)・Ｂ１(中度)
対象にならない場合
　上記のいずれかに該当する人が障害児福祉手当
　を受給しているとき、または施設に入所してい
　るとき
支給額　障がい児１人につき月額7,000円
津市重度心身障害者等介護手当
対　象　次のいずれかに該当し、市内に住所のあ
る20歳以上の重度の障がい者などと同一の生活
を営み、常時介護を行う人
●身体障害者手帳の障がい名が上肢・下肢・体幹 
　機能障がい、または視覚障がい１級
●療育手帳Ａ１(最重度)またはＡ２(重度)
●精神障害者保健福祉手帳１級
●介護保険の要介護状態区分が要介護４または５
対象にならない場合
●上記のいずれかに該当する人が特別障害者手当
　または経過的福祉手当を受給しているとき、ま
　たは施設に入所しているとき 
●介護者が上記のいずれかの障がいを有したとき 
●所得税課税世帯
支給額　障がい者など１人につき月額3,000円

　自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通
院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が
設けられています。
育成医療・更生医療
対　象　身体障がい者などがその障がいを除去・
　軽減する手術等の治療により、日常生活能力や

　社会生活能力などの回復を図り、その効果が確
　実に期待できる人
精神通院医療
対　象　精神障がい治療のた
　め、医療機関で外来治療を
　受けている人

特別児童扶養手当

障害児福祉手当
特別障害者手当
経過的福祉手当

１級
２級

手当の種別 平成29年度 平成30年度
５万1,450円
３万4,270円
１万4,580円
２万6,810円
１万4,580円

５万1,700円
３万4,430円
１万4,650円
２万6,940円
１万4,650円
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　津市は山、川、海などの豊かな自然と温暖な気候の恵みを受けたとても暮らしやすいまちです。
この恵まれた環境をより良好な状態で将来へつないでいくため、環境基本法の規定に基づき、津市
における今後10年間の環境行政の指針となる新たな「津市環境基本計画」を策定しました。 

　「豊かな自然とともに歩み、より暮らしやす
い環境を創造するまち 津」をめざす環境像に、
津市の豊かな自然を守り、市民の皆さんにとっ
てより暮らしやすい環境になるように努め、そ
のような環境を次の世代へ引き継いでいくこと
を目指しています。

平成30年４月１日発行
平成30年　第２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
豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津

津市環境基本計画の内容は津市ホームページまたは環境政策課へ

津市環境基本計画の施策体系めざす
環境像
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＜環境目標１＞ 
自然と調和した恵み豊かな環境
 (良好な自然の保全と継承) 

自然環境の保全

公益的機能の維持増進

資源循環の推進

衛生的な生活環境の保全

＜環境目標２＞ 
資源が循環する社会環境 
(循環型社会形成の推進) 

＜環境目標３＞
 快適で暮らしやすい生活環境
 (生活環境の向上) 

新しい津市環境基本計画がスタート新しい津市環境基本計画がスタート

どんな環境を目指しているの？

　高齢者などに分かりやすく負担の少ない、ご
みの分別や収集体制づくり、空き地や空き家の
適正管理のための啓発、地域の住環境に配慮し
た新エネルギーの導入方法の指導などをはじ
め、身近なところで起きている課題の解消に着
目し、地域のより暮らしやすい環境づくりに取
り組んでいきます。

どのような取り組みをしていくの？

　少子高齢化が進み、ごみ出しに負担を感じる
高齢者が増えていることや、管理不足の空き地
や空き家が増加していること、また、太陽光発
電をはじめとする新エネルギーの普及による住
環境への影響など、身近なところで新たな課題
が生まれています。

どのような課題があるの？

　市民一人一人や事業者が環境への負荷をでき
る限り少なくする意識を持ち、環境に配慮した
行動をとることが大切です。
　そのために津市は、環境に係るさまざまな情
報発信や環境学習会などの開催、環境活動への
支援を行い、市民の皆さんに参加を呼び掛けま
す。

市民との関わりは？

津市環境基本計画|HP 検索

新エネルギーの適正な
普及

●「山と川と海のネットワークの推進
●生物多様性の保全
●里地・里山・里海の保全 

●３Ｒ(リデュース・リユース・リサイクル)の推進 
●ごみの適正分別と収集 
●不法投棄の防止　●廃棄物の適正処理

●新エネルギーの利用促進 
●温室効果ガスの削減対策の推進 
●省エネルギー対策の推進 

●空き地・空き家等の適正管理  
●愛護動物の適正飼養　●公害の防止  
●生活排水対策　●市営墓地の適正管理

●緑の保全・創出と水辺環境の保全 
●良好な景観の保全 
●歴史文化環境の保全 

●森林環境の保全
●農地環境の保全 

やすらぎを感じる生活
空間の形成
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津市リサイクルセンター津市リサイクルセンター

新たな津市一般廃棄物処理基本計画を策定新たな津市一般廃棄物処理基本計画を策定
　津市内で発生する一般廃棄物(ごみ、生活排水)を安定的、かつ適正に処理し、生活環境の保全お
よび公衆衛生の向上を図るため、津市では今後10年間で取り組む施策の基本的な方向を示した新
たな「津市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。

　次のとおり、ごみの排出量削減とリサイクル率の向上を目指します。 

燃やせるごみに
約30％の資源化できる紙・布類が混じっているんだ。

生ごみ処理機
などの購入には
補助金制度が
あるよ！

津市のごみ処理
経費の削減にも
なるよ！

少し乾燥や
脱水するだけで
効果があるよ♪

※リサイクル率＝総資源化量(リサイクル量)÷津市のごみ総排出量

目標とする項目 2016(平成28)年度(実績値) 2027年度(目標年度)
１人１日当たりのごみ排出量
リサイクル率

1,003g
23.3%

950g
34.0%

主な取り組み内容は？

目指す目標値は？

計画の実現に向けて

津市一般廃棄物処理基本計画の内容は津市ホームページまたは環境政策課へ
津市一般廃棄物処理基本計画|HP 検索

　紙類、布類の分別徹底　 
　「燃やせるごみ」の中には、資源として活用できる紙類・布類が
多く混入しています。紙類や布類は分別すれば再びトイレットペー
パーや衣類などの製品にリサイクルできることから、各家庭でこれ
らを資源として分別してもらうよう取り組みます。 

　生ごみの減量化 
　燃やせるごみの約40％は台所などから出る生ごみです。生ごみは
約75％が水分です。その水分を減らすことができれば、大きくごみ
の量を減らすことができます。また、畑や家庭菜園などがあれば、
堆肥化して肥料として使えます。
　そこで、生ごみの水切りや生ごみ処理機、コンポストで堆肥化を
推進するなど、生ごみの減量化を目指します。 

　ごみを減らすためには、市民の皆さんの協力が不可欠です。一人一人が１日
53g(Ｍサイズの卵１個分程度)のごみを減らすことで目標は達成できます。ごみ
を出さないようにする「リデュース」や、物を無駄にせず繰り返し使う「リユー
ス」で、自然に優しく、ごみの少ない、より暮らしやすい環境にしましょう。 
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いずれも　申し込み　環境政策課(　229-3212)または各総合支所地域振興課へ 

　津市では、風力、太陽光、バイオマスなど、さ
まざまな再生可能エネルギーによる発電設備の導
入が進み、市内の一般家庭の年間消費電力量を全
て再生可能エネルギーで賄える都市となりまし
た。 
　４月から、さらなる地球温暖化対策の一環とし

て環境への負荷が少ない新エネルギーの利用を促
進するため、個人住宅などに「エネファーム」を
新たに設置する場合、設置にかかる経費に対して
補助金を交付します。  
　「エネファーム」の他にもさまざまな補助金を
交付していますので、ぜひご活用ください。 

エネファームの仕組み

エネファーム

４月スタート！「エネファーム」が 
津市新エネルギー利用設備設置費補助金の対象に 
４月スタート！「エネファーム」が 
津市新エネルギー利用設備設置費補助金の対象に 

　家庭用燃料電池システム
「エネファーム」とは、都市
ガスやＬＰガスから水素を取
り出し、空気中の酸素と化学
反応させて電気を作り出すシ
ステムです。発電時に発生する熱でお湯をつく
るので、エネルギーのロスも低減されます。  
補助金額　１件当たり６万円 
※着工前の申請が必要 
※国が実施する家庭用燃料電池システム導入支
　援事業において対象となる燃料電池システム
　に限る

補助金額 
太陽光発電システム

小型風力発電システム 　１件当たり６万円 
対　象
●市内で、個人住宅、共同住宅、事業所または
　自治会集会所に新たに対象設備を設置する人 

●対象設備が設置された市内の新築住宅(集合物
　件含む)を購入する人 
対象にならない場合 
●補助金の申し込み前に、対象設備の設置工事
　に着手したとき、または対象設備が設置され
　た新築住宅を購入し引き渡しを受けたとき 
●対象設備の施工または販売を行う事業者が、
　販売促進のみを目的として設置するとき 
●事業が年度内に完了しないとき 
●同年度内に同じシステムの補助金の交付を受
　けているとき 　　
　　ただし、太陽光発電システム、小型風力発
　電システム、家庭用燃料電池システムの併用
　はできます。 
　(例)個人住宅にⒶ太陽光発電、Ⓑ家庭用燃料電
　池を設置する場合は、Ⓐ６万円＋Ⓑ６万円＝
　12万円の補助金を交付 

太陽電池モジュールの
公称最大出力の合計

６万円
※平成30年度から
   補助金額が変更

個人住宅
共同住宅
事業所

自治会
集会所

金額(１件当たり)

5ｋＷ以上10ｋＷ未満

3ｋＷ未満

3ｋＷ以上6ｋＷ未満

6ｋＷ以上10ｋＷ未満

21万円

42万円

70万円

照明

全自動風呂

ガス温水
浴室暖房乾燥機

電気

貯
湯
タ
ン
ク

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

給
湯
器

熱
水素

ふろ・給湯

温水暖房

貯湯
ユニット

空気
（酸素）

熱燃料電池で
発電

燃料電池
（発電）
ユニット冷蔵庫

発電時にでる熱を有効利用

家庭用燃料電池システム「エネファーム」

太陽光発電システム　　小型風力発電システム 

補助金について、詳しくは津市ホームページまたは環境政策課へ 津市新エネ 補助金|HP 検索

NEWNEW

都市
ガス
L P
ガス
・
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　植物で作るグリーンのカーテンは、夏の暑い日差しを和らげ、室温の上昇を抑える効果がある
ため、エアコンなど冷房機器の消費電力の削減・省エネにつながります。

普及しよう！グリーンのカーテン普及しよう！グリーンのカーテン

４月スタート！要介護または障がい者世帯の 
大型家具等のごみ出しを支援します！ 
４月スタート！要介護または障がい者世帯の 
大型家具等のごみ出しを支援します！ 

と　き　４月９日(月)９時～
ところ　環境政策課、各総合支所地域振
　興課、各出張所 
※１人につき１袋を配布、無くなり次第
　終了 

　家庭でできる地球温暖化防止対策に関する
講話、グリーンのカーテンの育て方に関する
講話と実演を行います。 
　受講者にはゴーヤの苗木をプレゼント！ 
と　き・ところ　いずれも10時～11時30分 

対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　各15人 
持ち物　筆記用具 
申し込み　電話で環境政策課(　229-3212)へ
締め切り　４月20日(金)17時まで 

　大型家具等をごみ一時集積所まで出すことが
困難な世帯に対して、各住居まで無料で収集に
伺います。 
対象の世帯　要介護１以上の人または障がい者
　の人のみで構成される世帯  
対象の大型家具等　１辺の長さまたは直径が１
　ｍ以上２ｍ以下のもので、安全に収集・運搬
　することが可能なもの(タンス、書棚、食器棚、
　鏡台、マットレス、マッサージチェアなど)
※大型家具等の収集は、１世帯当たり１回につ
　き３個まで、同年度内に２回まで  
受付開始日　４月３日(火) 
申し込み・問い合わせ　環境政策課(　229-3258) 

グリーンのカーテン普及促進講座

と　き
５月15日(火) 
５月16日(水) 
５月17日(木) 
５月18日(金)

アスト津４階 研修室Ａ 
市河芸庁舎１階 防災研修室 
香良洲公民館２階 研修室 
環境学習センター２階 大会議室

ところ

ゴーヤの種無料配布 グリーンのカーテン普及促進講座
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平成30年４月１日発行
収税課

　229－3135 　229－3331

平成30年度
市税納期限一覧表

固定資産税
都市計画税
全　期 第１期

５月１日■
納期限

44 月
軽自動車税

全　期

５月31日■
納期限

５５月

市　民　税
県　民　税
全　期 第１期

７月２日■
納期限

６６月

固定資産税
都市計画税

第２期

７月31日■
納期限

７７月

市　民　税
県　民　税

第２期

８月31日■
納期限

8 月 ９月

市　民　税
県　民　税

第３期

10月31日■　
納期限

10月 11月

固定資産税
都市計画税

第３期

12月25日■
納期限

1212月
市　民　税
県　民　税

第４期

１月31日■
納期限

１月

固定資産税
都市計画税

第４期

２月28日■
納期限

２２月 ３月

　まちづくりの中
にあなたの税が生
かされています。

　市税の納付に便
利な口座振替制度
をご利用ください。

　納期限までに忘
れずに納めましょ
う。

　給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が
土・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日になります)

火 火

火

木 月

金

木 木

水



市税納期限一覧表

折り込み紙
広報津

　税金は納期限内に忘れずに納付しましょう。

●納期限後20日以内に督促状が発送され、督促手
　数料80円を合わせて納付することになります。 
●延滞金が加算される場合があります。
●市の「納税催告センター」から電話で納税催
　告の連絡を受ける場合があります。
●督促状の納付指定期限までに完納されないと、
　財産の差し押さえなどの滞納処分がされるこ
　とになります。

問い合わせ　収税課　　229-3135・3136　　229-3331

市税の納付には
便利で確実な口座振替を

市税の納付場所

納税は忘れずお早めに

　最近、税務職員を装い、現金自動預払機(ＡＴ
Ｍ)などを操作させ、振り込みを行わせる振り込
め詐欺の被害が発生しています。
　市では、納税のために金融機関の口座を指定
して振り込みを求めたり、還付金受け取りのた
めに現金自動預払機の操作を求めたりすること
はありませんので、ご注意ください。 

振り込め詐欺に注意！

市税の納税通知書を送付
　通知書が届いたら、内容を確認してください。

固定資産税・都市計画税
軽自動車税
市民税・県民税(普通徴収)

取扱金融機関

　市税の納付は、口座から自動的に納付できる
口座振替をご利用ください。納期ごとに納める
手間も省け、うっかり納め忘れることもありま
せん。手続きは、納期月の前月末までに、取扱
金融機関で行ってください。４月中に手続きを
行うと固定資産税・都市計画税は第２期、軽自
動車税は全期、市民税・県民税(普通徴収)は第１
期からの口座振替となります。 
対象税目　固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
　市民税・県民税(普通徴収)

●振替を希望する口座の預貯金通帳
●通帳に使用している届出印
●口座振替を希望する市税の納税通知書　
※口座振替依頼書については、市内の取扱金融機関

　に備え付けてあります。市外で手続きをする人は
　郵送しますので、収税課までご連絡ください。

　市税は次の場所で納付できます。
●市内に本・支店がある金融機関
●市本庁舎、各総合支所・出張所
●三重県、愛知県、岐阜県、静岡県内のゆうちょ
　銀行・郵便局(催告書などを除く)
●コンビニエンスストア
※次のような納付書は、コンビニエンスストアでは利 
　用できません。
　●納期限が過ぎたもの
　●納付書１枚当たりの金額が30万円を超えている
　　もの
　●破損・汚損などによりバーコードが読み取れないもの
　●バーコードが印刷されていないもの(催告書など)
　●金額を訂正したり、金額を書き加えたりしたもの

●期別振替
　各納期限ごとに期別税額を引き落とし
●全期前納振替
　第１期の納期限に年税額を引き落とし
※再振替は行っていませんので、残高不足には
　ご注意ください。口座振替ができなかった場
　合は納付書が送付されますので、早急に納付
　してください。

　百五銀行、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、り
そな銀行、三重銀行、第三銀行、中京銀行、三
重信用金庫、津信用金庫、商工組合中央金庫、
東海労働金庫、津安芸農業協同組合、三重中央
農業協同組合、一志東部農業協同組合、三重県
信用農業協同組合連合会、三重県信用漁業協同
組合連合会、以上の本店、各支店および各出張
所、ゆうちょ銀行

４月初旬
５月初旬
６月初旬

納税通知書 送付時期

手続きに必要なもの

振替方法

納期限内に納付がない場合
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