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暮らし応援予算暮らし応援予算
～新たな展開のとき「まちづくり」から「暮らしづくり」へ～～新たな展開のとき「まちづくり」から「暮らしづくり」へ～

みんなで支える介護保険みんなで支える介護保険
介護保険制度が改正介護保険制度が改正

表紙 消防活動におけるドローン映像検証会に登場したドローン。災害対策建設協会ＪＡＰＡＮ４７の協力を得て行われた＝下写真 (３月19日 半田)



広報 つ！　平成30年４月16日号2

1億9,000万円6億7,900万円

1.3%2億1,300万円

▲57億4,500万円 ▲2.4%2,357億3,000万円

38億9,600万円

皆減

329億3,200万円

▲4億8,300万円
38.7%

13.4%

171億9,900万円

合　計

増減率増減額平成30年度会計名
▲2.3%▲26億2,400万円1,102億6,500万円一般会計

特別
会計

622億2,700万円 25億7,700万円 4.3%

▲100万円 ▲0.1%

2,400万円

113億9,300万円 ▲12億4,100万円 ▲9.8%

200万円 7.1%

0万円

0万円

0.4%

100万円 ▲0.6%
632億3,800万円 ▲56億9,800万円 ▲8.3%

63億6,000万円 2億1,600万円 3.5%

土地区画整理事業

市営浄化槽事業

後期高齢者医療事業
介護保険事業

国民健康保険事業 273億8,300万円 ▲56億5,600万円 ▲17.1%

▲2億7,900万円 ▲1.0%273億8,200万円

▲7,400万円 ▲15.6%

企業
会計

椋本財産区
小　計

水道事業（支出）

工業用水道事業（支出）
下水道事業（支出）

駐車場事業（支出）

小　計

農業共済事業（支出）

モーターボート競走事業（支出）

共同汚水処理施設事業 1億　700万円 6,000万円 128.5%

4億　400万円

農業集落排水事業

住宅新築資金等貸付事業 4,700万円

10億　200万円 3,600万円 3.7%

5億5,200万円

4億8,900万円

2,414億7,500万円

4億8,300万円

290億3,600万円

169億8,600万円

平成29年度
1,128億8,900万円

596億5,000万円

2,200万円

126億3,400万円

100万円
689億3,600万円

61億4,400万円

330億3,900万円

276億6,100万円

4,700万円

4億7,800万円

4,700万円

9億6,600万円

5億5,300万円

問い合わせ　財政課　　229－3124　　229－3388

1,102億6,473万円

人件費、公債費、市債残高の状況

　平成30年度は、新しい総合計画がスタートし、津
市政は新たな段階の第一歩を踏み出します。この新
たな展開に当たって、次なる市政のテーマを、「『まち
づくり』から『暮らしづくり』へ」とし、新しい総合計画
で掲げた「笑顔があふれ幸せに暮らせる県都 津市」
の実現に向けて、市民の健やかで、穏やかで、豊か
な暮らしを実現する施策に重点を置き、力強く市政
を進めていきます。
　このため、子どもたちのための施策に重きを置き、
子どもが笑顔で伸び伸びと成長し、人間性を高める
教育を受けられるよう子ども中心の施策を推し進め
ることから始めます。将来を担う子どもは、このまち
の未来そのものであるからです。

　このことから、平成30年度予算は、こども園や小
中学校施設など子どもたちへの施策に増額配分す
るとともに、道路や公園などのインフラ・施設整備、
防災・減災対策の推進、文化・スポーツ施設の充実、
地域経済の強化などにより、市民の幸せな暮らしの
実現に取り組む予算としました。
　一般会計予算は、前年度と比べて2.3％減の
1,102億6,500万円となりました。また、特別会計な
どを含めた総額は、前年度と比べて2.4％減の
2,357億3,000万円となりました。
※文中や図表中の金額表記は100万円未満を四捨
　五入などしています。また、▲はマイナスを表して
　います。

　人件費は、前年度比0.2％増の200億7,000万円、公債費は、
前年度比10.4％増の109億1,200万円を見込んでいます。
　市債(臨時財政対策債を除く)の発行は、33億9,300万円の減
となり、平成30年度末市債借入残高の見込み(臨時財政対策債
を除く)は573億3,700万円と昨年度末残高見込み(577億200
万円)と比べ３億6,500万円の減となりました。

会計別予算額

　臨時財政対策債とは、地方の財源不足を補てんするために、
本来、国から地方交付税として交付されるべき額の一部を振り
替えて発行する特別な地方債のことです。各地方公共団体が借
り入れ、後年度の償還金は全額地方交付税に算入されます。

平成30年度当初予算　一般会計予算
～新たな展開のとき「まちづくり」から「暮らしづくり」へ～

暮らし応援予算
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市債（臨時財政対策債を除く）の
発行額と借入残高の推移※

734

47,169

9,287 10,793
7,947

1,308

7,920

1,783

4,277

2,033

1,609

その他の市債の発行額
市債の借入残高
合併特例事業債の発行額
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

※発行額は予算額。借入残高は決算額(平成29・30年度は決算見込み)

50,850 53,288 57,702

57,337
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平成30年度当初予算の主要事業
「安全・安心」への応援

▶(仮称)津南防災コミュニティセンターの新築
　●半田地内、鉄骨造平屋建726.01㎡
                                         
▶津興橋大規模更新事業
　●仮橋設置                
▶香良洲高台防災公園の造成・実施設計
                                         
▶久居消防署南分署の建て替え
                                            

※かっこ内は前年度との比較

▶精神障害者保健福祉手帳２級所持者の
　通院医療費を９月から１/２助成
                                                           
▶防犯カメラ設置パイロット事業        
                                                                 

「子育て・教育」への応援
▶未就学児の子ども医療費の窓口無料化を
　９月から実施
▶(仮称)たるみ子育て支援施設の開設
　●旧たるみ児童福祉会館を改修し、子育て支援拠
　　点施設として活用   

▶(仮称)一志こども園の新設
　●平成31年４月開園予定
　●高野保育園、高岡幼稚園を改修、増築

▶小中学校の大規模改造工事
　●新町・藤水小学校、南郊中学校に西が丘小学校、
　　久居中学校を加え過去最多の同時５校の工事
　　実施

▶小学校の普通教室へエアコン設置
　●16校の設置工事(南立誠・北立誠・高茶屋・雲出・
　　南が丘・豊津・上野・黒田・千里ヶ丘・誠之・成美・
　　桃園・戸木・立成・一志西・一志東)
　●次年度設置予定14校の実施設計

「便利・快適」への応援
▶大谷踏切拡幅事業
　●近鉄架道橋(高架部)実施設計、ＪＲ・伊勢鉄道の
　　軌道内改良工事の実施
　　　　　　　　   
▶久居駅東口整備事業
　●市道新町野口線道路改良事業
　●久居駅東口広場整備工事(東口ロータリー整備)
　　　　　　　　   
▶神戸緑が丘第２号線道路改良工事
　　　　　　　　　　　
▶新町会館の移転・新築
　●旧新町幼稚園の解体工事、新築実施設計
                                                

▶一身田公民館、出張所の建て替え
　●施設建設工事、駐車場実施設計
                 
▶要介護者、障がい者で構成される世帯への
　大型家具等ごみ出し支援の実施    
                             

▶小学校英語教育の推進
　●英語教育を２年前倒しで実施
　●英語教育推進指導員、外国人指導助手(ＡＬＴ)
　　を継続配置

▶教員支援員の配置
　●小中学校教員の負担軽減

▶放課後児童クラブの整備・運営補助
　移転改修工事等(新町・観音寺・上野・一志東地区)
                                         
　クラブ運営費に対する補助金を増額
                                             
▶放課後子供教室の開始
　●明地区、辰水地区

　
３億3,061万円(2.5億円増)

２億7,300万円(1.5億円増)

１億4,150万円(0.9億円増)

４億331万円(3.1億円増)

2,839万円(皆増)
22万円(皆増)
                        

１億6,196万円(ほぼ皆増)

　
　

３億9,420万円(0.5億円増)

5,720万円(ほぼ皆増)

　
7,420万円(ほぼ皆増)

　
１億9,978万円(1.8億円増)

  
10万円(皆増)

　6,240万円(皆増)

　
　1,186万円(皆増)

　
　

２億8,203万円(皆増)

　　
　18億1,652万円(7.9億円増)

　
　

７億641万円(ほぼ皆増)

　
　

　　8,392万円(ほぼ同額)

　1,059万円(皆増)

　
                                         １億2,053万円(0.9億円増)

　
                                             ５億110万円(1.5億円増)

　185万円(皆増)

津興橋

大谷踏切

藤水小学校
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歳入
1,102億6,500万円

自主財源
48.7％
536億5,700万円

市税
36.4％
401億600万円

繰入金 7.7％
84億5,000万円

その他 4.6％
51億100万円

地方交付税
16.3％
180億円

国県支出金
19.7％
216億7,300万円

市債
9.4％
104億1,000万円

地方消費税交付金
4.0％
44億7,000万円

地方譲与税 0.8％
9億1,300万円

その他
1.1％
11億4,200万円

依存財源
51.3％
566億800万円

一般会計  歳入

　個人・法人市民税は、景気の緩やかな回復基調
の下、個人所得の増収や企業収益の増益を見込
み、固定資産税は、評価替え年度のため既存家屋
の評価額の減少による減はあるものの、設備投資
の増加により償却資産が増加傾向にあることなど
から増を見込むなど、市税全体では前年度比
0.5％増の401億600万円を見込んでいます。

市税

地方交付税（普通交付税＋特別交付税）

国県支出金

市債
　普通債は、(仮称)久居ホール整備事業、運動施
設整備事業、認定こども園整備事業、消防防災施
設整備事業、小中学校施設大規模改造・維持補修
事業などに合併特例事業債を活用するほか、旧美
杉庁舎等跡地イベント広場整備事業や各種ソフト
事業に過疎対策事業債を活用するなど、全体で
62億9,800万円を見込んでいます。
　また、実質的な地方交付税である臨時財政対策
債は、普通交付税の交付見込みを踏まえ、41億
円を見込んでいます。
　なお、年度末の市債借入残高は、前年度比0.1%
増の1,100億4,000万円を見込んでいますが、臨
時財政対策債を除く市債借入残高は、逆に、前年
度比３億6,500万円の減を見込んでいます。

歳入の状況

　都市計画税は、道路や公園の整備などの都市計画事
業や、土地区画整理事業に使う目的税です。また、これら
の事業を行うために過去に発行した市債の償還金にも
使われます。本年度は下表のように、それぞれの事業に
都市計画税を均等に配分して事業を行っていきます。

　入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、
消防施設やその他の消防活動に必要な施設の整備や、
観光施設の整備などを含めた観光の振
興に使う目的税で、本年度は下表のよう
に配分して事業を行っていきます。

▲17億3,100万円

歳入（科目） 予算額 前年度比増減額
自
主
財
源

市税 401億　600万円 2億　200万円

繰入金 84億5,000万円 ▲9億8,500万円

その他 51億　100万円 ▲1億1,000万円

小　計 536億5,700万円 ▲8億9,300万円

合　計 1,102億6,500万円 ▲26億2,400万円

依
存
財
源

国県支出金 216億7,300万円 11億1,700万円

地方交付税 180億円 3億円

市債 104億1,000万円 ▲34億9,300万円

地方消費税交付金 44億7,000万円 3億1,000万円

地方譲与税 9億1,300万円 1,900万円

その他 11億4,200万円 1,600万円

小　計 566億　800万円

401億　600万円合　計

その他

たばこ税

固定資産税

法人市民税

個人市民税 156億2,400万円

33億2,500万円

166億3,900万円

16億1,400万円

29億  400万円

市税の内訳

合　計 21億2,500万円53億3,800万円

39.8%
1億6,000万円 6,300万円

19億　800万円47億9,200万円

公園事業(公園整備)

事業名

市債の償還（上記事
業などを行うために
過去に発行した市債
償還金）

都市計画税
(予算額)
Ｂ

Ｂ/Ａ

4,000万円1億　100万円

2億8,500万円 1億1,400万円

都市計画税対象事業費
(一般財源)

Ａ

土地区画整理事業

下水道事業

観光振興事業 5,400万円 2,800万円 51.5%

合　計 6,700万円 4,100万円

事業名
入湯税対象事業費
(一般財源)

Ａ

入湯税
(予算額)
Ｂ

Ｂ/Ａ

消防施設等整備事業 1,000万円 1,000万円 100.0%

観光施設整備事業 300万円 300万円 100.0%

目的税の使いみち

　国県支出金は、社会資本整備総合交付金や小中
学校教育施設整備事業費補助金などの増加によ
り、前年度比5.4％増の216億7,300万円を見込
んでいます。

　平成30年度地方財政対策において、地方交付
税総額が前年度比２%減と見込まれることや市町
村合併に伴う普通交付税の算定の特例措置(合併
算定替)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180億円を見込んでい
ます。
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歳出
1,102億6,500万円

義務的経費
49.4％
545億800万円

その他の経費
38.9％
428億9,700万円

人件費
18.2％
200億7,000万円

扶助費
21.3％
235億2,600万円

公債費
9.9％
109億1,200万円

物件費
17.6％
193億7,900万円

繰出金 15.3％
169億1,000万円

補助費等 4.4％
48億7,100万円

その他 0.7％
7億1,300万円

維持補修費 0.9％
10億2,400万円

普通建設事業費（単独）
6.9％
75億6,800万円

普通建設事
業費（補助）
4.8％
52億6,000万円

災害復旧事業費
（補助・単独）
0％
3,200万円

投資的経費
11.7％
128億6,000万円

一般会計  歳出
義務的経費(人件費)

義務的経費（扶助費・公債費）

投資的経費

　人件費は、平成29年度給与改定により給料等
が増額となったことや、退職と新規採用の予定
者数の差などにより、職員数が前年度に対し32
人増の2,338人となったことなどから、前年度比
0.2％増の200億7,000万円を見込んでいます。

　扶助費は、障害者総合支援法に係る各種給付
費、子ども医療費などの増額により、前年度比
1.1％増の235億2,600万円、公債費は、前年度比
10.4％増の109億1,200万円を見込んでいます。

　普通建設事業費の補助事業分は、(仮称)久居
ホールの整備を核とする久居駅周辺地区都市再
生整備事業をはじめ、(仮称)津南防災コミュニ
ティセンター整備事業、津興橋大規模更新事
業、小中学校施設の大規模改造事業などの事業
費として、52億6,000万円を見込んでいます。
　また、単独事業分は、国体に向けての運動施
設整備や道路整備などの事業費をはじめ、公立
認定こども園整備事業、久居消防署南分署整備
事業、小中学校施設の維持補修などの事業費と
して75億6,800万円を見込みます。普通建設事
業費は、産業・スポーツセンターに係る事業費
が約60億円減少しますが、暮らしを応援する事
業にシフトし、必要額を積極的に配分したこと
により、全体では前年度比39億1,300万円減の
128億2,800万円を見込んでいます。
　災害復旧事業費は、平成29年度に発生した災
害の復旧経費3,200万円を見込み、投資的経費全
体では、前年度比23.2％減の128億6,000万円を
見込んでいます。

性質別歳出の状況

目的別歳出の状況

単独

補助

合　計

単独

補助

災害復旧

事業費

普通建設

事業費

維持補修費

補助費等

繰出金

物件費

その他

小　計 428億9,700万円 ▲7,000万円

600万円

2,600万円

128億6,000万円 ▲38億8,000万円

義
務
的
経
費

投
資
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

169億1,000万円

48億7,100万円

▲60億2,200万円

1億4,700万円

▲4億　800万円

1億　700万円

500万円

7億1,300万円 7,900万円

歳出（性質） 予算額

小　計

10億2,400万円

1,102億6,500万円

10億2,400万円

小　計 545億　800万円 13億2,600万円

52億6,000万円 21億1,000万円

前年度比増減額
人件費 200億7,000万円 4,500万円

扶助費 235億2,600万円 2億5,700万円

公債費 109億1,200万円

▲26億2,400万円

75億6,800万円

2,600万円

600万円

193億7,900万円

合　計 1,102億6,500万円 ▲26億2,400万円

諸支出金 2,200万円

予備費 1億円 0円

0円

災害復旧費 3,200万円3,200万円

公債費 109億1,200万円 10億2,400万円

消防費 42億5,000万円 3億2,600万円

教育費 120億　800万円 14億1,500万円

商工費 16億7,100万円 4億9,400万円

土木費 150億5,100万円 ▲3,400万円

労働費 5,800万円 　▲100万円

農林水産業費 25億4,900万円 300万円

民生費 396億1,100万円 ▲2,800万円

衛生費 96億6,500万円 ▲5億3,200万円

前年度比増減額
▲5,900万円5億9,900万円議会費

総務費 137億3,700万円 ▲52億6,400万円

歳出（科目） 予算額

(仮称)津南防災コミュニティセンター 完成イメージ図

久居駅周辺地区都市再生整備事業 完成イメージ図
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問い合わせ　介護保険課　　229-3149　　229-3334

みんなで支える介護保険

介護保険制度改正のポイント

介護保険制度が改正

　介護保険は、加齢による身体能力の低下など
によって必要とされる介護を社会全体で支える
制度で、その費用は40歳以上の人の保険料と公
費(税金)で賄われています。介護保険法の規定
により、国の制度改正などに合わせ、市町村は
介護保険事業計画を３年ごとに定めることと
なっています。その中で65歳以上の人の介護保

険料の見直しを行い、2018(平成30)年度から
2020年度までの津市の介護保険料は、７ページ
の表のとおりと決定しました。
　皆さんに納付していただく保険料は、介護保険
を運営するための大切な財源です。介護が必要に
なったときに安心してサービスが利用できるよ
う、ご協力をお願いします。

　今回の制度改正は、団塊の世代が75歳以上と
なる2025年に必要とされる介護サービスの増
加を見据えて行われます。制度の持続可能性を
高めるとともに、サービスを必要とする人に必
要なサービスが提供されるよう充実を図るもの
で、主な変更点は次のとおりです。

　介護サービスの提
供などに必要な介護
保険の財源は、50％
を公費(税金)で負担
し、残りの50％を
40歳以上の人の介護
保険の被保険者で負
担することとなります。被保険者は、65歳以上
の人(第１号被保険者)と40歳から64歳までの人
(第２号被保険者)に分けられますが、全国の被
保険者数の人口比率を考慮し、それぞれの負担
割合について、第１号被保険者は22％から
23％に、第２号被保険者は28％から27％に変
更されました。

2

1

3

　４月から、介護
保険法の改正によ
り、共生型サービ
ス(介護保険と障
がい福祉の相互に
共通するサービ
ス)が創設されま
した。これにより、指定を受けた障害福祉サー
ビス事業所で、介護保険のサービスを受けるこ
とができます。

　これまで、介護保険サービスは、所得に応じ
て１割または２割負担で利用できましたが、
2018(平成30)年８月から、一定以上の所得が
ある人※は３割負担になります。要介護・要支
援認定を受けている全ての人には、７月中に負
担割合証を送付します。負担割合証には、サー
ビス利用時の自己負担の割合(１割から３割)が
記載されています。
※一定以上の所得がある人とは…本人の合計所
　得金額が220万円以上であり、かつ同じ世帯

の65歳以上の人
の「年金収入＋
その他の合計所
得金額」が単身
世帯で340万円
以上、２人以上
の世帯で463万
円以上の人

介護保険の財源構成の見直し

共生型サービスの創設

一定以上所得者の自己負担割合の見直し
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所得段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

●生活保護受給者の人
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の人
●本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所
　得金額の合計が年間80万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が年間80万円を超え、120万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、第１段階・第２段階以外の人

本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人
本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第４段階
以外の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間120万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間120万円以上、200万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上、250万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間250万円以上、300万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間300万円以上、500万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間500万円以上、750万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間750万円以上、1,000万円未満の人

本人が市民税課税で合計所得金額が年間1,000万円以上の人

第５段階
（基準額）

所得などの条件 算定式 年額保険料

基準額×0.43

基準額×0.725

基準額×0.75

基準額×0.875

基準額×1.00

基準額×1.20

基準額×1.30

基準額×1.50

基準額×1.70

基準額×1.80

基準額×1.90

基準額×2.10

基準額×2.30

3万3,310円

5万6,160円

5万8,100円

6万7,780円

7万7,470円

9万2,960円

10万710円

11万6,200円

13万1,690円

13万9,440円

14万7,190円

16万2,680円

17万8,180円

介護保険料(2018年度～2020年度) 

介護保険料の納め忘れにご注意を

65歳以上の人の介護保険料
　介護保険料は、介護事業費を基に、2018(平
成30)年度から2020年度の65歳以上の第１号
被保険者保険料収納必要総額を算出し、被保険
者の所得段階別加入割合を考慮の上、保険料の
基準額を決定します。介護事業費の増加などを
加味して算出した結果、2018(平成30)年度から

2020年度までの保険料の基準額は年額7万
7,470円になります。年間保険料額について
は、７月に送付する保険料額通知書でお知らせ
する予定です。
※2015(平成27)年度から2017(平成29)年度ま
での保険料の基準額は年額７万4,000円

　65歳以上の人の介護保険料は、原則年金から天引きされますが、資格取得後(65歳に
なったときなど)６カ月から１年間程度は年金から天引きされませんので、送付された納
入通知書で納付してください。他にも、条件によっては年金から天引きにならない場合が
あります。いずれの場合でも、口座振替をご利用いただくと納め忘れがなく便利です。
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問い合わせ　地域連携課　　229－3110　　229－3366
市民活動を応援します！

市民活動団体設立等支援交付金
対　象　市内に活動の拠点を置く次の団体
①平成30年度内にＮＰО法人の設立登記が完了す
　る予定の市民活動団体
②２人以上の構成員で市民活動団体を設立しよう
　とする、または、２人以上の構成員で設立後１
　年を経過していない市民活動団体
対象経費
①ＮＰО法人の設立認証申請に要する経費
②公益的な活動を行う市民活動団体の設立に要す
　る経費、または、設立後１年を経過していない
　市民活動団体の運営に要する経費。原則として
　飲食費、人件費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高10万円)

市民活動推進交付金
対　象　構成員が２人以上で、市内で自主的な活
動をしている自治会や市民活動団体(これまで
に５回以上市民活動推進交付金を交付された団
体を除く)
対象経費　応募団体が主体的に取り組む公益的な
　活動(個人活動を除く)に要する経費。原則とし

　て飲食費、人件費、活動組織の運営管理に関す
　る経費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高20万円)
いずれも
応募方法　地域連携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、直接窓口
または郵送、ファクス、Ｅメールで地域連携課
(〒514-8611 住所不要、　229-3110@city.
　tsu.lg.jp)へ
　※申請書は津市ホームページからもダウンロード可
締め切り　５月25日(金)必着
選考方法　６月17日(日)９時から開催する公開審
査会「市民セレクション」で、プレゼンテー
ションを行い決定

地域でがんばる皆さんへ

　昨年度の事業実施団体
による報告会を開催しま
す。応募の参考に、ぜひ
お越しください。
と　き　５月20日(日)９時～
ところ　市本庁舎８階大会議室Ａ

　地域の課題解決や地域振興などの公益的な活動に取り組んでいる団体や、これから取り組もう
としている団体を対象に、平成30年度の活動経費の一部を支援します。国や他の地方公共団体
から財政的な支援を受けている団体は、対象になりません。

事業報告会を開催

４月１日オープン！

三重武道館弓道遠的場
問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

　三重武道館弓道遠的場は、ス

ポーツ振興くじ助成金を受けて

整備されました。

　６人立で、看的室、審判席、師範室、巻藁室などを備え、弓道大
会のほか個人でもご利用いただけます。
住　所　栗真中山町816-11(旧三重武道館跡地)
利用時間　９時～21時
休館日　12月29日～翌年１月３日
使用料

※利用方法など詳しくは、海浜公園内運動施設管理事務所(Ｔ225－
3171)またはスポーツ振興課までお問い合わせください。

2
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専用使用 3,000円
100円
200円
1,000円
2,000円

4,000円
100円
200円
1,000円
2,000円

3,000円
100円
200円
1,000円
2,000円

9時～12時 13時～17時 18時～21時

小学生以上高校生以下
一般

小学生以上高校生以下
一般

回数券
（12回）

個人
使用

わら
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津市民文化祭 参加者・作品募集

部　門

書道・
工芸美術

５月16日㈬～
20日㈰

６月13日㈬～
17日㈰

６月20日㈬～
24日㈰

６月27日㈬～
７月１日㈰

５月１日㈫
17時

５月29日㈫
17時

６月５日㈫
17時

６月12日㈫
17時

５月15日㈫
15時～17時

６月12日㈫
13時30分～
14時

６月19日㈫
14時30分～
17時

６月26日㈫
15時～17時

５月20日㈰
16時～17時

６月17日㈰
16時～17時

６月24日㈰
16時～17時

７月１日㈰
16時～17時

日本画

洋画

写真

開催期間 締め切り
（必着）

作品搬入
時間

作品搬出
時間

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3344

　文芸部門▲

川柳大会
と　き　５月20日(日)10時～16時
費　用　1,000円(当日徴収)
参加方法　当日11時30分までに会場で所定の用
紙に投句。宿題は「好み」「駅」「若い」「白い」「我慢」
で未発表の各題２句ずつ、計10句を投句。▲

短歌大会
と　き　６月９日(土)13時～16時30分
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　５月17日(木)までに、はがきに未発表
　作品１首と住所、氏名、電話番号を明記し、奥田
　榮子さん(〒514-0033 丸之内13-5)へ　※必着▲

俳句大会
と　き　６月10日(日)13時～16時
費　用　500円(当日徴収)
参加方法　当日13時までに、未発表の当季雑詠
３句を会場で投句▲

連句大会
　座談会と連句の実作会です。
と　き　６月17日(日)10時～16時

費　用　500円(当日徴収)
いずれも
ところ　橋北公民館研修室Ａ(アスト津４階)

　美術部門

いずれも
開催時間　９時30分～16時30分(最終日は16時
まで)　※入場は終了時刻の30分前まで
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー
申し込み　文化振興課(津リージョンプラザ１階)へ

　市民参加によって開催される津市民文化祭の文芸部門の参加者と美術部門の作品を募集しま
す。応募方法など詳しくは、文化振興課、各総合支所地域振興課、各公民館にある応募要項をご
覧ください。

3
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平成30年度のポイントチャージは５月７日　から
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)

対　象　平成29年度(平成30年３月31日まで)にシ
ルバーエミカを取得した人
受付時間　８時30分～17時15分(土・日曜日、祝・
休日を除く)

受付場所　高齢福祉課、各総合支所市民福祉課(福
祉課)　※ポイントチャージは、お住まいの地域に
関係なく全ての受付場所でいつでもチャージでき
ます。なお、６月以降、近くの出張所などを巡回
しポイントチャージを行う準備をしています。巡回

の日程等は広報津６月１日号でお知らせします。
持ち物　本人の名前が記入されたシルバーエミカ
チャージ方法　お手持ちのシルバーエミカに乗車ポ
イントをチャージ
チャージするポイント数　2,000ポイントを上限に
平成29年度中に使用したポイント数をチャージ
※シルバーエミカをまだお持ちでない65歳以上の人の
新規申請も左記の受付場所で随時受け付けています。
なお、新規申請にはマイナンバーカードが必要です。

4
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津市オリジナル交通系ＩＣカード「シルバーエミカ」

月

　５月７日(月)から、シルバーエミカの平成30年度の乗車ポイントのチャージを開
始します。乗車ポイントは三重交通グループの路線バスなどで１ポイント１円相当
の乗車料金として利用できます。なお、津市コミュニティバスではシルバーエミカ
を提示するだけで無料で乗車できます。
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　香良洲地区は津市の南東に
位置し、雲出川と伊勢湾に面
した三角州で、「白砂青松」
の美しい景観が今でも残って
います。地区内に小中学校が

１校ずつということもあり、顔見知りが多く結
び付きが強い地域です。

　津市から津市社会福祉協議会が借りている古
民家「東山荘」を
活用し、餅つき交
流会、おせちを囲
む会、親子料理教
室、お月見の会な

ど、さまざまなイベントを開催し、地域の交流
を図っています。特に餅つき交流会は実際にき
ねと臼を使用するので、餅つきをしたことがな
い子どもたちからも好評で、年々参加者が増え
ています。

　

　お年寄りの皆さんにとって、住んでいて楽し
いと感じられる地域にしていくことが必要だと
考えています。
　また、参加者間の交流がより深まるよう、今
後も趣向を凝らしたイベントを開催していきた
いと思っています。

平成30年度高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種
問い合わせ　健康づくり課　Ｔ229-3310　　229-32875

TSU NEWS

対　象　津市に住民登録があり、過去に１回も肺
炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない人
で、①または②に該当する人　※定期接種の接
種機会は１回限り

①次の表の生年月日に当てはまる人

※上記の表に当てはまる人には、４月下旬に案内
通知(予診票)を郵送します。転入した人や予診
票を紛失した人は、健康づくり課へお問い合わ

せください。
②接種日当日に60～64歳の人で、
　心臓・腎臓・呼吸器の機能に
　障がいがあり、日常生活が極
　度に制限される人(肺炎に罹患すると重症化の
恐れがあるためワクチンによる予防が望ましい)
接種期間　来年３月31日(日)まで
接種回数　１回
接種場所　県内の協力医療機関
自己負担額　2,500円　※生活保護受給者は、自
己負担額の免除がありますので、必ず「被保護
証明書」を医療機関へ提出してください。
接種時の持ち物　健康手帳、予診票、保険証など
住所が確認できるもの

　定期接種の対象にならない65歳以上の人には
費用助成の制度があります。過去に１回でも肺炎
球菌ワクチン(23価)を接種した人は対象外です。

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生まれ
昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生まれ
昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生まれ
昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生まれ
昭和８年４月２日～昭和９年４月１日生まれ
昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生まれ
大正12年４月２日～大正13年４月１日生まれ
大正７年４月２日～大正８年４月１日生まれ

年齢 生年月日

「香良洲地区社会福祉協議会」の紹介

vol.13

力を入れている活動は？

地域の特徴は？

今後の地区社会福祉協議会に対する会長の
思いは？

Q

Q

Q

問い合わせ　福祉政策課　　229-3283　　229-3334
餅つき交流会 おせちを囲む会 親子料理教室

香良洲地区社会福祉協議会
会長  藤川 雅幸 さん

とうざんそう

りかん
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榊原小
グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

貝石山

榊原川

▲

N 28

660

榊原
出張所

榊原
幼稚園

射山神社

榊原の湯の神　射山神社　
のもので、長さ56㎝、幅12㎝で、榊原氏経
が、祭神の鑰取大明神の社殿の再興を行ったこ
とが記されています。
　また、境内には津市指
定史跡の「芭蕉翁反古
塚」もあり、松尾芭蕉の
死後、彼を慕う俳人たち
が、この地で句会を開いた際に建立したといわ
れています。
　緑に包まれる射山神社と悠久の歴史を感じさ
せる貝石山など、古くから知られる温泉地を訪
ねてみてはいかがでしょうか。

い   やま

えんぎしき じんみょうちょう

ほ　ご

むなふだ

づか

うじつね

かぎとり

おきつねしなののかみ

　平安時代の歌人、清少納言の「枕草子」第
117段で「湯は七久里の湯 有馬の湯 玉造の湯」
とうたわれている七久里(七栗)の湯というのは
榊原温泉を指しています。
　その温泉地の一角の杉木立に囲まれたところ
に「射山神社」はあります。背後には三重県指
定天然記念物「貝石山」があり、麓を流れる榊
原川沿いの断崖では、さまざまな貝の化石が見
つかっています。かつて射山・湯山とも呼ばれ
た貝石山は、射山神社の御神体だったともいわ
れています。
　平安時代中期に編さんされた全国の神社一覧
「延喜式神名帳」にも記載がある射山神社は、古
くから社として知られ、貝石山の中腹あたりに湯
の神として祭られたのが、後に現在の地に移され
たとされています。
　室町時代、当地を治める榊原城主の榊原氏に
よって崇拝され、社殿の修理などが行われたよ
うで、それを示すものとして、棟札が残されて
います。棟札とは、建築物の造営や修理の際
に、建築年や由緒、建築関係者などを記した木
製の札で、その多くは屋根裏に打ち付けられて
います。現在、射山神社には14枚の棟札が残さ
れていて、そのうち古い２枚の棟札が津市指定
有形文化財になっています。
　このうち、天文19(1550)
年のものは、長さ67㎝、幅
11㎝の棟札で、榊原城主の
榊原信濃守興経が祭神・湯
の大明神の社殿を再興した
ことが書かれています。も
う一枚は、永禄７(1564)年

芭蕉翁反古塚

射山神社

棟札



○料金の記載のないものは無料　○市内の市外局番は…059
○受付時間　原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分～17時15分

　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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収税課
　229－3135　　229－3331

固定資産税・都市計画税の納付

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

堆肥の散布にご注意を

商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

メンタルヘルス相談

市民課
　229－3143　　221－1173

市民便利帳の広告掲載事業者

地域包括ケア推進室
　229－3294　　229－3334

元気アップ教室

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

新緑のセラピーウオークと
蔵王公園の青葉まつり

こども支援課
　229－3155　　229－3334

一人親家庭と生活困窮世帯への
学習支援事業

援護課
　229－3151　　229－2550

お知らせ 募　　集

前回発行の
2016年版

津市元気アップ教室│

　第１期の納期限は５月１日(火)
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２期
から口座振替になります。

　田畑で堆肥な
どを使用すると
きは、臭気の拡
散を最小限にす
るため、散布後
は速やかにすき込みを行ってく
ださい。特に住宅地周辺では散
布時間、風向きなどに注意し、
近隣住民への配慮をお願いしま
す。

　仕事がうまくいかない、職場
の人間関係で悩んでいるなど、
悩みや不安のある人は、一人で
悩まず気軽にご相談ください。
専門の産業カウンセラーがお答
えします。
と　き　毎月第２・４金曜日18
時～20時　※祝・休日、年末
年始を除く
ところ　サン・ワーク津
対　象　市内に在住・在勤の勤
労者
定　員　１日２人
　(１人50分程度)
申し込み　
　前日までに電
　話で商業振興
　労政課へ

　夏を前に青々と茂る自然から
元気がもらえるイベント。桜で
有名な三多気から奈良県を通っ
て蔵王公園へ。公園では餅まき
など地元のまつりに参加します。
と　き　６月３日(日)９時30分
～(受け付けは９時～)
ところ　三多気蔵王コース(三多
気駐車場集合)
参加費　1,500円(保険料、昼食
代を含む)
定　員　先着50人
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
募集期間　４月23日(月)～５月
18日(金)

　官民協働事業と
して、毎日の暮ら
しに役立つ行政・
地域・生活に関す
る情報を掲載した
「津市市民便利帳
(2018年版)」の発
行を９月に予定しています。
　現在、この市民便利帳に広告
を掲載していただける事業者の
皆さんを募集しています。広告
掲載の申し込みについて詳しくは
株式会社サイネックス(　0598－
23－9220)へお問い合わせくだ
さい。

支援内容　教室(週
１回２時間)また
は自宅派遣(週１
回１時間30分)で
の学習指導　※教室は、近鉄
津駅・津新町駅・久居駅周辺
対　象　児童扶養手当受給世帯
または一人親家庭等医療費助
成対象の小学４年生～中学３
年生、生活保護受給世帯また
は就学援助費支給対象世帯の
中学生
定　員　一人親家庭15人程度、
生活困窮世帯10人程度
申し込み　一人親家庭…こども
支援課にある申込書に必要事
項を記入し、直接窓口または
郵送でこども支援課(〒514－
8611 住所不要)へ　生活困窮
世帯…援護課にある申込書に
必要事項を記入し、直接窓口
または郵送で援護課(〒514－
0033 丸之内27-10)へ　※申
込書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　５月８日(火)

　元気に年齢が重
ねられるよう介護
予防に取り組みま
せんか。
と　き　来年３月まで月１回程度
ところ　保健センター、市民セ
ンターなど
内　容　自宅でできる運動、お
口の体操、栄養や認知症など
の介護予防の学習ほか
対　象　65歳以上
※詳しくはお問い合わせください。



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

5月の開催日程5月の開催日程
問い合わせ　事業推進課　　224－5106　　224－9944

ボートレース津 外向発売所
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文化振興課
　229－3250　　229－3344

審議会・運営委員会の委員

海浜公園内運動施設管理事務所
　225－3171　　229－0189

ナイターの申し込み
（６・７月分）

いずれも
対　象　市内に在住で、５月１
日現在20歳以上の人　※津市

の議員・常勤職員を除く
申し込み　文化振興課または各
総合支所にある所定の応募用
紙に必要事項を記入し、直接
窓口または郵送、Ｅメールで
文化振興課(〒514-8611 住
所不要、　229-3250@city.
　tsu.lg.jp）へ　※応募用紙は
津市ホームページからもダウ
ンロードできます。
申込期間　５月１日(火)～31日
(木)

　津球場公園内野球場と北部運
動広場の６・７月分のナイター
使用の申し込みを受け付けます。
申し込み　直接、海浜公園内運動
施設管理事務所へ
申込期間　４月20
　日(金)～30日
　(月・休)８時30
　分～21時30分

■施設の内容（予約方法、使用可能種目、使用料など）について詳しくは各施設へ直接お問い合わせください。また、津市ホームページでスポーツイベントの予定や施設の利用（予約）状況が確認できます。
■施設を利用する際、設備器具の準備・撤去は各自で行ってください。

5月のスポーツ施設一般公開（個人使用）

久居体育館内卓球室　　255－6081
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

サオリーナ　　223－4655
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）
※場所はメインアリーナ（半面）となります。
※バドミントン、バレーボールのネット張りのみ
　各自で行ってください。

河芸体育館　　245－3191
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

芸濃総合文化センター　　265－6000
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

美里体育館　　279－8123
（9時～12時、13時～17時、18時～21時30分）

安濃中央総合公園内体育館　　268－0100
（9時～21時30分）

一志体育館　　293－5688
（9時～12時、13時～17時、18時～21時）

バドミントン（８面）

バレーボール（１面）、ソフトバレー（４面）

卓球（20台）

卓球（５台）

卓球（３台）

バドミントン、ソフトバレー（アリーナ）、
卓球（剣道場）

バドミントン
卓球

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

バドミントン、ソフトバレー、卓球など

ソフトバレー
バドミントン

香良洲体育館　　292－2498
（9時～12時、13時～17時）

白山体育館　　262－4363
（9時～12時、13時～17時）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

毎日（大会などで一般公開を中止する場合があります）

１日㈫、８日㈫、15日㈫、22日㈫、29日㈫

２日㈬、９日㈬、16日㈬、23日㈬、30日㈬

７日㈪

12日㈯、20日㈰、26日㈯

８日㈫
18日㈮

７日㈪
21日㈪

９日㈬、10日㈭、18日㈮、23日㈬、28日㈪、31日㈭
※23日㈬はサブアリーナ

７日㈪、17日㈭、29日㈫

９日㈬、14日㈪、18日㈮、21日㈪、28日㈪、31日㈭

募集委員 定　員 任　期
津市文化振興
審議会委員 ３人

津市文化振興
基金運営委員
会委員

２人

委嘱した日
から２年間

５月 31302928272625242322212019181716151413121110987654321
木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火

本場

場外

モーニング

昼

夜

スタンド

津インクル

※審議会は年間３回程度、運営委員会は
　年間２回程度、いずれも平日に会議を
　開催

スポーツニッポン
パール賞競走

スポーツニッポン
パール賞競走

浜名湖
♡

GⅠ
丸亀

GⅢ
平和島♡

GⅡMB大賞
（びわこ）

SGボートレース
オールスター（尼崎）GⅢびわこ♡ GⅠ宮島 常滑

スポーツ報知ビクトリーカップ

スポーツ報知ビクトリーカップ

レディオキューブFM三重カップ

レディオキューブFM三重カップ

徳山

芦屋 芦屋 芦屋 芦屋三国GⅢ唐津♡唐津

徳山

浜名湖

GⅢびわこ♡ GⅢ平和島♡ GⅠ宮島 江戸川 福岡 尼崎 浜名湖 常滑 児島

江戸川 大村

桐生 住之江 蒲郡 若松 GⅢ蒲郡 下関 桐生

丸亀 蒲郡 桐生 下関 桐生 丸亀 住之江

住之江 若松 下関 丸亀 若松 住之江 丸亀 若松 蒲郡

浜名湖 鳴門 多摩川 平和島戸田 常滑福岡尼崎 児島 児島 宮島 GⅢ平和島 宮島多摩川 戸田 GⅡMB大賞（びわこ）

SGボートレースオールスター（尼崎）

びわこ 常滑 常滑 江戸川宮島

徳山 徳山唐津三国三国



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

３月１日現在

火災件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　うち住宅火災・・・・・・・・・・・・・・・
救急出動数・・・・・・
交通事故数・・・・・・・・・
　死亡者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　負傷者数・・・・・・・・・・・・・・

19件（29件）
4件（7件）

1,301件（2,938件）
717件（1,624件）

2人（2人）
83人（194人）

市民の動き
２月分

（平成30年累計）

悲しい数字

世帯数・・・・

人　口・・・・・・
　
　男性・・・・・・
　女性・・・・・・

125,093世帯
（前月比76世帯減）

280,676人
（前月比265人減）

136,397人
144,279人

　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、Ｆ273－5588)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。
　同協会(Ｔ273－5522)

広報 つ！　平成30年４月16日号14

イベント

お知らせ

募　　集

知っていますか？ヘルプカード
　三重県では、外
見から分からない
病気や障がいがあ
る人が、周囲に援助を求めやす
くするために使う「ヘルプカー
ド」を作成し、配布しています。
　津市では市本庁舎１階障がい
福祉課や津リージョンプラザ２
階健康づくり課、各総合支所市
民福祉課(福祉課)、各保健セン
ターで配布しています。
　ヘルプカードを持っている人
が困っているときには声掛けな
どの配慮をお願いします。　
　三重県地域福祉課(　224－3349)

盆栽友人趣味の会
第43回展示・即売会
　５月３日(木・祝)13時～５日
(土・祝)15時　※昼夜連続で開催
　津観音寺境内(大門)　
　同会代表(　090－2184－2350)

久居文化協会山野草展
　５月５日(土・祝)・６日(日)９時

～17時　※６日は15時まで　
　久居公民館　　盆栽・山野草
展示、苗木などの販売
　同協会盆栽部代表(　255－7106)

三重中央医療センター・七栗記
念病院 合同市民公開講座＆ナイ
チンゲールフェア
　５月19日(土)11時～15時　　
津センターパレス５階ほか　　地
域医療・在宅医療に関する講演
(13時～)と健康チェック
　三重中央医療センター(　259－1211)

青山高原保健休養地コンサート
　５月４日(金・祝)13時～15時
(12時開場)　　青山高原保健休
養地管理センター　　小川千春
さん(シンガー・ソングライター)
のコンサート
　同センター(　269－3226)へ

子ども会洋上教室
　８月18日(土)～24日(金)　※６
泊７日　　北海道内　　市内に
在学の小学５・６年生　　　200
人　　６万2,000円(税込)
　６月29日(金)17時までに津市

子ども会
のホーム
ページか
ら申し込
み、また
は津市子ども会育成者連合会事
務局、各教育事務所にある所定
の申込書に必要事項を記入し、
直接同事務局窓口(津市青少年セ
ンター内)へ
　同事務局(　225－7172)

子ども料理体験教室
　５月13日(日)10時～13時　
　橋南市民センター調理室　　
高虎汁(オリジナルの豚汁)、な
べ餅、五平餅　　市内に在住の
小学生(保護者見学可)　　　16
人　　1,000円
　４月22日(日)～５月６日(日)
にすきっこクラブ代表(　090－
3596－3712)へ

若葉手話サークル会員
　５月11日(金)から毎週金曜日
19時～20時30分　　津市ふれ
あい会館
　５月の活動日に直接会場へ
　若葉手話サークル代表(　090－
4199－6164)

申込期間種　目 と　き ところ 対　象 定　員
■津市民スポーツ教室

スポーツ吹矢

合気道

ハンドボール

６月23日㈯
①10：00～12：00 ②13：30～15：30

６月10日㈰
10：00～11：45

６月２日㈯・３日㈰
10：00～16：00

サオリーナ
サブアリーナ

三重武道館
柔剣道場

サオリーナ
サブアリーナ

小学生以上
①は経験者のみ

３歳以上

高校生以上 先着
男女各５チーム

種　目 と　き ところ 対　象 締め切り定　員
■津市民体育大会

６月８日㈮まで

５月１日㈫～31日㈭

４月23日㈪～５月18日㈮

合気道 ６月10日㈰13：00～16：00 津市合気道連盟に
所属している人 100人

30人

各30人

三重武道館
柔剣道場 ６月８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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健　　康

無料相談

火曜日（10時～）
火曜日（14時～）
水曜日（10時～）
水曜日（14時～）
木曜日（10時～）
木曜日（14時～）
金曜日（10時～）
金曜日（14時～）

５月22日・29日、６月
５日・12日・19日・26日

５月23日・30日、６月
６日・13日・20日・27日

５月24日・31日、６月
７日・14日・21日・28日

５月25日、６月１日・
８日・15日・22日・29日

コース・とき

とき（５月） ところ
８日㈫
13時30分～16時

アスト津４階
会議室３

久居総合福祉会館北館２階
会議室

14日㈪
13時～16時

市河芸庁舎１階
相談室１

18日㈮
９時～12時

９日㈬
13時30分～
15時30分

市白山庁舎２階
住民活動室

21日㈪
13時30分～16時

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室１

とき（５月） ところ
７日㈪
９時30分～
11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

17日㈭
13時～16時（受け
付けは15時まで）

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

安濃津よさこい│

わんぱくデイキャンプ
　５月20日(日)９時30分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　飯ごう炊さん、カレー
作りなど　　市内に在住の小学１
～３年生　　　60人　　1,200円
　４月23日(月)～５月13日(日)８
時30分～17時に直接窓口または
電話で同センター(　228 －
4025)へ　※窓口優先

星と語ろう
　５月26日(土)19時15分～21時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　月・木星・金星、春
の星座などの観察(悪天候のとき
は天文工作)　　市内に在住の小
学生と保護者　　　15組　　
600円／組(３人まで、１人増え
るごとに300円追加)
　４月25日(水)～５月15日(火)８
時30分～17時に直接窓口また
は電話で同センター(　228－
4025)へ　※窓口優先

10月開催の津まつり
安濃津よさこい参加チーム
　５月21日(月)ま
でに安濃津よさこ
い組織委員会(　
226－8888)へ

四季の彩り祭り「七夕☆星祭り」
参加団体
　７月７日(土)10時～15時30分
　久居総合福祉会館南館３階レ
クリエーションホール　　邦楽、
ダンスなどのステージ発表
　４月27日(金)までに電話で四
季の彩り祭り実行委員会事務局
(　255－3180)に応募用紙を請
求し、郵送で提出

春の町民囲碁まつり
　５月13日(日)10時～(受け付
けは９時30分～)　　一身田公
民館　　棋力別のリーグ戦　　

　24人　　1,500円(昼食代、賞
品代を含む)
　４月24日(火)～５月１日(火)
に同公民館囲碁サークル木曜会
担当(　232－1079)へ

小型ヨット(ハンザクラスディン
ギー)体験試乗会
　５月～10月の毎月第１土曜日
９時～12時　※８月を除く　　
津ヨットハーバー(津興)　　小
型ヨットの体験試乗会　　　各
回６人　　500円(保険料)／回
　前日までに津ヨットハーバー
(　226－0525) へ

親子記者事業参加者
　長崎で原爆の被害や平和の大切
さを学び、新聞を作ってみませんか。
　８月８日(水)～11日(土・祝)　
　長崎市　　市内に在住の小学
４～６年生と保護者　　　９組
　５月７日(月)までにＥメールで
日本非核宣言自治体協議会事務局
(　info@nucfreejapan.com)へ
※メール送信できない場合のみ郵送可
　同事務局(長崎市役所平和推進
課内、　095－844－9923)　※詳
しくは同事務局ホームページを
ご覧ください。

健康ボウリング教室

　ラウンドワン津・高茶屋店　
　健康についての講義とボウリ
ング教室(全６回)　　　各30人
　2,000円(６回分)
　４月21日(土)～５月21日(月)

に直接窓口または電話、ファク
スで津・高茶屋店担当(　070－
1272－5651、　238－0015)へ 

認知症予防教室
　５月11日(金)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社
会福祉協議会会議室１　　３Ｂ
体操で認知症予防　　市内に在
住の65歳以上　　　30人
　４月27日(金)９時から同協議
会津支部(　213－7111)へ

５月の行政相談
　国や市などの行政に関する意
見等を、12人の行政相談委員
(市政相談員)が受け付けます。

　三重行政監視行政相談センター
(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー
侵害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区
委員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分　※祝・休日、年末年始
を除く　　津地方法務局人権擁
護課(丸之内)
　同課(　228－4193)



広報 つ！
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
　共立印刷株式会社

広
告
掲
載
欄

市財政収入の一部に寄与することを目的とし、裏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。

総合受付

0120-145-345
平日 時～ 時受付

津駅0.5分

相続・会社設立・税務顧問・税務申告・税務調査 他

夜間・土日相談可 （要予約）

詳細は

http://kokoro.ac
※主たる事務所は名古屋税理士会所属　※＜　＞内は,各所属税理士会・弁護士会・社会保険労務士会・司法書士会名です

津駅税理士事務所
＜東海＞

松阪駅税理士事務所
＜東海＞

本　部
＜名古屋＞

松阪駅1分 名古屋駅2分

西尾  　清 ＜名古屋＞
斎藤  美淳 ＜東　海＞
上田  佳孝 ＜名古屋＞

西尾  有司 ＜東　海＞
森田  清則 ＜名古屋＞
小島隆太郎  ＜名古屋＞

坂本  騎士 ＜名古屋＞
寺井  　渉 ＜東　海＞
内堀  昌樹 ＜名古屋＞士

理
税

⇒

広告

心 グル ープ一 丸 と なって サ ポート い たしま す！

心グループでは企業様をトータルサポート！

＜愛知県・岐阜県＞

＜愛知県・三重・岐阜県・東京・千葉県＞

他（株）心会計
司法書士 飛鳥井顕＜愛知県＞

9 22

　平成15年、倭白山比咩神社の大修復事業が始まったときに、かつて行われていた雅楽の演奏を復活させようという機運
が地域で高まったのがきっかけです。それまで雅楽の経験がなかったものの、雅楽部の大学生や専門家に習い、練習を重
ね、平成21年の竣工祭で演奏しました。何事もやる気があればいつでも始められるものですよ。

　地域のお祭りや小学校での演奏会など、誰の前でも一生懸命演奏することを心掛けています。私たちの演奏を聴いて雅楽
を始めた子もいたんですよ。また、毎年小学校で児童にも楽器を体験してもらうのですが、うまく音が出せたときの子どもたちの
笑顔を見るとうれしくなります。私たちの演奏を聴いたり、楽器に触れたりすることで、子どもたちをはじめ、より多くの人たちに
雅楽や地域の文化に興味を持ってもらいたいです。

やまとしらやまひめ

Q3 演奏を通じて伝えたいことは？

Q2 雅楽を始めたきっかけは？

Q1 雅楽ってどんな音楽？

撮影：倭小学校撮影：倭小学校

Vol.24

　中国から伝来した音楽や舞が、元々日本にあったそれらと融合し、日本独自に進化した音
楽のことです。譜面も五線譜ではなく、楽器ごとにそれぞれ違うんですよ。オーケストラなど
と違い指揮者がいないので、最初はメンバーと呼吸を合わせて演奏するのに苦労しました。

森元  澄生さん 

倭小学校
雅楽演奏ボランティア
も り も と   　 　 す み お

地域の伝統文化を復活させる
ため、63歳の時に雅楽で使う
横笛の竜笛を始める。地域の
行事で演奏するほか、倭小学
校や美杉小学校で毎年演奏指
導を行うなど、伝統文化の継承
に尽力している。

りゅうてき



催し物のご案内

折り込み紙
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市文化振興課
　229-3250

花まつり稚児行列

緋桜会カラオケの集い

津市民文化祭 舞台芸術部門「謡と舞の会」

津市民文化祭 舞台芸術部門「民踊新舞踊の会」

伊能忠敬 三重を測る

催し 物 の ご 案 内催し 物 の ご 案 内

入場料
■津リージョンプラザ　お城ホール

3

4

5

6

12

13

20

26

27

木

金

土

日

土

日

日

土

日

9:20

16:00

13:00

9:20

13:00

9:20

11:00

14:00

9:20

16:30
　

18:00

16:00

16:30

16:30

17:00

16:00

16:30

18:00

★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪  ホ ー ル　♪ ★ ♪ ★ ♪ ★ ♪ ★

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき３月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成30年４月16日発行～

■各ホール・展示施設の催しは、主催者の申請に基づき３月20
日現在で作成しているため、既にチケットなどの発売が開始さ
れている場合があります。主催者の都合により、予定が中止・
変更となる場合がございますのでご了承ください。詳細につい
ては、各問い合わせ先にお尋ねください。なお、主催者の希望
および入場対象者が関係者に限られている催しについては掲載
を省略しています。
■ご来館の際はできるだけ公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　　　　　　　　      ～平成30年４月16日発行～

津リージョンプラザ
アストプラザ
河芸公民館
芸濃総合文化センター
美里文化センター
サンヒルズ安濃
サンデルタ香良洲
一志農村環境改善センター
白山総合文化センター
美杉総合文化センター

　229-3300
　222-2525
　245-2222
　265-6000
　279-8111
　268-5811
　292-3113
　293-5611
　262-5893
　272-8080

月

2018

5

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

昭和盟友会
　090-4088-4098(田中）

　090-1835-9826(松井）
花まつり稚児行列委員会　227-3034
(青木） 090-1989-0448(田中）

入場料
■サンデルタ香良洲　多目的ホール

13

20

27

日

日

日

10:00

9:00

10:00

16:00

17:00

16:00

無　料

無　料

3,300円

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

～懐かしの歌思い出の歌～昭和歌謡さよなら
ステージ  ～最終回スペシャル～  愛と感動を
ありがとう 特別ゲスト 中元実(キングレコード）
希衣(トラストミュージック）
EAST BIRD WIND ORCHESTRA 
第７回定期演奏会

アムール18周年記念ほのぼのカラオケコンサート　
ゲスト 川井聖子

第19回ミュージックステージレッスンチャリティー
歌の集い ゲスト 中西りえ 仙竜かおり

第13回サンデルタ歌と踊りの集い
ゲスト歌手 竹村こずえ

緋桜会
　090-3380-7000(丹羽）

市文化振興課
　229-3250

ミドラリハーサルバンド
　225-6070(上）

アムール
　259-0577(鈴木）

三重県公共嘱託登記土地家屋調査
士協会　226-0863
ミュージックステージレッスン
　090-2772-2447(薮内）

南立誠地区老人クラブ主催
ミドラリハーサルバンド ジャズコンサート

入場料
■アストプラザ　アストホール

20 日 14:00 16:30

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

500円

　245-4889(上田）

　226-5660(内藤）

　090-5614-1486(西村）

　090-7041-6919(松尾）

さつき歌謡祭

入場料
■芸濃総合文化センター　市民ホール

20 日 9:00 17:00

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料

市文化振興課
　229-3250津市民文化祭 舞台芸術部門「邦楽と舞踊の会」

全国剣詩舞コンクール三重県大会

三重レクリエーション実技研修会

入場料
■サンヒルズ安濃　ハーモニーホール

20 日 13:00 15:30

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料

市文化振興課
　229-3250郷土芸能ふれあいフェスティバル

入場料
■一志農村環境改善センター　多目的ホール

27 日 9:30 15:15

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料

白山総合文化センター
　262-5893第10回しらさぎフェスタ

入場料
■白山総合文化センター　しらさぎホール

13 日 10:00 16:00

日 曜日 催　　し　　物 開演 終演 問い合わせ

無　料



催し物のご案内

折り込み紙
広報津

津市ホームページで津リージョンプラザのお城ホールと展示施設の空き状況が分かります

■津リージョンプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

生活文化情報センター
(展示室)・ギャラリー  

300円
（呈茶券）

生活文化情報センター
(展示室)

津リージョンプラザ|HP 検索

♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡  展 示 施 設  ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡

　市内で活動している各団体の皆さんが日頃の
練習成果を発表します。
◆謡と舞の会
と　き　５月12日(土)13時～(12時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　無料
◆民踊新舞踊の会
と　き　５月20日(日)11時～(10時30分開場)
ところ　津リージョンプラザお城ホール
入場料　無料
◆邦楽と舞踊の会
と　き　５月20日(日)13時～(12時30分開場)
ところ　サンヒルズ安濃ハーモニーホール
入場料　無料

◆舞台芸術部門◆◆舞台芸術部門◆

◆茶の湯大会
と　き　５月19日(土)・20日(日)９時30分～15
　時30分
ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セン
　ター(展示室)
入場料　300円(呈茶券）

◆生活文化部門◆◆生活文化部門◆

　お昼のひとときに、ミニコンサートを開催し
ます。気軽にお立ち寄りいただき、合唱・器楽
アンサンブル演奏をお楽しみください。
と　き　５月９日(水)・10日(木)12時15分～
　45分ごろ
ところ　津リージョンプラザ１階出会いの広場
内　容　９日 女声合唱団「Frauen liebe」、
　10日 器楽アンサンブル「セイレーネス」
入場料　無料

◆出会いの広場ミニコンサート◆◆出会いの広場ミニコンサート◆

　市内で活動している皆さんの作品展示です。
◆書道展・工芸美術展
と　き　５月16日(水)～20日(日)９時30分～16
　時30分　※20日は16時まで

ところ　津リージョンプラザ生活文化情報セン
　ター(展示室)・ギャラリー
入場料　無料

◆美術部門◆◆美術部門◆

イベント情報 　　　 津市民文化祭

ギャラリー無　料

無　料

無　料

９日(水)～13日(日)
9:00～17:00
(９日は13:00から、
13日は16:00まで）
16日(水)～20日(日)
9:30～16:30
(20日は16:00まで）

30日(水)～６月３日(日)
9:30～17:00
(３日は16:00まで）

19日(土)・20日(日)
9:30～15:30

敬和公民館
「写団タートル90」
　265-3585(林）

市文化振興課
　229-3250
市文化振興課
　229-3250

　225-5569(西山）

「写団タートル90」写真展

津市民文化祭 美術部門
「書道展・工芸美術展」
津市民文化祭 生活文化部門 
「茶の湯大会」
日本の名城風景＆京都名所の彩り
風景写真展

■アストプラザ
と　き 催　　し　　物 入場料 問い合わせ ところ

ギャラリー１
ギャラリー２

ギャラリー１ 

ギャラリー１   

ギャラリー１   

無　料

無　料

無　料

無　料

11日(金)～14日(月)
10:00～17:00
(14日は16:00まで）
17日(木)～20日(日)
9:30～17:00
(20日は16:00まで）
25日(金)～27日(日)
10:00～16:00
(27日は15:00まで）
31日(木)～６月３日(日)
9:00～17:00
(３日は15:00まで）

墨志会(墨志舎）
　090-9899-8413(山本）

佳旺会
　227-1464(加藤）

菊山サークル
　090-7020-8864(菊山）

津市写真交流会駄才倶楽部
　227-2820(内海）

遊墨展

第１５回佳旺会日本画展
か おう

しゅんこうの和紙ちぎり絵
菊山サークル作品展

津市写真交流会 駄才倶楽部
写真作品展

問い合わせ　市文化振興課　　229-3250
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津市防災だより
平成30年４月16日発行
平成30年　第１号

防災室
　229－3104　　223－6247

防災・減災に必要な女性の視点について

　過去の大規模災害では、男女共同参画の視点か
らも女性の果たす役割が大きいとされており、特
に女性の視点からの避難所運営が全国的にも課題
となっています。そこで去る２月17日に特定非
営利活動法人イコールネット仙台代表理事の宗片
恵美子さんを講師としてお招きし、研修会が開催
されました。
　研修では、東日本大震災などの過去の大規模災
害時における女性ニーズの調査や避難所での課題
などが報告されました。地域の防災力を高めるた
めに重要なこととして、①自分たちが住んでいる
まちに合った防災計画づくりや防災訓練を行うこ
とが大切であり、その中でも地域の防災の担い手
として、女性たちがリーダーシップを発揮できる

仕組みと環境づくりも必要
であること ②災害から地
域を守る人同士、女性同士
の連携はもちろん、女性と
男性が対等な形でつながる
ことの２つが確認されまし
た。
　防災には、男女双方の視
点が必要であることを理解

した上で、男女が良い形でつながって防災・減災
に努めてほしいと話がありました。
【研修会参加者の声】
●東日本大震災の実践体験を踏まえたお話で大変
　参考になった。
●防災には、女性が活躍する必要性があると気付
　かされた。
●女性の声が届くことの重要性を感じた。
●女性を意識した研修は初めてだったので良かっ
　た。
　男女問わず多数の参加者からの声をいただきま
した。研修会の内容からも、防災室では男女双方
の視点を地域の防災活動に取り入れていただくよ
うに推進していきます。

自主防災会津支部主催の研修会を開催

イコールネット
仙台代表理事
宗片恵美子さん

講演内容に聞き入る参加者の皆さん

　女性の体はストレスなどで心と体の変化を受けやすいものです。日頃か
ら心と体を守るために災害時の備えをしておきましょう。地震はいつ、ど
こで発生するか分かりません。一般的な防災グッズに加えて、＋αで女性
のための非常用物品を備えましょう。
【一般的な防災グッズの例】
□水　　□保存食など　　□マスク　　□救急用品　　□常備薬　　□お薬手帳　　□診察券
□耳栓・アイマスク　　□携帯充電器　　□小銭　　□メガネ、コンタクト
□レインコート・ポンチョ　　□使い捨てカイロ　　□ウエットティッシュ
□手指消毒用スプレー　　□口腔ケア用ウエットティッシュ　　□その他、個人が必要とするもの
【女性のための非常用物品の例】
□下着（生理用下着含む）　　□生理用品（中身の見えないごみ袋）　　□ひざ掛け(防寒用)
□ドライシャンプー（頭・全身用）　　□化粧落とし(ウエットティッシュタイプのもの)
□その他、個人が必要とするもの

女性の皆さんへ～＋αで非常用持ち出し袋に追加して備えよう～
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避難所を想定した
間仕切り設置訓練

簡易トイレ組み
立て訓練

豊が丘小学校支援団体「キラリ豊が丘」宮崎正之さん
　地域住民有志による豊が丘小学校の防災教育を
ご紹介します。
　子どもたちへの防災教育は、学校側が行う防災
ノートを題材にした幅広い知識を得るものと、そ
れぞれの地域特性を反映したより身近な内容のも
のとが、車の両輪のように行われることがベスト
との思いから、豊が丘の特性を生かした防災教育

を始めようと考え、スタートしたものです。
　この防災教育には３つ特徴があり、①１年生か
ら６年生までの全学年・全クラスに授業を行う
(生徒は卒業するまでに内容の異なる６回の授業
を受ける) ②豊が丘地域の特性(特徴)をしっかり
理解した上でそれに合致した内容とする ③子ど
もを通じて家庭(家族)も巻き込んだ内容となるよ
う心掛けるということです。全保護者への授業参
観案内、事前事後の宿題など家庭での会話を通じ
て関心を持ってもらい、保護者の声や感想が返っ
てくるよう積極的に働き掛けています。
　この活動を永く継続していくため、学校側(校
長・防災担当教員)、保護者側(ＰＴＡ役員)、地域
住民有志の３者の意思疎通を重視しています。ま
た、実際に先生役を務める地域住民のレベルアッ
プや授業内容の更なる工夫にも努め、実施３年目
の平成29年の授業では、手作りのパワーポイン
トによる授業を実施しました。マスコミにも毎年
取り上げられ関心を呼んでいます。
　今後も、地域の自主防
災組織と連携を密に、授
業内容も進化させつつ、
将来的に、防災授業が道
徳や英語のように正規の
教科として昇華していく
よう頑張りたいと思って
います。

一志町波瀬地区 夜間訓練

豊が丘地区 防災の取り組みについて

　国土交通省では、洪水時に
皆さんの主体的な避難を促進
するため、携帯電話事業者が
提供する緊急速報メールを活
用した「洪水情報のプッシュ
型配信」に取り組んでいます。
５月１日から、雲出川が対象
河川となり、津市でも次のと
おり配信が開始されます。
配信対象　対象地域内の携帯
電話など　※ＮＴＴドコ
モ、ＫＤＤＩ・沖縄セル
ラー、ソフトバンク(ワイ
モバイル含む)

問い合わせ　国土交通省三重
河川国道事務所(　229－
2216)

緊急速報メールを活用した洪水情報の配信スタート

河川の水位や雨量の情報がインターネットで確認できます。
「川の防災情報」パソコンから http://www.river.go.jp/
　　　　　　　　スマートフォンから http://www.river.go.jp/s/

津市防災だよりに防災活動を掲載しませんか

①河川氾濫のおそれ

【見本】
（件名）
河川氾濫のおそれ

（本文）

（国土交通省）

②-i   河川氾濫発生
（河川の水が堤防を越えて流れ

出ている時）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）

（国土交通省）

②-ii 河川氾濫発生

（堤防が壊れ、河川の水が大量
に溢れ出している時）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生

（本文）

（国土交通省）

【配信イメージ】

　地域で自主的な防災活動に取り組んでいる団体
などを市民の皆さんに広く知っていただくため、
「津市防災だより」で活動内容を紹介します。詳しく
は防災室(　229-3104)または各総合支所地域振
興課までお問い合わせください。

　昨年10月28日に、一志町波瀬地区の住民の皆
さんによる、震度５強の地震を想定した夜間訓練
が行われました。

雲出川の○○（津市○○町）付近
で水位が上昇し、避難勧告等の目
安となる「氾濫危険水位」に到達し
ました。堤防が壊れるなどにより浸
水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとってくだ
さい。
本通知は、中部地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信し
ており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。

雲出川の津市○○地先（右（左）
岸、南（北）側）付近で河川の水が
堤防を越えて流れ出ています。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとってくだ
さい。
本通知は、中部地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信し
ており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。

雲出川の津市○○地先（右（左）
岸、南（北）側）付近で堤防が壊
れ、河川の水が大量に溢れ出して
います。
防災無線、テレビ等で自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など、適切な防災行動をとってくだ
さい。
本通知は、中部地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信し
ており、対象地域周辺においても
受信する場合があります。
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保険医療助成課

　229-3160　　229-5001
国保だより国保だより

　国民健康保険(以下「国保」という)は、職場
の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や、健
康保険組合、共済組合などが行う保険)や後期高齢
者医療制度に加入している人、生活保護を受けて
いる人を除いた全ての人が加入します。

平成30年度の国民健康保険料
　平成30年度国民健康保険料の納入通知書は７月に発送します。詳しく
は、広報津７月１日号折り込み紙「国保だより」と津市ホームページで
お知らせします。

　医療機関などで国民健康保険被保険者証(以下
「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じ
た負担割合を支払うだけで、次のような医療を受
けることができます。　
●診察、治療、薬や注射などの処置
●入院、看護(入院時の食事代は別途)
●在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
●訪問看護(医師が必要と認めた場合)
自己負担割合

出産育児一時金

医療機関にかかるとき医療機関にかかるとき

　保険適用される診察・治療などの療養の給付、
入院時食事療養費、訪問看護療養費などの他に、
次のような給付が受けられます。国民健康保険料
を滞納している場合は、給付を制限されることが
あります。詳しくは保険医療助成課までお問い合
わせください。

国保で受けられる給付国保で受けられる給付

　被保険者が出産したときに42万円(産科医療補
償制度に加入していない医療機関などで分娩した
場合や、在胎週数22週未満の場合は40万4,000円)
を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば死
産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原
則として国保から医療機関に直接支払うため、個
人負担は不足差額分となります。個人負担額が42
万円(または40万4,000円)未満の場合は、国保か
ら被保険者に差額分を支給します。

療養費
　次のような場合は、費用の全額を自己負担した
後に申請すれば、審査決定された金額から一部負
担金を除いた額を支給します。
●旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保
　険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外で
　の診療の場合は海外療養費として申請)
●医師が治療上必要と認めたときの、コルセット
　などの補装具代
●医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅ
　う・あんま・マッサージの施術代
●柔道整復師の施術代

葬祭費
　被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に
５万円を支給します。

特定疾病療養受療証の交付
　先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必
要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に
起因するＨＩＶ感染症など、厚生労働大臣が指定
する特定疾病の人は､｢特定疾病療養受療証｣を提
示すれば、自己負担額が１カ月１万円(人工透析を
要する69歳までの上位所得者は２万円)までにな
ります。特定疾病療養受療
証の交付を受けるには、
申請が必要です。

※１ 誕生日が昭和19年４月１日以前の人で、現役並み所得者
　　 に含まれない人は特例措置により１割
※２ 毎年８月１日に更新となる高齢受給者証に自己負担割合
       が記載されます。　
※３ ４月１日が誕生日の場合は、その前日の３月31日まで

ぶん べん

２割

２割
またはまたは

３割３割

70歳～74歳 就学時～69歳 就学前まで
(就学前とは、６歳に達する日以後最初の３月31日　※3)※2

※1

(現役並み所得者)

(一般)
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※基準総所得金額とは、所得合計金額から基礎控除額33万円を差し引いた額
　です。

　医療費が高額になったときは、自己負担限度額
(毎年８月１日診療分から切り替え)を超えた分を
支給します。該当する世帯には、診療月の２カ月
後以降に申請書を送付します。 
　なお、70歳以上の人の高額療養費の自己負担額
は、平成30年８月に変更となります。 
自己負担額の計算方法
●月ごと(１日から末日まで)に計算します。
●２つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に
　計算し、２万1,000円以上になった医療機関分
　のみを合算します。
●同じ医療機関であっても歯科は別計算で、外来
　と入院も別計算です。
●入院時の食事代や保険がきかない医療行為にか
　かる費用、差額ベッド料などは除きます。

69歳までの人の自己負担限度額(月額)

70～74歳の人の自己負担限度額(月額) 

自己負担限度額(国保＋介護保険)(年額)  

現行

平成30年８月～

現行 平成30年８月～

高額療養費

高額介護合算療養費
　世帯の１年間(８月１日～
翌年７月31日)の医療保険の
自己負担額(高額療養費支給
分は控除)と、介護保険の利
用者負担額(高額介護〈予防〉
サービス費の支給分は控除)
の合計額が、右の自己負担
限度額を超える分を支給し
ます。平成28年８月～平成
29年７月に該当する世帯に
は、申請の案内を送付しま
す。なお、70～74歳の人の
高額介護合算療養費の自己
負担限度額は、平成30年８
月に変更となります。 

医療費が高額になるとき
　医療機関で「限度額適用認定証」または「限度
額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、
自己負担限度額までの支払いになります。事前に
保険証と印鑑を持参して、限度額適用認定証また
は限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きを
してください。ただし、保険料を滞納していると
交付できない場合があります。

所得区分 所得要件適用
区分

自己負担限度額
３回目まで　       ４回目以降 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

一般

低所得者

14万100円

９万3,000円

４万4,400円

４万4,400円

２万4,600円

基準総所得金額
901万円超

25万2,600円+(総医
療費-84万2,000円)
×１％
16万7,400円+(総医
療費-55万8,000円)
×１％
８万100円+(総医療
費-26万7,000円)×
１％

基準総所得金額
210万円以下 ５万7,600円

３万5,400円住民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超
901万円以下
基準総所得金額
210万円超
600万円以下

所得区分 所得要件 自己負担
限度額

適用
区分

69歳まで 

上位
所得者

ア

イ

ウ

エ

オ

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

212万円

 141万円

67万円

56万円一般

低所得者

基準総所得金額
901万円超

基準総所得金額
210万円以下

住民税非課税世帯

基準総所得金額
600万円超901万円以下

※70～74歳の人は全ての医療機関にかかった金額を合算します。
※下表の４回目以降とは、過去12カ月間に高額療養費の該当が
　４回以上になったときを表します。

所得区分 外来(個人単位) 外来＋入院(世帯単位)
自己負担限度額

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

現
役
並
み
所
得
者

現
役
並
み
所
得
者

5万7,600円

8,000円

8,000円

３回目まで

４回目以降
３回目まで

４回目以降

４万4,400円
５万7,600円

４万4,400円
２万4,600円
１万5,000円

現役並み所得者
(自己負担割合が
３割の人)

1万4,000円 
 (年間上限額 
14万4,000円) 

1万8,000円 
 (年間上限額 
14万4,000円) 

8万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％

所得区分 外来(個人単位) 外来＋入院(世帯単位)
自己負担限度額

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降

３回目まで

４回目以降
３回目まで

４回目以降

５万7,600円

４万4,400円
２万4,600円
１万5,000円

住民税課税所得
690万円以上

住民税課税所得
380万円以上
690万円未満
住民税課税所得
145万円以上
380万円未満

25万2,600円＋(総医療費
－84万2,000円)×１％　

 14万100円
16万7,400円＋(総医療費
－55万8,000円)×１％　

９万3,000円
８万100円＋(総医療費
－26万7,000円)×１％

４万4,400円

基準総所得金額
210万円超600万円以下

所得区分 自己負担
限度額

70～74歳

現役並み
所得者 67万円

56万円

31万円
19万円

一般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

所得区分 自己負担
限度額

70～74歳

住民税課税所得 
690万円以上

住民税課税所得 
380万円以上
690万円未満
住民税課税所得 
145万円以上
380万円未満

31万円
19万円

一般
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健康づくりだより
折り込み紙
広報津

平成30年４月16日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3287

問い合わせ　保健センターでは、各年代を
通して健康づくりができるよう
に、健康相談や健康教室、電話
相談を実施しています。お気軽
にご利用ください。

保健センター名 問い合わせ保健センター名
中　央
久　居
河　芸
芸　濃
美　里

※香良洲・白山・美杉保健センターは、保健師が不在の時があります。

229－3164
255－8864
245－1212
266－2520
279－8128

安　濃
香良洲
一　志
白　山
美　杉

268－5800
292－4183
295－0112
262－7294
272－8089

マタニティー倶楽部
対　象　妊婦とその家族
申し込み　前日までに各保健センターへ

中　央

16日（水）
10：00～12：00

元気に妊娠・出産・育児のでき
る身体をつくろう（助産師）

久　居

９日（水）
13：30～15：15

赤ちゃんと楽しむ絵本（図書
館職員）、赤ちゃんとの生活
（保健師）

ところ
（保健センター名）

とき
（５月） 内容など

健康相談、栄養相談
　保健師・栄養士による相談を行います。
と　き　５月21日(月)９時30分～11時
ところ　河芸保健センター
対　象　成人
定　員　先着各３人
申し込み　４月23日(月)から同保健センターへ

精神科医師によるこころの健康相談
　不安、眠れない、閉じこもりなどこころの問題で悩んで
いる人、またはその家族に精神科医師が相談に応じます。
と　き　５月17日(木)14時～15時30分
ところ　中央保健センター
定　員　先着４人
申し込み　４月23日(月)から同保健センターへ

平成30年度
食生活改善推進員養成講座

受診可能な医療機関のご案内（24時間年中無休）
三重県救急医療情報センター
　コールセンター　　２２９－１１９９

赤ちゃんの離乳食教室
　妊産婦、乳幼児と保護者を対象に、栄養士による
話やメニューの紹介などを行います。
定　員　河芸保健センター先着25人、久居保健セ
　ンター先着30人　※初めての人優先
持ち物　母子健康手帳、筆記用具、バスタオル
申し込み　４月23日(月)から各保健センターへ

赤ちゃんの
離乳食教室
《スタート編》
幼児食へつなごう！
離乳食教室

《ステップアップ編》

河　芸

久　居

ところ
（保健センター名）

とき
（５月） 対　象

妊婦、離乳食開始前ま
たは開始したばかりの
乳児を持つ保護者
離乳食に不安がある、
生後10カ月ごろからの
乳幼児を持つ保護者

９日（水）
13 ： 30～
15 ： 00
25日（金）
13 ： 30～
15 ： 00

　食生活改善推進員(愛称：ヘルスメイト)は、
食生活を通じた健康づくりに関するボランティ
ア活動を行っています。この講座は栄養や調理
の基礎知識、年代別の食育など食生活を中心に
幅広く健康づくりについて学ぶとともに、調理
実習などを通じて活動するために必要な知識・
技術を楽しく学ぶ講座です。男性も受講できま
す。ヘルスメイトになって、自分自身や家族、
地域の健康について一緒に考えてみませんか？
と　き　７月４日・18日、８月１日・22日、

９月５日・19日いずれも水曜日９時30分～
15時30分(全６回)　※１回目と６回目は９
時30分～12時30分
ところ　中央保健センター
対　象　原則として全６回の受講が可能で、受
講後に食生活改善推進協議会に入会できる人
定　員　先着30人
受講費　3,800円(テキスト代・材料代など)
申し込み　４月23日(月)～５月21日(月)に直接
窓口または電話で中央保健センターへ
※一志保健センターでも、９月から開催予定で
す。詳しくは広報津７月16日号折り込み紙
でお知らせします。

「長生きの途中ときどきときめいて」紫苑 ※2017年津市おもしろ健康川柳最優秀賞作品
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予防接種を計画的に受けましょう 平成30年度定期予防接種対象年齢

ジフテリア（Ｄ）・百日せき（Ｐ）・
破傷風（Ｔ）・ポリオ（IPV）
【DPT－IPV、DPT、IPV】

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

小児肺炎球菌

Ｂ型肝炎

結核（ＢＣＧ）

ジフテリア・破傷風
【ＤＴ】第２期

麻しん・風しん混合【ＭＲ】

水痘

平成19年４月２日生～

平成19年４月２日～
平成21年10月１日生

20　

歳

19　

歳

18　

歳

17　

歳

16　

歳

15　

歳

14　

歳

13　

歳

12　

歳

11　

歳

10　

歳

９　

歳

８　

歳

７　

歳

６　

歳

５　

歳

４　

歳

３　

歳

２　

歳

１　

歳

９
カ
月

７
カ
月

６
カ
月

３
カ
月

２
カ
月

１期

１期

２期

日本脳炎

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

２カ月～５歳未満２カ月～５歳未満

２カ月～１歳未満２カ月～１歳未満

１歳未満１歳未満

生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。生後５～８カ月の間に１回接種を受けます。

27日以上の間隔を空けて２回接種した後、１回目接種から139日以上の間隔を空けて３回目を接種します。27日以上の間隔を空けて２回接種した後、１回目接種から139日以上の間隔を空けて３回目を接種します。

３カ月～７歳６カ月未満３カ月～７歳６カ月未満 20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

20～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、12～18カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を
受けます。

予防接種の種類

定期予防接種対象年齢

11～13歳未満11～13歳未満

１回接種１回接種
１～２歳未満１～２歳未満

６カ月～７歳６カ月未満６カ月～７歳６カ月未満

〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。
〈特例措置〉平成22年３月31日までに日本脳炎第１期の予防接種が終了していない人は、生後６カ月～７歳６カ月
　　　　　 に至るまでの間または９歳以上13歳未満で未完了分の予防接種を定期接種として行うことができます。

平成24年４月２日～平成25年４月１日生（幼稚園などの年長児）平成24年４月２日～平成25年４月１日生（幼稚園などの年長児）

１回接種１回接種
１～３歳未満１～３歳未満

生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。
生後12～15カ月までに１回目を受けます。
１回目接種後、６～12カ月の間隔を空けて２回目を受けます。

１回接種１回接種

●ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）予防ワクチンは、平成25年に厚生労働省から通知があり、現在接種を積極的にはお勧めしていません。ワク
　チンの副反応については調査中です。ただし、希望者は引き続き接種することができますので、医師にご相談ください。
●長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令が定めるものにかかったなど、特別の事情があり予防接種を受けることができなかったと認められる
　人は、特別な事情がなくなった日から起算して２年間、定期予防接種の対象になりました。ただし、ヒブは10歳に達するまで、小児用肺炎球菌は６歳に
　達するまで、ＢＣＧは４歳に達するまで、４種混合（DPT-IPV）は15歳に達するまでとします。
●スケジュールなど詳しくは最寄りの保健センターにお問い合わせください。

ヒトパピローマウイルス
（子宮頸がん）

けい

２期
９～13歳未満９～13歳未満

１回接種１回接種

　下表の■および■は、予防接種法で定められた定期予防接種の対象者です。病気にかかりやすい時期を考慮
して定められた期間(標準的な接種期間)である■の期間中にできるだけ接種を受けましょう。

定期接種の期間にご注意ください

７歳６カ月～９歳未満は対象外となります。

　母子保健推進員は、子育て中の人の身近な相談
役として、安心して子育てができるように見守
る、ヘルスボランティアです。
対象(以下の全てを満たす人)
●おおむね65歳までの女性
●母子保健に対して熱意があり、個人情報に配慮
　の上、責任を持ってボランティア活動できる人
●養成研修会(５回程度)に出席できる人
活動内容
●希望する妊婦や乳幼児のいる家庭への訪問

●マタニティー倶楽部など教室への協力
●子育てひろばの開催
●研修会(年３回程度)への参加　など
養成研修会
と　き　５月29日(火)、６月12日(火)・29日(金)、
　７月13日(金)いずれも10時～12時
※上記日程のほか、子育てひろばなどの見学あり。
ところ　中央保健センター
申し込み　５月15日（火）までに直接窓口または
　電話で中央保健センターへ

津市母子保健推進員（愛称：つぼみん）を募集します

津市健康づくり実践企業・団体を募集

つぼみん

〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。
〈特例措置〉予防接種実施規則により平成７年４月２日～平成19年４月１日に生まれた人は１期については20歳未満までの間、
　　　　　 ２期については９～20歳未満までの間に定期接種として接種ができるとされています。

　従業員の健康づくりを積極的に取り組む「津市
健康づくり実践企業」や地域での健康づくりを積
極的に進める「津市健康づくり実践団体」を募集

しています。
　登録については、津市ホームページをご覧くだ
さい。

27～56日の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、７～13カ月の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

27日以上の間隔を空けて初回接種（３回）を受けます。
初回接種終了後、60日以上の間隔を空けて生後12カ月以降に追加接種（１回）を受けます。

６～28日の間隔を空けて初回接種（2回）を受け、初回接種終了後、
６カ月からおおむね１年の間隔を空けて追加接種（１回）を受けます。

平成14年４月２日～平成19年４月１日生まれの女子（小学６年生～高校１年生相当）
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　津図書館と美里図書館では、蔵書点検などのた
め以下の期間休館します。休館中の本の返却は、
図書館の返却ポストをご利用ください。ＣＤやビ
デオなどの視聴覚資料は、破損の恐れがあります
ので、開館後、直接カウンターへ返却してください。
■津図書館
と　き　５月21日(月)～31日(木)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)
■美里図書館
と　き　５月８日(火)～18日(金)
問い合わせ　同図書館(　279-8122)
※毎月最終木曜日は館内整理のため休館していま
　すが、５月31日(木)は臨時開館します。

　絵本も紙芝居も使わずに、昔話などのおはなし
を素語りするストーリーテリング。その楽しさや
魅力を知り、地域の子どもたちに、おはなしを語
ってみませんか。初めての人も大歓迎です。
と　き　６月８日・15日・22日・29日いずれも
　金曜日10時～12時(全４回) 
ところ　津図書館２階視聴覚室
講　師　津おはなしグループ マザーグース会員
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着20人
申し込み　４月20日(金)９時から直接窓口または
　電話で同図書館へ
託　児　１歳から就学前までの子どもの託児を行
　います(子ども１人につき１回300円)。希望する
　人は６月４日(月)までに申し込んでください。
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

●５月６日(日)･･･アニメ｢花いっぱいになあれ、
　くじらぐも、カワウソ親子の冒険｣(計42分)
●５月20日(日)･･･アニメ｢だるまちゃんととらの
　こちゃん/だるまちゃんとうさぎちゃん、花さ
　き山｣(計41分)
時　間　いずれも14時～
ところ　津図書館２階視聴覚室
定　員　先着各50人(小学生以下は保護者同伴)
問い合わせ　同図書館(　229-3321)

平成30年４月16日発行
津図書館
〒514-8611　津市西丸之内23-1
（津リージョンプラザ内）　229-3321
　http://www.library.city.tsu.mie.jp/

図書館たいむず図書館たいむず 5月
May

2018月刊

●映画鑑賞会(無料)●映画鑑賞会(無料)

はじまるよ！本のカーニバル  こどもの読書週間  ４月23日～５月12日

●ストーリーテリング講習会(無料)●ストーリーテリング講習会(無料)

と　き　６月14日、７月12日、８月９日、９月
　13日いずれも木曜日10時～11時(全４回) 
ところ　久居ふるさと文学館２階視聴覚室
内　容　久居の歴史について分かりやすく解説し
　ます。
講　師　今井博さん(久居城下案内人の会会員)
対　象　全ての日程を受講できる人
定　員　先着20人
申し込み　５月２日(水)９時から直接窓口または
　電話で同文学館へ
問い合わせ　同文学館(　254-0011)

●図書館で学ぼう「久居の歴史」(無料)●図書館で学ぼう「久居の歴史」(無料)

●特別整理期間(休館)のお知らせ●特別整理期間(休館)のお知らせ

　文化活動の発表の場として、個人またはサーク
ルなどで、ご利用ください。
利用期間　５月２日(水)～12月末　※休館日を除く
※原則として、水曜日から翌週の月曜日(準備、片
　付けの日数を含めて６日間)までを１回とし、最
　長２回まで利用できます。
※営業目的や入場料などを徴収する催しには使用
　できません。
申し込み　同文学館窓口で随時受け付け
問い合わせ　同文学館(　254-0011）

●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！
●久居ふるさと文学館
　２階展示ギャラリーのご利用を！

　図書館カードの有効期間は発行日から1年で、
毎年更新手続きが必要です。直接窓口または電話
で更新手続きを行ってください。更新時は、登録
内容に変更がないかを確認します。住所や電話番
号などを変更したときは直接窓口で変更手続きが
必要です。住所変更手続きをする場合は新しい住
所を確認できるもの(運転免許証・健康保険証な
ど)をお持ちください。長期間カードを利用してい
ない人は、新規登録が必要になる場合があります。
　なお、有効期間が切れるとＷeｂサービス(パソ
コン・携帯電話・館内利用者端末機からの予約な
ど)は利用できません。 

●図書館カードの有効期間は１年です●図書館カードの有効期間は１年です
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折り込み紙
広報津

５月のおはなし会など５月のおはなし会など
内容など と　き 語り手

津図書館

久居ふるさと
文学館

河芸図書館

芸濃図書館

美里図書館

安濃図書館

きらめき図書館

一志図書館

うぐいす図書館

①マザーグース②ポップコーン
③おはなしのたね

※５月31日(木)は臨時開館します。

10日(木)10時30分～
※香良洲浜っ子幼児園内子育て支援センターで開催

ひなたぼっこのおはなし会
（ストーリーテリング、絵本、紙芝居）

小さい子向けおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊び）

ブックトーク　
（テーマに合わせた本の紹介)

ちいさなおともだちのおはなし会
（赤ちゃん向け） 3日(木・祝)・１７日(木)いずれも14時15分～

3日(木・祝)・10日(木)・17日(木)いずれも15時～

①5日(土・祝)②12日(土)③19日(土)いずれも15時～

2日・16日いずれも(水)15時～

5日(土・祝)・19日(土)いずれも15時～

12日(土)15時～

14日(月)10時30分～

26日(土)15時～

20日(日)11時～

12日・26日いずれも(土)11時～

26日(土)14時～

3日(木・祝)・17日(木)いずれも11時～

12日(土)11時～

26日(土)15時～

 2日・9日・16日・23日・30日いずれも(水)15時～

 4日(金・祝)11時～　     

 5日(土・祝)14時30分～　

 20日(日)11時～

だっこでおはなし！
（赤ちゃん向け、絵本、手遊び、わらべ歌など)

図書館職員

わらべ

かたつむり

どんぐり

かたつむり

ラッコの会

こんぺいとう

なり☆プロ

やまびこ会

図書館職員

図書館職員とボランティア

ひなたぼっこ

図書館職員とボランティア

図書館職員

図書館職員とボランティア

よみっこ

外国語指導助手

おはなし会
（絵本、紙芝居など）
ストーリーテリング
（絵本や紙芝居を使わないおはなし会）

楽しいおはなしの時間
（絵本、紙芝居など）

おはなしの泉
（親子で絵本の楽しさを体感)

おはなしであそぼう！
（体・声を使ってお話の中を体験)

絵本ＤＥお話しよう会
（大人向け、参加者が発表会形式で行う絵本の読書会)

おはなしの森
（年齢に合わせた絵本の読み聞かせ)

おはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌、手遊びなど）

おはなし会
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
（絵本、紙芝居など）
おはなし会
（絵本、紙芝居など）

おはなし会
（絵本、素語り、パネルシアターなど)

とことめっこのおはなし会
（絵本、紙芝居、わらべ歌など）

おはなし会０１２
（赤ちゃんと保護者向け、絵本、わらべ歌など）
ボランティアのおはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど）

おはなし会
（絵本、手遊び、紙芝居、パネルシアターなど)

えいごであそぼ！
（洋書絵本のおはなし会)

24日(木)15時～　　　
※美里文化センター２階学習室で開催

17日(木)10時～
※2階視聴覚室で開催
23日(水)11時～
※2階視聴覚室で開催

５月 図書館カレンダー５月 図書館カレンダー は、休館日

河芸図書館
(　245-5300)10時～18時
芸濃図書館
(　265-6004)９時～17時
安濃図書館
(　268-5822)10時～18時
きらめき図書館
(　292-4191)９時～17時
一志図書館
(　295-0116)10時～18時
うぐいす図書館
(　262-5000)10時～18時
(土・日曜日、祝・休日は
９時～17時)
美杉図書室
(　272-8092)９時～17時

久居ふるさと文学館
(　254-0011)９時～18時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
ポルタひさいふれあい図書室
(　254-0464)10時～21時
(土・日曜日、祝・休日は18時まで）

津図書館
(　229-3321)９時～19時
(土・日曜日、祝・休日は17時まで）
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美里図書館
(　279-8122)９時～17時
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