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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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 家城小学校の３年生児童がお茶摘み体験。地域の皆さんが丹精したお茶の葉を児童らは丁寧に摘み取っていました。(５月16日 白山町城立)表紙
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夏休み子ども体験講座夏休み子ども体験講座
来て！見て！チャレンジ！来て！見て！チャレンジ！

この夏注目の津の花火この夏注目の津の花火
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合併特例債を有効活用しています！合併特例債を有効活用しています！
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　　併特例債は、こんな事業に活用できます

産業・スポーツセンター
(132 億 7,960 万円 )

一般廃棄物最終処分場、
リサイクルセンター
(75 億 6,130 万円 )

一体性を確立するための事業 均衡ある発展のための事業1 2

公共的施設を統合整備するための事業3

元取公民館
(1 億 530 万円 )

市美杉庁舎
(2 億 1,230 万円 )

(仮称)津市久居ホール
(46 億 3,480 万円 )

みさとの丘学園
(7 億 1,640 万円 )

旧明村役場庁舎
(1 億 30 万円 )

中央学校給食センター
(13 億 5,170 万円 )

市道上浜元町線
(10 億 240 万円 )

地域防災情報通信システム
( 同報系 15 億 5,890 万円 )
( 移動系 6 億 2,500 万円 )

消防救急デジタル無線、
高機能消防指令センター

(10 億 3,000 万円 )

斎場いつくしみの杜
(21 億 2,740 万円 )

津みどりの森こども園
(４億 8,210 万円 )
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合併特例債の発行額と返済額

年度末残高 元金償還済額

（億円）
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年度末残高(赤)と元金
償還済額(青)の合計が、
合併特例債の累積発行
額になります。

※臨時財政対策債とは…
　地方の一般財源の不足に対処するた
め、特例的に認められている地方債で、
その元利償還金については後年度にお
いて全額が交付税として交付されます。

グラフ
で見る

津市の
借金

平成26年度までは段階的に減少
してきましたが、平成27年度以
降は増加しています。しかし、
その借入内容は交付税措置の大
きい合併特例債であることか
ら、これまでの市債よりも良い
性質の借入となっています。

返
し
た
額

借
り
て
い
る
額
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×0.042＋1.667　×2－　 ×95％＝672.467億円(　　　　　           　)

問い合わせ　財政課　　229-3124　　229-3388

　　政的に有利な借金です

　　行期間が 15年から 20年に再延長されました

一志中学校
(7 億 3,280 万円 )

市香良洲庁舎、
消防香良洲分遣所
(1 億 410 万円 )

安濃小学校屋内運動場
(1 億 3,780 万円 )

道の駅津かわげ
(2 億 1,210 万円 )

（　）は合併特例債充当額

津市のケースを発行可能額の計算式に当てはめてみると…

123,275人

事業費の 95％に充当できて、
国が返済の 70％を負担します。

合併した市町村数が多く、人口が増えた市町村ほどたくさん発行できます！

事業費の約３分の２が
戻ってきます！

１度目の延長(５年) ※平成24年６月改正 ２度目の延長(５年) ※平成30年４月改正

起債対象事業費
合併特例債 ( 充当率 95％)

地方交付税 ( 算入率 70％)　※利息も算入

POINT 1

POINT 2

10,000人180 億円×

40 億円×95％＝38 億円　

つまり

Ｈ18　Ｈ19　Ｈ20　Ｈ21　Ｈ22　Ｈ23　Ｈ24　Ｈ25　Ｈ26　Ｈ27…

…Ｈ28　Ｈ29　Ｈ30　Ｈ31　Ｈ32　Ｈ33　Ｈ34　Ｈ35　Ｈ36　Ｈ37　
 (2019)       (2020)       (2021)       (2022)       (2023)       (2024)       (2025)  

発行済額…334 億円

発行見込額…261 億円 発行可能額…115 億円

当初予定期間 (10 年 )

財

発

建設事業分( 一体性・均衡・統合を図るために施設などの整備に使うお金 )

基金造成分( まちづくりの振興に使うために積み立てることが可能なお金 )

10
2(　   )

増加人口

合併した市町村数

充当率基準額

上限額 充当率

津市の合併特例債
発行可能額

710.467 億円

借金残高の推移

合併特例債 その他の市債(臨時財政対策債※を除く)

（億円）
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毎年の返済額

合併特例債 その他の市債(臨時財政対策債※を除く)

（億円）
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合併特例債の返済期間は10年
間※とし、財政の健全化を維
持しながら活用できます。
※産業・スポーツセンターと
　(仮称)津市久居ホールは20年間

有
利
な
借
金

普
通
の
借
金
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平成30年度介護保険料の納入通知書を発送

問い合わせ　介護保険課　　229－3149　　229－3334

高齢者が安心して暮らせるまちへ
介護保険制度のお知らせ

平成30年度の介護保険料

　４月･６月･８月の保険料額は仮徴収額として既
に通知していますが、各月の保険料額が年間を通
してできるだけ均等な額となるように、８月の年
金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化
を図ります。
　「平成30年度納入通知書(介護保険料額決定通
知書)」の本年度８月の保険料額が、既に通知し
ている額と異なるのは、平準化によるものです。
今年度決定した保険料の年額が変わるものではあ
りませんので、ご理解をお願いします。
※確定申告を申告期限日以降に行った場合など、
８月以降の納付額が均等にならないことがあり
ます。ご了承ください。

８月以降の
保険料の計算は…

例えば… に該当する人の場合

年　度 ４月
仮徴収 本徴収
６月 ８月 10月 12月 ２月

14,200平成29年度 14,200 15,100 15,100 15,100 15,100 88,800

単位：円

単位：円

第６段階
年額

年　度 ４月
仮徴収 本徴収
６月 ８月 10月 12月 ２月

15,100平成30年度 15,100 21,500 21,500 21,500 21,500 116,200

第８段階
年額

｛年額116,200円－(４月分15,100円＋６月分15,100円)｝÷４＝21,500円
※100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

介護保険負担割合証を発送

「特別徴収」仮徴収額の調整例

　平成30年度の介護保険料が決定しました
ので、７月中旬に納入通知書によりお知らせ
します。なお、65歳以上の人の介護保険料
(年額)は、本年度の市民税課税状況や合計所
得金額などにより、13段階となっていま
す。詳しくは納入通知書、または津市ホーム
ページなどでご確認ください。
　介護保険料は、介護保険を運営するための
大切な財源です。安心して
サービスを利用できるよう
ご理解をお願いします。

所得段階平成
29年度

保険料年額
第６段階 88,800円

　
所得段階 保険料年額
第８段階 116,200円

　

「特別徴収」仮徴収額を調整します

平成
30年度

　要介護認定を受けている全ての人に送付している介護保険負担割合証(水色)
の有効期限が近づいてきたため、新しい介護保険負担割合証を７月中旬に送付
します。介護保険負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合
(１～３割)が記載されていますので、介護保険被保険者証(ピンク色)と一緒
に、ケアマネジャーおよびサービス事業所へ提示してください。介護保険サー
ビスを使用した際の負担割合の判定については、次ページをご覧ください。
有効期間　８月１日(水)～来年７月31日(水) 介護保険負担割合証

利用者負担
の割合

●割
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８月から介護保険サービスの利用者負担割合が変わります

　これまで介護保険サービスを利用した場合、65歳以上で一定以上の所得のある人
は２割負担、それ以外の人は１割負担で利用できましたが、８月から２割負担で特に
所得の高い人は３割負担になります。

一定以上の所得のある人が３割負担に

食費･部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)

【所得条件】
超えない

食費・部屋代の負担軽減 対象者判定の流れ

一定額とは…
　配偶者あり 合計2,000万円
　配偶者なし 　　1,000万円

　介護保険４施設(介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)や
ショートステイを利用する人の食費･部屋代は、本
人の自己負担となりますが、低所得の人(住民税
非課税世帯)は、申請により食費･部屋代の負担が
軽減されます。ただし一定額以上の預貯金などの
資産を持っている人は、軽減の対象になりません。
申請に必要なもの　
　負担限度額認定申請書、同意書、預貯金通帳な
どの写し(直近２カ月分、配偶者分も含む)、印鑑

介護保険負担限度額の申請 ※申請書に個人番号の記載がある場合には、被保
　険者本人または代理人の身元確認のために各種
　証明書の提示または添付が必要です。
申請前に確認を
●複数の預貯金がないか
●通帳の記帳をしてからコピー
●総合口座の場合は定期預金の
　有無や履歴の有無
●履歴があれば残高が０円でも写しが必要
※通帳の紛失による再発行や通帳の記帳をしてか
　らでないと受け付けできない場合があります。

住民税非課税世帯

配偶者の課税の有無

【資産条件】
一定額を超える預貯金の有無

住民税課税

住民税非課税

超える

食費・部屋代の
負担軽減の対象

対象外
世帯が異なっていて
も配偶者が住民税を
課税されている場合
は対象外

利用者負担の判定の流れ

２割負担

本
人
の
合
計
所
得
金
額

合計所得金額とは
　収入金額から必要経費に相当する
　金額（収入の種類により計算方法が
　異なります）を控除した金額のこと
　で、扶養控除や医療費控除などの
　所得控除をする前の金額です。

１割負担１割負担

２割負担３割負担３割負担

２割負担１割負担１割負担

年金収入+その他の合計所得金額が
→単身で340万円以上
→65歳以上の人が２人以上いる世帯で463万円以上

年金収入+その他の合計所得金額が
→単身で280万円以上
→65歳以上の人が２人以上いる世帯で346万円以上

220万円以上

160万円以上
220万円未満

160万円未満

はい

はい

２割負担２割負担２割負担
はい

２割負担１割負担１割負担
いいえ

いいえ

いいえ

65
歳
以
上
で
本
人
が
市
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
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来て！見て！チャレンジ！
夏休み子ども体験講座
問い合わせ　中央公民館　Ｔ228－2618　Ｆ229－5150　　敬和公民館　Ｔ・Ｆ225-2325
　　　　　　片田公民館　Ｔ・Ｆ237-1513　　　　　　　倭公民館　Ｔ・Ｆ262-0485

　ガラスに砂を吹き付けて、自分だけのグラ
スを作るガラス工芸にチャレンジしませんか。
対　象　市内に在住・在学の小学生
定　員　抽選20人
費　用　1,000円(材料費)

　牛乳などの紙パックをリサイクルしてはがき
を作ります。
対　象　市内に在住・在学の小学生
定　員　抽選15人
持ち物　筆記用具、
タオル、はさみ、
新聞紙１日分、１
ℓの紙パック、ビ
ニール袋(４つ折
りの新聞紙が入る
大きさ)、ぬれて
もよい服装　

　ストローを使って、フィンランドの伝統的
な装飾品「ヒンメリ」作りに挑戦しよう。
対　象　市内に在住・在学の小学３～６年生
定　員　抽選15人　
費　用　600円(材料費)

　自分で浴衣が着られるように着付けを学び
ます。浴衣を着て夏祭りや花火大会などに、
お出掛けしてみませんか。
対　象　市内に在住・在学の小学４年生～中
学生
定　員　抽選10人
持ち物　浴衣、半幅帯、腰ひも２本、前板、
タオル２枚、だて締め

浴衣着付け教室

コース

１
コース

２

コース

３
コース

４

8  21 火 10:00~11:30
中央公民館 創作室

13:30~15:30
中央公民館 創作室7  31 火

13:30~15:00
中央公民館 和室8  1 水

サンドブラストを
体験してみよう！

フィンランドの伝統工芸品
「ヒンメリ」を作ろう！

子ども紙すき体験講座

8  3 金 10:00~12:00
中央公民館 創作室
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　往復はがきに希望コース番号、講座名、住所、参加者全員の氏名(ふりがな)、電話番号、
学校名、学年を記入し、以下の申し込み先へ
※いずれも往復はがき１枚につき１人(１組)１講座のみ有効

申し込み

コース 申し込み先 締め切り
１～４
５
６
７

中央公民館（〒514-0027 大門7-15 津センターパレス２階）
敬和公民館（〒514-0015 寿町21-22） 
片田公民館（〒514-0082 片田井戸町17-2）
倭公民館（〒515-2622 白山町中ノ村581)

７月20日㈮必着
７月13日㈮必着
７月17日㈫必着
７月20日㈮必着

　アナウンサーやリポーターなどで結成され
た「朗読女子ＬＵＣＥ(ルーチェ)」の稲葉寿
美さんらが語るギリシャ神話や日本の怪談
を、音楽と星空とともにお楽しみください。
対　象　市内に在住・在勤・在学の小学４年
生以上
定　員　抽選35組(70人)
申し込み　往復はがきで「プラネタリウム」と明
記し、住所、氏名、年齢、電話番号、同伴者の
氏名を中央公民館(〒514-0027 大門７-15
　津センターパレス２階)へ　※はがき１枚
につき１組有効、１人の申し込み不可
締め切り　７月20日(金)必着

　交通安全、非行防
止、人権問題など、
それぞれの課題に応
じたポスターを制作
しましょう。講師か
らアドバイスを受け
ながら、自分で考え
て作ります。
対　象　市内に在住・在学の小学３～６年生
定　員　抽選24人
持ち物　画用紙・絵の具などの画材

　地元産「倭そ
ば粉」を使っ
て、そば粉と水
を混ぜる「水回
し」から試食ま
で、家族で楽し
い体験をしませ
んか。
対　象　市内に在住・在学の小中学生と保　
　護者
定　員　抽選10組(親子１組５人まで)
費　用　１組1,500円(材料費５食分)

ポスター作り教室 親子料理教室
本格中華でおいしく楽しく！

親子そば打ち体験

コース

５
コース

６

コース

７

8  3 金 18:00~19:30
岡三デジタルドームシアター
「神楽洞夢」( 中央 )

8  3 金 9:00~12:00
敬和公民館 8  5 日 9:30~12:00

片田公民館

7  28 土 9:30~13:00
倭公民館

プラネタリウム特別企画

真夏の夜の物語真夏の夜の物語

大人同士
でもOK！

か ぐ ら ど う む

　肉シュウマイ、パラパラレタスチャーハ
ン、本格的な杏仁豆腐を作ります。
対　象　市内に在住・在学の小学生と保護者
定　員　抽選８組(16人)　※子ども１人につ
　き保護者１人
費　用　１組2,500円
(受講料300円を含む)
持ち物　エプロン、バ
　ンダナ、手拭きタオ
　ル、布巾２枚、筆記
　用具、水分補給用の
　飲み物

あんにんどうふ
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問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

水害や土砂災害から自分の命、
家族の命を守るために確認を！

自宅や学校、職場にどんな危険があるのかを知る

もしもの時に備えて、事前に避難方法をチェック

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告

避難指示
(緊急)

ハザードマップ等へ

津市から発令される避難情報の種類を確認

●いつでも避難できるよう準備し、身の危険を感じる人は避難を開始する
●避難に時間を要する人(高齢者、障がいのある人、乳幼児など)は避難を
　開始する

避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが予想される場合

●避難場所へ避難する
●地下空間にいる人は、速やかに安全な場所に避難する

災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合

●まだ避難していない場合は、直ちにその場から避難する
●外出することで命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な
　場所に避難する

状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合

●大雨などにより、避難場所までの移動が危
　険と思われる場合は、近くのより安全と思
　われる建物(上階が浸水しない建物、川沿い
　でない建物など)に移動
　しましょう。
●外出すら危険と思われ
　る場合は、建物内のよ
　り安全と思われる部屋
　(上層階の部屋、山から
　できるだけ離れた部屋)
　に移動しましょう。

ステップ 1

ステップ 3

ステップ2

　津市では、以下の方法などで避難情報等の
伝達を行いますので、ぜひご利用ください。

●同報系防災行政無線
●津市防災情報メール
●津市防災情報メール(多言語版)
●エリアメール・緊急速報メール
●ファクス送信サービス
●電話応答サービス
●緊急告知ラジオ

津市防災サイトへ

重
要
度
が
高
い

●津市が作成しているハザードマップ等を見て、「河川が氾濫した場合には何ｍ
浸水してしまうのか」、「土砂災害が起こりやすい場所ではないか」など、自
宅や学校・職場などのよく立ち入る場所には、どのような危険があるのか確認
しましょう。

●津市が指定している指定避難所を確認し、そこまでの経路や移動手段について
計画しておきましょう。
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問い合わせ　人権課　　229－3165　　229－3366

７月15日～８月15日は平和を考える月間

平和を考える市民のつどい

8  4
定員各600人(先着順、整理券は発行しません)

津リージョンプラザお城ホール
10:00~15:15

土

平和の折り鶴を募集
　広島平和記念公園内の｢原爆の子の像｣にささげ
る平和の折り鶴を募集します。
受付場所　人権課、各総合支所地域振興課(生活課)
募集期間　７月２日(月)～20日(金)
※折り鶴は１辺15cmまたは7.5cm程度の用紙を使
用し、40羽を一組とし、羽根を広げないで、丈夫な
糸(束ねる部分を35㎝残す)に通したものか、千羽
鶴にして提出してください。また、糸の端はビーズ
やストローを短く切ったもので留め、鶴が抜け落ち
ないように工夫してください。なお、数が少ない場
合は、糸に通さない状態でも受け付けます。

原爆パネル展

津平和のための戦争展

内　容　津市における空襲時や戦時下の生活に関
　する資料展示
問い合わせ　津平和のための戦争展実行委員会事
務局担当(Ｔ080-2639-6024)

平和のための音楽会

内　容　児童・少年少女合唱、ピアノ独奏、詩の
朗読、ソプラノ＆バリトン独唱、邦楽合奏、管
楽トリオ、平和のための合唱団
入場料　500円(協力金)
問い合わせ　平和のための音楽会事務局(Ｔ227－
0340)

8  3   ~5 津リージョンプラザ生活文化情報センター
9:30~16:30

日

8  5 13:30~15:30
津リージョンプラザお城ホール

　唯一の戦争被爆国として、被爆者の体験や平和へ
の思いを次世代に語り継ぐために、厚生労働省と広
島市・長崎市が協力して行っている被爆体験伝承者
派遣事業。その事業の一つとして、被爆者から受け
継いだ被爆体験などの講話を行います。

8  5 10:30~11:30
津リージョンプラザ生活文化情報センター

被爆体験伝承講話

第１部　アニメーション映画「対馬丸」(70分)
時　間　10時30分～11時45分
　(10時開場)
内　容　魚雷攻撃を受けて沈没し
　た沖縄の学童疎開船「対馬丸」
　を描いた作品です。

第２部　劇映画「望郷の鐘」(102分)
時　間　13時30分～15時15分
　(13時開場)
内　容　生涯を残留孤児たちの肉
　親探しにささげた「中国残留孤
　児の父」山本慈昭の物語です。

©｢対馬丸」製作委員会

©現代ぷろだくしょん

ミニミニ原爆展

内　容　津市が加入している日本非核宣言自治体協
議会による被爆後の広島・長崎に関する資料展示

8  3   ~5 津リージョンプラザギャラリー
9:30~16:30

戦争の悲惨さと平和の尊さを考えよう

日

日

日

日

金

金

地　域 開催期間 会　場

津

久　居

河　芸

芸　濃

美　里

安　濃

香良洲

一　志

白　山

美　杉

８月３日㈮～５日㈰
来年１月19日㈯
８月２日㈭～６日㈪
※６日は午前中のみ
８月７日㈫～15日㈬
８月２日㈭～10日㈮
８月13日㈪～17日㈮

８月１日㈬～15日㈬

８月１日㈬～９日㈭
８月11日（土・祝）～19日㈰
８月３日㈮～11日（土・祝）
10月19日㈮～26日㈮
８月２日㈭～９日㈭
８月10日㈮～16日㈭
７月24日㈫～８月２日㈭
８月６日㈪～16日㈭
８月１日㈬～３日㈮
来年２月16日㈯
４月１日㈰～
来年３月31日㈰

津リージョンプラザ

久居ふるさと文学館

ポルタひさい
河芸公民館
市河芸庁舎
芸濃総合文化センター
市芸濃庁舎
美里社会福祉センター
美里文化センター

安濃中公民館

サンデルタ香良洲
市香良洲庁舎
川合公民館
市一志庁舎

白山市民会館

美杉総合文化センター
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懐かしの映画会
～小津安二郎とアメリカ西部劇～
①「戸田家の兄妹」(1941年)
時　間　13時～14時50分ごろ
内　容　小津安二郎監督の紀子３部作の先駆けと
なった戦前代表作。成人した５人の兄妹がいる
戸田家の物語。
②「黄色いリボン」(1949年)
時　間　15時30分ごろ～17時10分ごろ

第４回 彼岸花映画祭 in 津 特別企画
問い合わせ　文化振興課　　229-3250　　229-3344

7 27 アスト津４階アストホール
12:30開場

その命を救えるのはあなたです

ビジネスカフェを開催

3
TSU NEWS

応急手当講習会

講習会の内容

　周囲の人が突然倒れたら、119番通報するとと
もに適切な応急手当が必要です。
　過去に講習会を受講したことのある人も、応急

手当の知識・技能を忘れることなく維持向上する
ため、３年に１回程度再受講することをお勧めし
ます。１人でも気軽にお申し込みください。

※筆記・実技試験有り
※上記以外の講習会の申し込みについては、最寄りの消防署へお問い合わ
　せください。

問い合わせ　消防救急課　　254-1600　Ｆ254-1607

内　容　アメリカ西部劇の傑作。退役を間近に控
えた騎兵隊の隊長の物語。

座談会～映画を見る楽しみ～
時　間　１本目の映画上映後20分程度
司　会　稲葉寿美さん(フリーアナウンサー)
出　演　藤田明さん(全国小津ネットワーク顧問)、
志田行弘さん(三重テレビ放送相談役)、奥田裕
久さん(特定非営利活動法人サルシカ代表)

開催日程

Ｔ226－2580

Ｔ232－3092

Ｔ254－1111

Ｔ262－1044

普通救命講習Ⅰ
９：00～12：00

コース名 と　き ところ 電話番号 申し込み

上級救命講習
９：00～18：00

３月（白山消防署）、６月（北消防署）、９月（中消防署）、
12月（久居消防署）に実施しています。詳細な開催日時
などは改めて広報津でお知らせします。

４・８・12月の
第２日曜日

開催月の
前月末日
までに各
消防署へ

５・９・３月の
第２日曜日
６・10・２月の
第２日曜日
７・11・１月の
第２日曜日

中消防署

北消防署

久居消防署

白山消防署

問い合わせ　経営支援課　　236－3355　　236－3356
創業者さんの創業講演&交流会

　創業を考えている人や開業後間もない人のため
の、ゆる～く和やかな学びと交流の場として、ビ
ジネスカフェを開催します。
内　容　三矢しんこさん(COVOPAIN代表)によ
る創業講演、津市インキュベーションマネ
ジャーによる創業プチセミナー、交流会など

定　員　抽選18人
申し込み　電話またはＥメールで住所、氏名、電話

番号を経営支援課(　229-3360@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　７月11日(水)17時
※証券・金融・保険商品などの販売や投資あっせんを
目的とする人、他の交流会・セミナーなどへの勧誘
を目的とする人は対象外とします。
※次回以降のビジネスカフェの開催
　は、同センターのホームページを
　ご覧ください。

津市ビジネスサポート
センターホームページへ

1
TSU NEWS

2
TSU NEWS

7 13 津市ビジネスサポートセンター（あのつピア１階）
19:00～ 21:00

金

金

救命入門コース

普通救命講習Ⅰ

普通救命講習Ⅱ

上級救命講習

普通救命講習Ⅲ



広報 つ！　平成30年７月１日号 11

応募時間 当選発表
１回目
２回目

11：00～12：00
14：00～15：00

12：50～13：40
15：50～16：40

5
TSU NEWS

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3344
羽田朝子記念 映画上映会を開催！
津市文化振興基金自主事業

●各会場、上段の映画タイトルから上映し、間に15分ほど休憩があります。
●※印はバリアフリー映画（日本語字幕付き）です。

　日活撮影所に勤め、石原裕次
郎さんの付き人をしていた故・
羽田朝子さんは、生前、自分の
遺産を両親の故郷である津市の
文化的・芸術的な事業に役立て
てほしいと希望され、平成22年
に亡くなられた後、多額の寄付
をしていただきました。映画に
携わってこられた羽田さんへの
感謝の思い
を込めて、
記念映画上
映会を開催
します。
開演時間
　いずれも
　13時(12時30分開場）

4
TSU NEWS

津なぎさまち│

高速船往復ペアチケットが合計100組に当たる！

第13回津なぎさまちフェスタ
問い合わせ　交通政策課　　229－3180　　229－3336

雨天決行

　津なぎさまち･セントレア間の高速船往復ペア
チケットを合計100組にプレゼントします。
　高速船に乗って、津の海や高速船の素晴らしさ
を体験しませんか。
応募方法　バス降車時にお渡しする応募用紙に必
要事項を記入し、大会本部近くにある抽選箱へ
　※１人１回
応募時間・当選発表

●当選者は、必ず各回の当選発表時間内に往復ペ
アチケットを受け取ってください。時間を過ぎ
た場合はチケットは受け取れません。
●利用期間は乗船券に記載の期間となります。

シャトルバス&三重交通バス利用者限定
高速船往復ペアチケット 大抽選会!!

7 16 津なぎさまち
10:00～ 16:00月・祝

美里文化センター
文化ホール７月12日㈭

７月26日㈭

８月２日㈭

８月25日㈯

９月６日㈭

９月13日㈭

10月４日㈭

10月11日㈭

11月20日㈫

11月27日㈫

トリガール！（98分）※
霧笛が俺を呼んでいる（86分）

ところと　き 上映タイトル

ナミヤ雑貨店の奇蹟（129分）※
カサブランカ（102分）
湯を沸かすほどの熱い愛（125分）※
荒野の決闘（97分）
最後の忠臣蔵（133分）※
美しい暦（88分）
続・深夜食堂（108分）
赤い蕾と白い花（80分）
きいろいゾウ（131分）※
競輪上人行状記（99分）
キツツキと雨（129分）※
ＡＧＡＩＮ　アゲイン（97分）

博士の愛した数式（117分）※
白い恐怖（111分）

海よりもまだ深く（117分）※
泣かせるぜ（93分）
泥棒役者（114分）※
愛のお荷物（110分）

　ステージイベント、三重大学学生によるエコ教
室、手作り体験、魚つかみ、各種展示・飲食ブー
スなどイベントが盛りだくさん！　
※雨天時は一部内容を変更
※津なぎさまち周辺にイベント用駐車場はありま
せん。公共交通機関またはボートレース津臨時
駐車場からの無料シャトルバスをご利用くださ
い。

河芸公民館
大ホール
白山総合文化センター
しらさぎホール
一志農村環境改善センター
多目的ホール
芸濃総合文化センター
市民ホール
美杉総合文化センター
多目的ホール
サンデルタ香良洲
多目的ホール
サンヒルズ安濃
ハーモニーホール
アストプラザ
アストホール
津リージョンプラザ
お城ホール



○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
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市民税課
　229－3130　　229－3331

引き忘れ・納め忘れにご注意を
市民税・県民税の特別徴収

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

第68回“社会を明るくする運動”
強調月間７月１日～31日

市民交流課
　229－3102　　227－8070

友好都市上富良野町の
写真パネル展

三重短期大学学生部
　232－2341　　232－9647

三重短期大学
オープンキャンパス

林業振興室
　262－7025　　264－1000

夏休み森と緑の親子塾

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

第16回歴史まるごと体験塾

お知らせ

イベント

募　　集

　市民税・県民税の特別徴収
は、特別徴収義務者である事業
主が従業員に代わって、毎月の
給与から税額を差し引いて市へ
納入する制度です。特別徴収義
務者には５月15日付で税額決定
通知書と納入書を送付しました
ので、内容を確認の上、取扱金
融機関などで納入してください。
　市民税・県民税の特別徴収税
額の納期限は、月割額を徴収し
た月の翌月10日で、初回の納期
限は７月10日(火)です。10日が
土・日曜日、祝・休日に当たる
場合は、その翌日になります。

　

　社会を明るくする運動は、犯
罪や非行の防止と、過ちを犯し
た人の立ち直りについて理解を
深める全国的な運動です。
　津市では、第68回“社会を明
るくする運動”津市推進委員会が
組織され、市長を推進委員長と
して市内各
所でさまざ
まな啓発活
動などを行
います。

　７月30日の友好都市提携日を
記念し、四季折々の美しい写真
で北海道上富良野町の魅力を紹
介します。

と　き　７月30日(月)～８月17
日(金)
ところ　市本庁舎１階ロビー

　ミニ講義、実験・実習やキャ
ンパスツアー、個別相談会など
を通じ、三重短期大学の魅力を
紹介します。
と　き　いずれも13時～16時
●８月７日(火)
　法経科第１部・第２部
●８月８日(水)
　生活科学科生活科学専攻
●８月９日(木)
　生活科学科食物栄養学専攻
※それぞれの学科・専攻を中心
　に紹介しますが、都合のよい
　日程でご参加ください。
ところ　三重短期大学41番教室

と　き　８月５日(日)10時～15時
ところ　美杉の家建設株式会社
木材処理加工施設(美杉町上多
気、道の駅美杉西側)
内　容　林業体験、木工教室など
対　象　市内に在住・在学の小
学生と保護者
定　員　抽選20組(１組３人まで)
持ち物　昼食、飲み物、タオル、
帽子、レジャーシート、健康
保険証
申し込み　はがき、またはファク
ス、Ｅメールで住所、参加者全員
の氏名、電話番号、学校名、学
年、希望木工品名(プランター、
木製掛け時計、ランプシェード、
マガジンラック、本立てのいずれ
か)を林業振興室(〒515-2603
　白山町川口892、　262-7025

　@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　７月13日(金)必着
※この事業は「みえ森と緑の県
民税市町交付金事業」を活用
しています。

　国宝がある専修寺境内に泊ま
ろう！400年以上もの歴史があ
るといわれる一身田寺内町で歴
史や文化に触れ、さまざまな体
験を楽しみましょう。
と　き　７月30日(月)９時30分
～31日(火)16時30分　※１
泊２日
ところ　高田本山専修寺宿坊(一
身田町)
内　容　寺内町散策、専修寺の
見学、昔の遊びの体験、こん
にゃく・和菓子作り体験など
対　象　小学５･６年生
定　員　抽選50人
費　用　7,000円
申し込み　はがき、またはＥメー
ルで、「歴史まるごと体験塾参加
申し込み」と明記し、住所、児童
と保護者の氏名(ふりがな)、電
話番号、学校名、学年を教委生
涯学習課(〒514-0035 西丸之
内37-8、　229-3248@city.
　tsu. lg .jp)へ　※１人につき
１通有効
締め切り　７月10日(火)必着



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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美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

第６回夕涼みウオーク参加者

人権課
　229－3165　　229－3366

津市人権施策審議会委員

水道総務課
　237－5811　　237－5819

夏休み親子水道教室

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

要約筆記体験教室
環境政策課
　229－3212　　229－3354

つ・環境フェスタ出展者

白塚公民館
　・　232－3043

白塚公民館 教養セミナー

　施設の見学や実験などで、水
道水ができるまでを学んでみよ
う。
と　き　８月１日(水)９時30分
～15時30分(雨天決行)

ところ　片田浄水場ほか
対　象　市内に在住・在学の小学
４年生と保護者

定　員　抽選25組(50人)
費　用　500円／組
申し込み　はがきに住所、児童
と保護者の氏名(ふりがな)、電
話番号、学校名を記入し、水道
総務課(〒514-

　0073 殿村５)
へ

締め切り　７ 月
　13日(金)必着

▶楽しく学ぼう「算数・数学講座」
と　き　８月21日～来年３月
19日の毎月第３火曜日13時
～15時(全８回)
講　師　専任講師
受講料　2,400円(８回分)
▶南京玉すだれ
と　き　８月３日～来年３月15
日の毎月第１金曜日10時～11
時30分(全10回)　※８月と来
年３月は第３金曜日もあり
講　師　紀平貞子さん
受講料　3,000円(10回分)
いずれも
ところ　白塚公民館
対　象　市内に在住・在勤・在
学の人

定　員　各10人
申し込み　往復はがきで講座名、

住所、氏名、電話番号を白塚公
民館(〒514-
　0101 白塚町
　5205)へ
締め切り　７月
　13日(金)必着

　難聴・中途失聴者のために文
字で通訳を行う要約筆記を体験
しませんか。難聴者のコミュニ
ケーションについての講義もあ
ります。
と　き　①８月18日(土) ②８月
19日(日) いずれも13時～16
時30分 
ところ　①中央公民館研修室
Ａ・Ｂ ②サンデルタ香良洲す
こやかルーム
対　象　市内に在住・在勤・在
学の18歳以上
定　員　抽選各15人
申し込み　障がい福祉課または
各総合支所市民福祉課(福祉
課)にある申込書に必要事項を
記入し、直接窓口または郵
送、ファクスで障がい福祉課
(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り　７月31日(火)必着

　立ち並ぶ竹灯
籠に照らされた
田舎道。歩くた
びに手持ちちょ
うちんが作る影
が揺れ、見上げ
ればいつの間に
か満天の星空
が。夏の終わり
に心がほっとす
るイベントです。
と　き　８月25日(土)16時～20
時　※受け付けは15時30分～
集合場所　道の駅美杉
ところ　北畠歴史探索コース

定　員　先着50人
費　用　2,000円(保険代、夕食代)
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
申込期間　７月９日(月)～８月
３日(金)

　展示や体験などを通して楽し
く環境に触れる「つ・環境フェ
スタ」へ出展しませんか。
と　き　11月24日(土)10時～15時
ところ　メッセウイング・みえ
内　容　環境をテーマとした展
示・体験・舞台・地産地消の
店舗ブース
※展示・体験・地産地消の店舗
ブースは机２脚、椅子３脚を
利用できます。
申し込み　環境政策課へ
締め切り　７月31日(火)

　一人一人の人権が尊重される
津市の実現を目指すため、津市
人権施策推進計画の進捗状況を
評価し、意見・提言する津市人権
施策審議会の委員を公募します。
対　象　市内に在住・在勤・在
学で、８月14日時点20歳以
上　※津市の議員・常勤職員
を除く
任　期　来年１月10日から２年間
募集人数　４人　※選考あり
申し込み　人権課または各総合
支所地域振興課(生活課)にあ
る応募用紙に必要事項を記入
し、直接または郵送、ファク
ス 、 Ｅ メ ー ル で 人 権 課
(〒514-8611 住所不要、　
229-3165＠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。
募集期間　８月１日(水)～14日
(火)　※消印有効

しんちょく



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、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)
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募　　集

イベント
三重県いなば園納涼大会
　納涼大会を一緒に楽しみま
しょう。模擬店もあります。ボ
ランティアも募集中です。
　７月21日(土)18時～20時　
※雨天中止　　三重県いなば園
(稲葉町)
　同園(　252－1780)

たんたらホイ！フェスvol.31
　①７月14日(土) ②７月15日
(日) いずれも13時30分～　　ア
スト津４階(①会議室１ ②アス
トホール)　　①加藤雄詞さんに
よる「Ｅｎｊｏｙ！三重」講演
会・パネルディスカッション ②
映画「たんたらホイ！vol.７ そ
れぞれの愛」上映と１月６日の
たんたらホイ！フェス受賞者エ
キシビション　　①5,000円 ②
2,000円　※いずれも学生は
1,000円
　たんたらホイ会(　226－0005)

津市民文化祭参加事業 文化講演会
三重大学シリーズ～？「発見塾」～
　７月21日(土)13時30分～15時
　津図書館２階視聴覚室　　淀
太我さん(三重大学生物資源学部
准教授)による講演「これからも
うなぎをおいしく食べるには～
ニホンウナギとの古くて新しい
付き合い方を考える～」
　津文化協会担当(　090－1236－1144)

津少年鑑別所施設見学会
　７月21日(土)９時30分～11
時30分　　津少年鑑別所(南新
町)　　　20人　
　７月９日(月)から、住所、氏名、
年齢、電話番号、参加人数を津少年
鑑別所(　228－3556)へ　※土・
日曜日、祝日を除く９時～16時

地域で管理栄養士・栄養士として
一緒に活動しませんか
　７月17日(火)10時～11時　
　津リージョンプラザ２階栄養指
導室　　三重県地域活動栄養士
連絡協議会津支部の加入説明など
　同支部担当(　253－5058)へ

子ども☆料理体験教室
　８月５日(日)10時～13時　　
橋南市民センター調理室　　夏
野菜のドライカレー、すいかと
フルーツのゼリー寄せ　　市内
に在住の小学生(保護者見学可)
　　16人　　1,000円
　７月14日(土)～22日(日)にすきっ
こクラブ代表(　090－1411－5368)へ

点字絵本体験教室
　８月１日(水)９時45分～(受け付
けは９時30分～)　　中央公民館
研修室Ｂ　　点字とさわる絵で暑中
見舞い作り(２枚)　※鉛筆、はさみ、
黒サインペン持参　　小学生以
上　　20人　　200円(材料費)
　７月９日(月)までに点字絵本
サークル(　237－3343)へ

ジュニア・ロースクール
　８月３日(金)13時～17時30分
　三重弁護士会館(中央)　　刑
事裁判傍聴(または法廷見学)、
刑事模擬裁判　　中学生　　40
人
　７月27日(金)までに三重弁護
士会(　228－2232)に応募用紙を
請求し提出

■津市民スポーツ教室

■津市民体育大会
種　目

種　目

と　き

と　き

ところ

ところ

対　象

対　象

定　員 申込期間

申込期間

ゴルフ ８月21日㈫ 富士ＯＧＭエクセレントクラブ
一志温泉コース（一志町波瀬） 小学４年生以上 先着180人 ７月10日㈫～８月15日㈬

軟式野球
（中学生の部） ８月22日㈬～26日㈰ 芸濃グラウンド、各中学校グラウンド 中学１・２年生 22チーム ８月６日㈪まで

ソフトボール
（中学生の部） ８月25日、９月１日いずれも土曜日 河芸第１・２グラウンド 中学生女子 ８チーム

ソフトボール
（一般の部） ８月26日、９月２日いずれも日曜日 河芸第１・２グラウンド 津市ソフトボール協会

加盟チーム 16チーム
７月２日㈪～８月３日㈮

定　員
テニス ７月28日㈯10：00～15：00 古道公園内テニスコート 小学生以上 120人 ７月２日㈪～９日㈪
ソフトボール ８月４日㈯９：00～15：00 河芸第１グラウンド 小学生と中学生女子 100人

ソフトテニス ８月６日㈪・７日㈫９：00～16：00 一志テニスコート古道公園内テニスコート 中学１・２年生 300人

剣道 ８月18日㈯９：00～16：30 朝陽中学校体育館 市内中学校の剣道部 なし ７月９日㈪～30日㈪
バドミントン ８月21日㈫～23日㈭９：00～17：00 サオリーナメインアリーナ 中学生 250人 ７月２日㈪～30日㈪

７月２日㈪～27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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と　き 内　容
８月18日
９月８日
10月20日
11月17日
12月８日

はじめまして（自己紹介）
音あそび
運動会
製作あそび
クリスマスパーティー 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

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、Ｔ
221－6171）
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、　222－6400）

とき
（８月） テーマ 定員

（抽選） 費　用

４日㈯・
５日㈰

８日㈬・
９日㈭

18日㈯・
19日㈰

21日㈫・
22日㈬

25日㈯・
26日㈰
28日㈫

機械工学のひとこま 各20人
50円

（保険料）

50円
（保険料）

無料

各24人

各32人

各10人

各20人

42人

リサイクル電子工作

マイコン電子制御

ひらめき☆ときめき
サイエンス

身のまわりのおもしろ
化学実験

Material Craft Tour in
SUZUKA KOSEN

と　き テーマ 定員
（抽選）

７月31日㈫、
８月２日㈭
10時～16時

３Ｄスキャナ×３Ｄプリ
ンタで最先端のものづく
りを体験しよう！

各４人

４人

５人

５人

５人

５人

10人

６人

８人

オリジナルプレートを作
って機械工作を体験しよ
う！

コンクリートの性状を学
びながらモルタル作品を
作ろう！

８月１日㈬
13時～16時30分

８月３日㈮
13時～17時

８月６日㈪
13時～16時
８月７日㈫
13時～16時

ブラックライトで光るも
のを作ろう！

光について
学んでみよう！

ＬＥＤを使った光るオブ
ジェを作ろう！

液晶ってなんだろう？

発電してみよう！

８月８日㈬
13時～16時

８月23日㈭
13時～16時
８月24日㈮
13時～16時

８月22日㈬
13時30分～
16時30分

材料試験を体験しよう！

ＤＩＦＡＲ│

ベビーちゃんのわくわくランド
　いずれも土曜日11時～12時

　久居総合福祉会館２階教養娯
楽室　　３歳未満の子どもと保
護者(祖父母歓迎)　　　各25組
　１回１組500円(保険料を含む)
※当日受け付けで支払い
　７月６日(金)から各開催日の１
週間前までに所定の申込用紙に必
要事項を記入し、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
　同事務局(　229－3254)

第６回森の音楽祭 in Misugi
　８月19日(日)11時～15時(受け
付けは10時～)　※雨天中止　　
杣の森(美杉町八手俣)　　南米
音楽の歌や踊り、水遊び、石窯ピ
ザ焼き体験など　　1,000円(当
日1,500円)　※小学生以下無料
　電話またはＥメールで同音楽祭
担当(　090-9181-4554、　info@
difar.jp)へ　※同音楽祭ホーム
ページからも申し込みできます。

津市民サイクリング
　７月22日(日)９時～15時　　
メッセウイング・みえ集合　　
一身田寺内町、赤塚植物園(高野
尾町)などを巡るコース　　50
人　※小学生以下保護者同伴　
　1,000円
　７月15日(日)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サカグチサ
イクル担当(〒514-1118 久居
新町741、　255－2730)へ
　同担当(　090－4791－6252)

県営住宅７月定期募集
　７月３日(火)～31日(火)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。

裁判所職員採用一般職試験
(裁判所事務官・高卒者区分)
　第１次試験９月９日(日)　　
平成30年４月１日現在高校卒業
後２年以内の人または平成31年
３月末までに高校を卒業する見
込みの人　※受付期間、申込方
法など、詳しくは裁判所ホーム
ページをご覧ください。
　津地方裁判所事務局総務課(　
226－4876)

鈴鹿工業高等専門学校体験講座

　同校　　中学生　
　18日・19日の講座は７月９日
(月)17時までに、他は７月10
(火)までに同校ホームページから
　同校総務課(　059－368－1717)

伊勢本街道奥津宿ウオークと
あまごつかみ
　７月29日(日)９時～　　伊勢奥
津駅前観光案内交流施設「ひだ
まり」前集合　　　50人　　１
人1,500円(昼食代を含む)
　７月８日(日)～15日(日)に電
話またはファクスで、伊勢本街
道を活かした地域づくり協議会
(　・　212－0168)へ

おやこ食育教室
　８月２日(木)10時～13時　　
津リージョンプラザ２階栄養指
導室　　年長児・小学生の子ど
もと保護者　　　25組　　１人
400円(材料費を含む)
　７月10日(火)からＥメールで住
所、子どもと保護者の氏名・年齢、
電話番号を食生活改善推進協議会
津支部担当(　izawa@ztv.ne.jp)へ
　同担当(　224－5943)

三重大学工学部技術部
夏休みものづくり・体験セミナー

　三重大学工学部(栗真町屋町)
　主に中学生
　７月12日(木)までにＥメール
で、参加希望テーマ(第３希望ま
で)、郵便番号、住所、氏名、性別、
学校名、学年、電話番号、保護者
の氏名を三重大学工学部担当(　
nakagawa@mach.mie-u.ac.jp)へ
　同学部担当(　231－9464)

そま
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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）

募　　集
友好都市提携記念
第30回 鎮江杯争奪卓球大会
　８月24日(金)～26日(日)　　サ
オリーナ　　市内に在住・在勤・
在学の人　　団体戦…小中学生
無料、一般2,000円　個人戦…
小中学生300円、一般800円
　７月２日(月)～18日(水)に津
卓球協会ホームページから
　津市スポーツ協会(　273－
5522)

自衛官等募集
　防衛省では、平成31年春採用
の自衛官(航空学生、一般曹候補
生、自衛官候補生)と学生(防衛
大学校、防衛医科大学校医学
科・看護学科)を募集します。詳
しくは自衛隊三重地方協力本部
ホームページをご覧ください。
　同本部津募集案内所(　224－
4324)

介護職員初任者研修(旧ヘルパー
２級研修、全23日間)
　８月７日(火)～10月16日(火)
　三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)　　県内に住民登録している
おおむね70歳未満の働いていない
人で、研修修了後、県内の福祉・
介護職場に就労できる人　　　
39人　　6,000円(教材費)　
　７月27日(金)までに「介護員
育成プログラム参加申請書兼誓
約書」を記入・押印の上、運転
免許証のコピーまたは住民票を
添え、直接窓口または郵送で三
重県社会福祉協議会(〒514－
8552 桜橋二丁目131)へ
　同協議会(　227－5160)

薬を知る講座
　７月８日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階第２会

議室　　「眠れない夜の薬の話～
不眠・不安時の薬と上手に付き
合う方法～」をテーマに薬剤師に
よる薬の効能の解説・相談
　津薬剤師会(　255－4387)

第243回住民健康講座
　７月12日(木)14時～15時　
　久居総合福祉会館　　勝田宗
宏さん(勝田歯科医院院長)によ
る講演｢歯とお口の健康管理｣
　久居一志地区医師会(　255－
3155)

転倒予防教室
　７月26日(木)①10時～11時
②11時15分～12時15分　※①
②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「熱中症予防につい
て」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７回出前！市民公開講座
　７月30日(月)15時～16時　
　津リージョンプラザ１階中央
保健センター　　森田恵さん(三
重中央医療センター外科病棟看
護師)による講演「もっと知ろ
う！乳がんのこと｣
　同医療センター代表(　259－
1211)

第１回市民健康公開講座
　７月29日(日)13時30分～15
時30分　　三重県鍼灸会館２階
(栄町二丁目)　　伊藤文恵さん
(三重県鍼灸マッサージ師会理
事)による長生きと筋力増加に関
する講演「目指せ！1207～今か
ら増やせるキンキラキン～｣など
　同会(　246－7427)

栄養の日のための一般公開講座
　８月２日(木)12時30分～16
時30分　　三重県医師会館１階

(桜橋二丁目)　　大西勝也さん
(大西ハートクリニック院長)に
よる講演｢心臓病の治療｣、岡本
良子さん(管理栄養士)による講
演「生活習慣病予防の食事」、管
理栄養士による栄養相談、ＢＣ
チェッカー・体組成測定
　三重県栄養士会(　224－4519)

下肢静脈瘤公開講座
　７月29日(日)13時～16時(講
演14時～15時)　　松阪フレッ
クスホテル２階ベルホール(松阪
市)　　草川均さん(おおたクリ
ニック医師)による静脈瘤に関す
る講演、個人相談　　　100人
　７月８日(日)～21日(土)にはが
き、またはファクス、Ｅメールで
住所、氏名、電話番号をおおたク
リニック(〒515-0043 松阪市下
村町993、　0598-29-1262、
　shimin-seminar@covidien.
com)へ　※定員締め切り後に
届いた応募にのみ連絡します。
　同クリニック(　0598－29－1213)

高齢者のための電話相談
専用電話228-3143
　毎月第２・４金曜日10時～12
時　※祝・休日、８月10日(金)、
来年２月８日(金)を除く　　65
歳以上の本人に関する問題　　
65歳以上の人とその家族
　三重弁護士会(　228－2232)

カウンセラーによる相談(面談・
電話)　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　　市内に在住の人
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

しんきゅう

りゅう
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2018年 この夏注目の

問い合わせ　安濃総合支所地域振興課　　268-5511　　268-3357

2018美里夏まつり

市美里庁舎前駐車場
にぎやかな舞台や模擬店など、お楽しみがいっぱい！

※小雨決行、荒天の場合は中止

問い合わせ　美里総合支所地域振興課　Ｔ279-8111　　279-8125

あのう「光れ！しかけ花火」祭り

※雨天の場合は最長17日(金)まで順延
安濃地域の小中学生がテーマを決めデザインしたしかけ花火や、
打ち上げ花火、ゲーム、盆踊りなど

安濃中央総合公園内多目的グラウンド

第67回津花火大会2018

※荒天の場合は最長17日(火)まで順延阿漕浦海岸
※大会プログラムや交通規制は７月10日(火)の新聞折り込みをご覧ください。

第30回みすぎ夏まつり納涼花火大会

※荒天の場合は12日(日)、16日(木)に延期美杉中学校グラウンド
太鼓演奏やソーランなどイベント盛りだくさん。美杉手筒会による
火の粉をかぶりながらの手筒花火は圧巻！

７月21日　 17時～21時

７月15日　 19時45分～21時

８月11日　　　18時30分～21時

８月15日　 16時～21時

土・祝

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　Ｔ272-8085　Ｆ272-0439

問い合わせ　観光振興課　　229-3234　　229-3335
　　　　　　※当日はＴ0180-99-3838

津花火大会ならではの
演出がいっぱい！

津市限定！

３段階に咲く

尺玉10発
一斉打ち上げ

津の夜空に
金銀の大瀑布！

豪華絢爛
フィナーレ

けんらん

初登場！

海に広がる

青一色の
大スターマイン

船２隻から
繰り出される

100発連続
海上大花火津の花火 １万1,500発

第57回サマーフェスタインひさい

音楽と花火のコラボレーション、200ｍの大ナイアガラなど
※小雨決行、荒天の場合は13日(月)に延期
陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド(久居新町)
８月12日　 18時～21時

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255-8846　　255-0960
　　　　　　※当日10時からは　0180-99-3354

2,000発

1,000発

5,000発

1,000発

日

日

水

土
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　ミニ動物園やお笑いライブ、バンジートランポリン
などイベント盛りだくさんの2018ふれ愛フェスタin
白山が開催され、多くの人でにぎわいました。

お空に向かって逆バンジー
５月20日　白山総合文化センター

謎解きウォーキング
５月20日 　河芸町上野～河芸町杜の街

　久居文化協会盆栽部による山野草展が開催され、
お目当ての盆栽や苗木などを購入する人たちでにぎ
わいました。

快晴の下、ドッジボール
５月10日　みえこどもの城(松阪市)ほか

みどりの展覧会
５月５日・６日 　久居公民館

　かわげウォークラリー大会が行われ、参加した23
チーム94人は途中出題される問題やゲームを解きな
がら、約２時間のコースを楽しみました。

　草生小学校の子どもたちが遠足を楽しみました。高
学年は低学年に優しく声掛けしたり、リーダーとして
班をまとめたり。どんどん頼もしくなっています。

こころ和む触れ合いの場
５月13日　すずめのお宿(美杉町竹原)
　地域ふれあいサロンすずめのお宿が、開設８周年イ
ベントを開催。手作りのおはぎやピザなどの料理に舌
鼓を打ちつつ地域について語らいました。

もり
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　郷土芸能フェスティバルを開催。市内全域から集
まった太鼓や獅子舞の郷土芸能の他、地元一志中学
校の有志たちも元気に太鼓を披露しました。

　芸濃ふるさとガイド会による歴史街道ウオーキング
が行われました。市外からも訪れた参加者は旧明村役
場庁舎を含む約６㎞のコースを楽しみました。

　ＡＬＴ交流会がありました。英語の歌に合わせて
踊ったり、遊んだりしながら楽しく英語に触れるこ
とができました。

　香良洲小学校の３年生と５年生が梨の摘果作業を
体験。みんな真剣な表情で取り組み、収穫を楽しみ
にしていました。

仲良くなれたね♪
５月29日 　みさと幼稚園

新緑のなか、歴史学ぶ
５月10日　石山観音(芸濃町楠原)周辺

　１～４年生が交通安全教室に参加し、自転車の乗り方
の講話を聞いたり、時速５㎞で衝突したときの衝撃を体
験してシートベルトの大切さを学んだりしました。

　この時期のお城西公園の名物になりつつあるカル
ガモ親子。連日多くの人が訪れ、ひなたちの成長を
温かい目で見守っています。

学ぼう 守ろう 交通ルール
５月17日　豊津小学校

あなたも癒やされるカモ
５月31日　お城西公園

響きわたるリズム
５月27日 　一志農村環境改善センター

仲良くなれたね♪
５月29日 　みさと幼稚園

おおきくなあれ
５月15日 　梨体験学習園(香良洲町)



津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

法改正を求めて
　　奔走した市長たち

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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　合併した自治体は、旧市町村の境界を超えて広
域的な視点に立ったまちづくりを開始します。そ
の財源確保に合併特例債という有利な借金をする
ことを認め、国は平成の大合併を積極的に推進し
ました。
■津市の合併特例債発行可能額は全国有数
　合併後10年間は事業費の約３分の２が国から
戻ってくる優遇措置です。借入総額は合併する市
町村の数や人口が増える割合が多いほど大きくな
ることから、10の市町村が一緒になった津市の場
合、限度額は710億円と全国でも有数の規模にな
りました。
■10年で使い切るのは命取り
　ただし、その３分の１は、自力返済分です。津市
は財政の健全性を保つために、平成20年に策定し
た総合計画において10年間で500億円、上限の７
割程度に発行額を抑えることにしました。これま
で、斎場いつくしみの杜や中央学校給食センター
などの新設、上浜元町線、一志美杉線といった旧
市町村をつなぐ道路整備などに活用しています。
■東日本大震災で期間延長
　平成23年３月、東日本大震災が起こると事情が
一変しました。災害復興や防災対策を優先し、合
併特例事業は後回しにせざるを得ない自治体が全
国で続出したことから、平成23年から24年にかけ
て法律が改正され、10年間とされていた期限が被
災地では20年間に、非被災地では15年間にそれぞ
れ延長されたのです。
■チャンスを生かす
　津市の場合、平成27年度で終了するはずだった
実施期間が平成32(2020)年度まで延長されること
になり、入札不調で遅れが生じていたサオリーナ
と場所の選定に時間を要した久居の文化ホール事
業が時間切れとなるリスクが解消されました。こ
れが一番の安心材料となって、このまたとない機
会に市民のくらし充実のための事業を上乗せでき
ないかと考えました。
■低金利時代のメリットを生かした資金調達
　財政的には、借入期間を10年に設定していたこ
とで、早い時期に借りた分の返済が完了する時期
を迎えていました。新規の借入額が過大にならな
いよう十分な注意を払えば、将来にわたって健全
財政を維持することができると結論づけ、サオ
リーナと久居の文化ホールに要する資金を期間20
年の固定金利で調達することを決断しました。低
金利のメリットを生かして返済額の平準化を図
り、万全を期して新たな事業のための借金枠を捻
出したのです。その結果、小中学校普通教室への
エアコン設置に23億円を投じることにしたほか、

豊が丘おおぞら会館と倭出張所の新築、一身田公
民館、(仮称)津南防災コミュニティセンター、新
町会館の整備にも取り掛かるなど、追加事業を順
調に展開することができています。平成32(2020)
年度までの合併特例債発行累計額見込みは595億
円。５年の期間延長が幸いし、合併当初に想定し
た額より約100億円多く市民のくらしに役立つ事
業を盛り込むことができました。
■他市の窮状
　話はここで終わりにはなりませんでした。昨年
６月の全国市長会議の後、細江茂光・岐阜市長(当
時)、竹上真人・松阪市長、横山忠始・香川県三豊
市長(故人)と私の４名が集まり、合併特例債のさ
らなる期間延長を求める運動を開始することを合
意したのです。７つの町が集まり香川県第３の都
市となった三豊市は、旧町間の合意形成に手間取
り、約450億ある発行枠の３分の１しか使ってお
らず、計画中の施設整備事業を数多く残したまま
時間切れとなりそうでした。危機感に突き動かさ
れた横山氏ができる限りのことはやってみようと
全国市長会議の席で見知った市長に声を掛け、そ
れに即応したのがこの４名です。折しも、東京五
輪開催準備に伴う建設需要の増大で多くの自治体
が事業進捗の遅れを懸念している状況でした。集
まった４市も、まだ起債枠を残しており、期限が
延びればその有効活用を図ることができるという
見解で一致しました。
■再延長を求めて活動開始
　初期に合併した自治体の中には平成30年度末で
期限を迎えるところが出てきます。岐阜市が取り
まとめ役となってすぐさま全国の市長に呼び掛
け、８月には11人の発起人が名を連ねる「合併特
例債の再延長を求める首長会」が発足し、要望活
動を始めました。全国の市長に送付して実施した
アンケート結果を携え総務省や国会議員に働き掛
けたことで、合併後の自治体の実情や地方創生に
かける160市町村長の思いへの理解が得られ、11
月、川崎二郎・衆議院議員を代表発起人とする
「合併特例債の再延長を求める国会議員の会」が
設立されます。５年間の再延長を盛り込んだ改正
案は議員立法として準備されることになり、本年
４月18日、全会一致で可決されました。市長同士
のネットワークによる入念な意思疎通と迅速かつ
積極的な行動がついに実を結んだのです。
■厳格な財政管理のもと20年かけて使い切る
　津市では、平成37(2025)年度まで115億円残す
合併特例債を財源とした事業を展開することが可
能となります。１度目の延長の時と同様、将来の
財政負担が制御可能な水準にあることを確認した
上で厳選した事業に充ててまいりますが、正式な
決定は「新市まちづくり計画」の改訂を市議会に
諮り、議決を経てからになります。
■さらなるくらしの充実のために
　市民の皆さまに「合併してよかった」と感じて
いただけるよう、くらしの充実のためのさらなる
事業展開を図ってまいります。

もり

しんちょく



環境だより

折り込み紙
広報津

８月７日火 13時～17時

　新エネルギーの普及啓発の一環として、勉強
会、工作教室、施設見学を組み合わせた学習会
を開催します。普段あまり目にすることができ
ない三重大学の実験施設や新青山高原風力発電
所、いちご津ＥＣＯ発電所の見学ができます。 
対　象　市内に在住・在学の小学４年生～中学
　生と保護者 
定　員　先着20組(40人) 
費　用　１組1,000円
 　(当日徴収) 
持ち物　昼食、はさみなど 
申し込み　７月４日(水)～ 
　19日(木)に電話で環境政 
　策課(　229-3212)へ

　家庭で不要になった衣類を利用して、室内履
きの布ぞうりを作りませんか。
必要な布は大人用浴衣１着で 
２足分が目安です。 
場　所　環境学習センター(津
　市リサイクルセンター２階) 
対　象　市内に在住の人 
定　員　各コース10人 
費　用　３回分500円(材料・資料代を含む) 
申し込み　７月８日(日)～15日(日)９時～17時
　に電話で環境学習センター(　237-1185)へ　
　※月曜日は休館

平成30年７月１日発行
平成30年　第４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

　私たちの身近な川に住んでいる魚や水生昆虫
の種類を調べて、その川の水質を判定します。
自然や生き物に触れ合いながら身近な自然環境
を守ることの大切さを楽しく学習します。 
対　象　市内に在住・在学の
　小学３～６年生と保護者 
定　員　抽選20組(40人) 
申し込み　７月２日(月)
　～12日(木)に電話で環
　境保全課(　229-3259)
　へ 

親子で学ぶ環境イベント参加者募集
水生生物調査学習会

７月21日土 ９時～11時
長野川稲初橋付近(稲葉町)
※雨天時(川の増水を含む)は７月28日(土)に延期

　ごみの焼却施設(津市西部クリーンセンター)と
津市リサイクルセンターを見学して、ごみの減
量やリサイクルについて学ぼう。  
対　象　市内に在住・在学の 
　小学生と保護者 
定　員　先着15組(30人) 
申し込み　７月４日(水) 
　８時30分から電話で 
　環境政策課(　229- 
　3258)へ

夏休み子どもごみ教室

津リージョンプラザ正面玄関前集合
※貸し切りバスで移動、雨天決行

日　時コース

日曜日コース

金曜日コース

８月第１～第３日曜日 13時～16時

10月第１～第３日曜日 13時～16時

９月第１～第３金曜日 13時～16時

11月第１～第３金曜日 13時～16時

①

②

③

④

新エネルギー学習会
７月29日日 ９時～16時30分
津リージョンプラザ正面玄関前集合
※貸し切りバスで移動、雨天決行

布ぞうり講習会(全3回)
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　台所などから出る生ごみはごみ出
しする前に、水分を絞ったり、乾燥
させたりすることで、重量をかなり
減らすことができます。
　家庭から出る生ごみの量を減らす
ために、市民の皆さん一人一人のご
協力をよろしくお願いします。 

水切りをすると… 
●ごみが軽くなって持ち運びが
　楽になるよ 
●臭いが減るんだよ

不要なＣＤと水切りネットを用意 ペットボトルの先端を切る

水切りネットをＣＤの穴に通し
て絞る

水切りネットをペットボトルの
穴に通して絞る

他にもひと工夫                                                                              
●ごみ袋の結び目は、臭いがも
　れないようにしっかりと結ぶ 
●生ごみ処理機やコンポスト容
　器を活用する

ごみ減量へのアドバイス
　ごみの減量にはそもそ
もごみを出さないように
することが大切です。食
品ロスを減らし、環境面
や家計面にプラスになる
よう心掛けましょう。 
●余分なものは買わない 
●買った分は使い切る 
●食べる分だけ作り、残
　さない

家庭でできるごみの減量化
生ごみの水切りでごみダイエット！

生ごみ処理機などの購入費用補助について

ごみ出し前にひと絞り！
ＣＤを使う ペットボトルを使う

　日常生活から発生する生ごみをたい肥化・減
量化するための生ごみ処理機などの購入費の一
部を補助します。ただし、家庭用生ごみ処理の
消耗品(発酵剤など)は補助対象外です。 
補助金額
　生ごみ処理機…購入金額の２分の１ 　　　　
　　　　　　　　(上限額2万5,000円) 
　コンポスト容器…購入金額の２分の１ 　　　
　　　　　   　　　(上限額3,000円) 
補助対象 
　１世帯につき１基 

申し込み 
　環境政策課(　229-3258)または各総合支所
地域振興課にある申請用紙に必要事項を記入
し、領収書・印鑑・購入者名義の預金通帳を持
参し提出 ※申請用紙は津市ホームページからも
ダウンロードできます。 
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水銀式
　　体温計は、
　　割れないように

専用の容器に入れ、透明ま 
たは半透明の袋に入れて出 
す。専用の容器がない場合 
　は、透明または半透明 　
　の袋に入れて出して　　

ください。

蛍光管は
割れないように入って
いた箱や筒もしくは透明、
半透明の袋に入れて出して

ください。
卓上カセットボンベ、 
スプレー缶は穴を開けずに 
出せます。できる限り中身 
を使い切ってください。 　
　※穴を開ければ金属の 　

　日に出せます。

　イエローカードは、きっちりごみ出しルール
を守っていただくことをお知らせするための
カードです。ルールが守られていないごみが出
されていた場合は、イエローカードが貼られ収
集されません。自分の出したごみが収集されて
いない場合は、イエローカードにその理由を表
示していますので、一旦持ち帰ってからルール
に従って次の収集日に出し直してください。

ごみ収集後に何も残って 
いない集積所になるよう 
ご協力をお願いします。

他にもひと工夫                                                                              
●ごみ袋の結び目は、臭いがも
　れないようにしっかりと結ぶ 
●生ごみ処理機やコンポスト容
　器を活用する

危険ごみの品目別分別のお願い
危険ごみの対象になるもの

品目別に分別して透明または半透明の袋に入れて出してください！

ルール違反ごみにイエローカード

金属

卓上カセットボンベ
 ・スプレー缶

使い捨てライター

使い捨てカミソリ 
替え刃

燃やせないごみ

赤い液の温度計 ナツメ球

グロー球

ＬＥＤ電球

電球電子体温計

危険ごみと間違えやすいものに注意してね。家庭ごみ収集カレンダーや、ごみ分別ガイドブックで確認を！

蛍光管 水銀式体温計

乾電池・ボタン電池
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　空き家を所有した場合、敷地の除草や庭木の
剪定、建物が破損した場合の改修など、維持管
理のための費用が必要です。また、人が住まな
くなった家は老朽化が早まる傾向にあり、利活
用も難しくなります。早い段階で「売却する・
賃貸に出す」「除却(解体)する」などの利活用を
考えましょう。 
売却する・賃貸に出す 
　自分で住む予定がない場合は空き家のままに
せず、売却する・賃貸に出すなどの利活用を考
えましょう。住宅を売却などする場合は、不動
産業者に仲介を依頼するのが一般的です。 
除却(解体)する
　すでに老朽化などによる破損がひどく、リ
フォーム費用がかさむような場合は、建物を除
却(解体)して、土地の利活用を考えましょう。

阿漕浦海岸での清掃活動

せんてい

　夏は、津市の海岸にたくさんの
人が訪れます。地域の皆さんが毎
年、海岸をきれいにするための清
掃活動を行っていますが、全て取
り除くことは難しい状況です。ご
みをそのまま放置したり、その場
に埋めたりすることは不法投棄で
あり、法律で禁止されている行為
です。違反すると５年以下の懲役
または、1,000万円以下の罰金が
科されます。
　自分で出したごみは必ず家に持
ち帰り、分別して決められた日に
決められた場所へ出すようお願い
します。 清掃活動で集められたごみ

空き家の早期利活用のススメ

空き地を所有している人へ

海岸をきれいに使いましょう

早めの決断が重要！
　空き家に関する相談には、登記などの権利関
係や売却、リフォーム・解体など、専門的な内
容も含まれます。津市では専門家団体で構成さ
れる「空き家ネットワークみえ」と協力し、所
有する空き家での悩みや心配事の解決に取り組
んでいますので、ぜひご相談ください。 
問い合わせ 
空き家ネットワークみえ
(三重県宅地建物取引業　
協会内、　227-5018)　
※９時～12時、
13時～17時(土・
日曜日、休日は
除く)

　空き地は、その所有者が管理しなければなり
ません。管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生
するなどし、害虫の発生やごみの不法投棄を誘
発する恐れがあります。このような状態になら
ないよう、空き地の所有者は適正な管理をお願
いします。 

雑草対策として 
●適切な時期、頻度での刈り取り 
●防草シートの施工 
　なお、刈り取った雑草は風で飛ぶことがある
ため、放置することなく適切に処分してくださ
い。

所有者のための相談窓口
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後期高齢者医療制度

平成30年７月１日発行
保険医療助成課

　229-3285　　229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合
　221-6883　　221-6881

後期高齢者医療制度
保険料について知ろう

広報 つ！　平成28年７月１日号

対象になる人
　後期高齢者医療
制度では、保険証
が一人に一枚交付
されます。７月中
に、三重県後期高
齢者医療広域連合から新しい保険証(若草色)
が簡易書留で送付されます。現在使っている
ピンク色の保険証は、８月１日以降、保険医
療助成課または各総合支所市民福祉課(市民
課)、各出張所に返却してください。

75歳以上の人
一定の障がいがある
65歳以上75歳未満

の人

申請して認定を
受けた日から資格取得
※申請するかしないかは
　選択できます

（　　　　　   ）

75歳の誕生日
当日から資格取得
※自動的に加入となり、　　
　手続きは必要ありません
他県からの転入時や生活保護を
受けなくなった時を除く

　普通徴収で支払った分は、支払った人に適用さ
れ、世帯の所得税や住民税が減額になる場合があ
ります。特別徴収で支払った分は、本人にのみ適
用されます。

社会保険料控除について

年度途中で特別徴収に切り替わる人

　保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の
２通りの納め方があります。７月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。

特別徴収

本年度保険料

仮徴収
４月      ６月     ８月 10月 　12月　  ２月

本徴収

普通徴収

受給している年金額が

介護保険料が年金から差し引かれている

介護保険料と後期高齢者医療保険料の１
回当たりの保険料の合計額が、１回当た
りの年金受給額の２分の１を超えない

年額18万円以上　　　　年額18万円未満

はい　　　　　　　　　  いいえ

はい　　　　　　　いいえ

年金受給月(偶数月)
に年金から直接保険
料が差し引かれます

送付される納付書または口
座振替による納付になります
納期・・・７月から翌年３月の毎
月末日(12月は25日)

※複数の年金を受給している場合は、年金保険者・
　年金種別による優先順位の高い一種類の年金か
　ら天引きの可否を判断します。

前年度２月に特別徴収した
額と同額を徴収します

７月に確定する年間保険料額
から仮徴収額を差し引いた額
を３期に分けて徴収します

　最初に金融機関に口座振替依頼書を提出し、そ
の後、市役所に納付方法変更申出書を出してくだ
さい。
　10月分からの変更を希望する場合は、7月26
日(木)までに手続きをしてください。それ以降
は、申請の時期により変更時期が異なります。

納付方法を特別徴収(年金天引き)から
口座振替に変更したいとき

必要なもの　納付方法変更申出書、印鑑、後期
高齢者医療被保険者証、津市市税等口座振替
依頼書の依頼者保管用の写し

　昨年６月から今年５月に75歳になるなど、津
市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した
人は、７月から９月は普通徴収、10月以降は特
別徴収になります。

８月から保険証が若草色に
MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU 

MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU 

MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU 

MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU MIEKEN KOUKIKOUREISHAIRYOU KOUIKIRENGOU 
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みほん

保険料の納め方
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後期高齢者医療制度

多床室

＝ ＋

軽減

軽減
被扶養者だった人

　災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納
付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に
準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収
猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険

医療助成課(減免については後期高齢者医療担当
　229-3285、徴収猶予については保険担当　
229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民
課)にご相談ください。

　６月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広域
連合から受診券が発送されていますので、11月
までに受診してください。５月～８月に被保険者
になる人には、８月以降に順次受診券を送付しま
す。

※詳しくは、広報津６月16日号と同時期に配布の
　「平成30年度がん検診と健康診査のご案内」、ま
　たは受診券に同封の案内文書をご確認ください。

　被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、次の表のとおり均等割額が軽減されま
す。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。

津市の保険料額(年間)

保険料の軽減について

後期高齢者医療保険料

所得の低い人

均等割額の軽減

均等割額 所得割額

8.86％４万2,965円
保険料は三重県内均一で、２年ごとに見直さ
れます。

※

総所得金額等の合計が以下に該当する世帯 軽減割合

９割

8.5割

５割

２割

4,296円

6,444円

２万1,482円

３万4,372円

軽減後の均等割額

平成30・31年度の

(上限62万円)
被保険者１人当たり

基準所得
×

所得割率

　後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(国保や国保組合は除く)の被扶養者
だった人は、均等割額が５割軽減され、所得割額はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない
場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課（市民課）へお問い合わせください。

平成29年度住民税課税世帯の人　 500円
平成29年度住民税非課税世帯の人 200円

世帯は４月１日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。専従者控除は適用されず、専従者
給与額は事業主の所得に合算されます。譲渡所得特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。

自　己
負担額

※前年の総所得金額等から基礎控除
　額33万円を控除した額
総所得金額等に遺族年金や障害年金は含
まれません。また、所得控除(社会保険料
控除、配偶者控除など)は適用されません。

33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない）

33万円以下で９割軽減の基準に該当しない

（33万円＋27万5,000円×当該世帯の被保険者の数）以下

（33万円＋50万円×当該世帯の被保険者の数）以下

※所得の低い世帯に属する人の均等割額の９割軽減または8.5割軽減に該当する場合は、そちらが適用されます。

保険料の決め方

保険料の減免・徴収猶予

後期高齢者健康診査の受診を



国保だより

折り込み紙
広報津

　国民健康保険(以下｢国保｣という)の保険料納入
通知書は、７月中旬に加入世帯の世帯主宛てに発
送する予定です。

平成30年度国民健康保険料納入通知書の送付平成30年度国民健康保険料納入通知書の送付 保険料の計算例保険料の計算例

　世帯主に国保の資格がない場合でも、その世帯
の世帯員が国保に加入しているときは、当該世帯
主を国保の世帯主とし、国保各種の届け出義務と
国民健康保険料(以下｢保険料｣という)の納付義務
を負い、国保の現金給付を受ける権利があります。

保険料の軽減保険料の軽減
　所得の合算額が一定額以下の世帯は、医療分、後
期高齢者支援分および介護分の被保険者均等割額と
世帯別平等割額の合算額について軽減します。

所得割額の計算方法
所得割額＝基準総所得金額×料率
※基準総所得金額…所得合計額から基礎控除額33
　万円を差し引いた額(所得合計額が33万円以下
　の場合は０円)。なお、世帯の所得割額を算出す 
　る際は、加入者全員について算出し、世帯で合算。

保険料の納付義務者は世帯主保険料の納付義務者は世帯主

　年間の保険料は次のように計算します。
保険料の計算方法保険料の計算方法

※介護分保険料(介護保険第２号被保険者分)は、
　加入世帯に40歳以上65歳未満の被保険者がい
　る場合に掛かります。
※平成30年度から限度額が変わりました。

※所得割額は軽減となりません。
※軽減の判定は、前年中の所得により行いますので、所得の 
　申告をしている人は特に手続きは必要ありません。

国民健康保険料 ①医療分保険料

③介護分保険料②後期高齢者支援分保険料

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

Ｃ
世帯別
平等割額
1世帯2万1,600円

Ｂ
被保険者
均等割額
1人2万9,100円

Ａ
所得割額
(料率8.0％)

医療分保険料
(限度額58万円) ＋

＋

＋

＝ ＋

Ｆ
世帯別
平等割額
1世帯7,600円

Ｅ
被保険者
均等割額
1人1万500円

Ｄ
所得割額

（料率2.9％）
後期高齢者
支援分保険料
(限度額19万円)

＋＝ ＋

Ｉ
世帯別
平等割額
1世帯6,000円

Ｈ
被保険者
均等割額
1人1万2,500円

Ｇ
所得割額

（料率2.9％）
介護分保険料
(限度額16万円) ＋＝ ＋

　国保の加入者全員に掛かります。

　国保の加入者全員に掛かります。

　40歳以上65歳未満の介護保険第２号被保険者
に掛かります。

国民健康保険料34万3,070円
① 21万2,100円 ③ 5万4,460円② 7万6,510円

①医療分保険料

③介護分保険料

②後期高齢者支援分保険料

＋＋

Ｇ＋Ｈ＋Ｉ＝5万4,460円

Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝7万6,510円

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝21万2,100円

Ａ
Ｂ
Ｃ

所得割額　(124万円＋5万円)×8.0％＝10万3,200円

被保険者均等割額　2万9,100円×3人分＝8万7,300円

世帯別平等割額　１世帯につき２万1,600円

所得割額　(124万円＋5万円)×2.9％＝3万7,410円

被保険者均等割額　1万500円×3人分＝3万1,500円

世帯別平等割額　１世帯につき7,600円

所得割額　124万円×2.9％＝3万5,960円

被保険者均等割額　1万2,500円×1人分＝1万2,500円

世帯別平等割額　１世帯につき6,000円

Ｄ
Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ
Ｉ

７割
５割
２割

33万円以下
33万円＋27.5万円×被保険者数　以下
33万円＋50万円×被保険者数　以下

軽減割合 被保険者世帯にかかる所得合算額

平成30年７月１日発行
平成30年　第３号
保険医療助成課

　229-3160　Ｆ229-5001
国保だより国保だより

配偶者38歳
前年中の収入は給与収入
103万円（給与所得38万円）
基準総所得金額は38万円
－33万円＝5万円

子10歳

世帯主42歳
前年中の収入は給与収入
250万円（給与所得157万円）
基準総所得金額は157万円
－33万円＝124万円



国保だより

折り込み紙
広報津

　次の全ての条件に当てはまる人は、保険料を年金
から差し引いて納めていただくことになります。
●世帯主が国保の被保険者
●特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上
　であり、保険料と介護保険料を合わせた１回当
　たりの徴収額が、年金１回当たりの支給額の２
　分の１を超えない　※２分の１を超える場合は
　介護保険料のみを年金から徴収
●世帯内の国保の被保険者全員が65～74歳

◆以前から特別徴収で保険料を納めている人

◆今年度から新たに特別徴収で保険料を納める人

保険料の納付方法保険料の納付方法

　保険料は、年金天引き(以下｢特別徴収｣という)
で納付する人を除き、毎年４月から翌年３月まで
の１年分を、７月(第１期)から翌年３月(第９期)ま
での年９回の納期で納付していただきます。

国民健康保険のための所得申告国民健康保険のための所得申告

特定健康診査の受診を特定健康診査の受診を

　国保加入者で、市・県民税の申告または所得税
の確定申告をしていないと思われる人に、｢平成30
年度(平成29年分)国民健康保険所得申告書｣を送付
しました。収入の有無にかかわらず、保険医療助
成課または各総合支所市民福祉課(市民課)に直接ま
たは郵送で提出してください。提出しないと所得

が不明ということで、適正な保険料の軽減などの
措置や医療給付が受けられないことがあります。

　対象者には、６月末から特定健康診査の受診券
を順次送付しています。自分の健康管理のため、
ぜひ受診しましょう。なお、７月から訪問や電話
(津市が委託する事業者から)で特定健診の案内と
受診の呼び掛けを行いますのでご理解ください。
　健康診査の内容など詳しくは、受診券に同封の
案内または広報津６月16日号と同時期に配布の
｢平成30年度がん検診と健康診査のご案内｣をご
覧ください。 
問い合わせ　保険医療助成課保険担当(特定健診)
　　　　　　　229-3317　　229-5001

　日頃忙しい人や、うっかり納め忘れてしまいが
ちな人のために、簡単で便利な口座振替をお勧め
します。手続きは、市内に支店のある金融機関(ゆ
うちょ銀行含む)の窓口へ、保険証または納入通知
書と通帳、通帳印(届け出印)を持参の上、お申し
込みください。 
　なお、申し込んだ月の翌月末の納期分から口座
振替を開始します。

納付には便利な口座振替を納付には便利な口座振替を

　津市国民健康保険に加入の皆さんの健康寿命の延
伸と医療費適正化を目指し、津市第２期国民健康保
険保健事業実施計画・津市第３期国民健康保険特定
健康診査等実施計画を策定しました。今年度から
2023年度まではこれらの計画に基づき、予防可能な
疾患を見極め、効果的・効率的に保健事業を実施し
ます。詳しくは、津市ホームページをご覧ください。

効果的な保健事業を実施します効果的な保健事業を実施します

　お薬手帳は、あなたが使っている薬を記録する
ための手帳ですので、医療機関や薬局に必ず持っ
て行きましょう。また、お薬手帳は薬局ごとに持
たず、１冊にまとめましょう。 
お薬手帳のメリット 
●薬の重複や不適切な飲み合わせ
　を防ぐことができる 
●副作用歴、アレルギー、過去の
　病気などが明確に伝えられる 
●災害時などにいつもの薬が分かる　など　 

お薬手帳を活用しましょうお薬手帳を活用しましょう

※各期の納期限は、各月の末日(12月は25日)ですが、該当日が　
　土・日曜日、祝・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

 普通徴収

特別徴収の人が口座振替を希望するときは
　特別徴収を開始する月の３カ月前の月末までに
申出書を提出してください。
　申し出には、印鑑、納入通知書または国民健康
保険被保険者証(以下｢保険証｣という)のほか、新規
に口座振替を依頼する場合は、｢津市市税等口座振
替依頼書｣の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で
口座振替手続きが必要)も併せて必要となります。

 特別徴収

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

納期限 ７月
31日

８月
31日

10月
１日

10月
31日

11月
30日

12月
25日

来年
１月
31日

来年
２月
28日

来年
４月
１日

納期限 徴収月

普通徴収で納付 特別徴収で納付

７月
31日

８月
31日

10月
1日

10月 12月 来年２月

徴収月

仮徴収 本徴収

津市国民健康保険加入中の40～74歳の人へ

４月 ６月 ８月 10月 12月 来年２月

第1期 第2期 第3期

津市　特定健康診査・特定保健指導|HP 検索



国民年金からのお知らせ
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広報津

　全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続
希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請
しなくても引き続き審査を受けることができま
す。ただし、所得の申告が必要です。
　災害や失業などによる全額免除(猶予)申請と一
部免除申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が
必要ですのでご注意ください。

持参するもの
●年金手帳または基礎年金番号通知書
●マイナンバーカードまたは通知カード(本人確
　認できるものも必要）
●印鑑(本人が署名をする場合は不要）
●雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職
　票などの写し(失業を理由とする申請の場合)
●在学証明書の原本または学生証の写し(学生納付
　特例申請の場合)
申請先　津年金事務所(　228-9112)または保険
　医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

(扶養親族等の数＋１)×35万円＋22万円

78万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等
118万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等
158万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等

118万円＋扶養親族等控除額
 ＋社会保険料控除額等

　所得が少ないなど、国民年金保険料(以下「保険
料」という)を納めることが経済的に困難な場合に
は、保険料の納付が免除または猶予される制度を利
用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、
老齢基礎年金を受け取ることができなかったり、万
が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取
ることができなかったりする場合があります。

　免除などが受けられる所得の基準は、次表のと
おりです。

免除(全額免除・一部免除)
　本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
の場合
納付猶予
　50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一
定額以下の場合
※平成28年７月１日より、対象年齢が30歳未満
　から50歳未満へ拡大しました。(平成28年７月
　分から対象)
学生納付特例
　学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

区　分 所得の基準(前年所得が下の計算式で計算した金額の範囲内)

老齢基礎年金

全額免除 

　　3/4免除

　　半額免除

　　1/4免除
納付猶予
学生納付特例 
未納 

年金額への反映
反映割合

障害基
礎年金

受給資格期
間への算入

受給資格期間へ
の算入

遺族基
礎年金

国民年金からのお知らせ
平成30年７月１日発行
保険医療助成課

　229-3162　　229-5001

免除などの所得の基準免除などの所得の基準

申請可能期間の注意点
●申請時点の２年１カ月前の期間まで申請できます。
●申請可能期間内に50歳に到達するときは、その
　前月までが納付猶予の対象期間です。
●平成26年４月より、災害や失業などによる特例
　免除の対象期間が、災害や失業などがあった前
　月から翌々年の６月までになりました。

免除などの申請手続き免除などの申請手続き

免除などの継続の取り扱い免除などの継続の取り扱い

保険料を納めることが難しい場合は保険料を納めることが難しい場合は

免除などと未納は違います免除などと未納は違います
　「全額免除・一部免除」などと「未納」は、次
表のような違いがあります。

　一部免除が承認された期間は、納付すべき保険料
を納付していることが必要です。反映割合のかっこ
内は、平成21年３月以前の免除期間の割合です。

全額免除

　　3/4免除

　　半額免除

　　1/4免除

納付猶予

学生納付特例

一
部
免
除

一
部
免
除

○

○

○

○

○
×

○

○

○

○

○
×

○
 1/2（1/3）

○
 5/8（1/2）

○
 6/8（2/3）

○
 7/8（5/6）

×
×
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か満額に近づけることもできます。なお、すでに老
齢基礎年金を受給している人は加入できません。
持参するもの
●年金手帳または基礎年金番号通知書
●マイナンバーカードまたは通知カード(本人確
　認できるものも必要）
●通帳、金融機関届け出印
※共済年金の加入期間がある人は、加入期間を証
　明するものが必要になる場合があります。
申請先
　津年金事務所(　228-9112)または保険医療助
成課、各総合支所市民福祉課(市民課)

　保険料は２年を経過すると納めることができま
せんが、後納制度を利用すれば、過去５年以内に
納め忘れた保険料を納付して、将来受け取る年金
額を増やすことができます(平成30年９月末ま
で)。後納制度が利用できる人の範囲など、詳し
くは津年金事務所へお尋ねください。 

15,170円
15,260円
15,520円
15,310円
15,160円
15,130円
15,280円
15,610円
16,260円
16,490円

11,380円
11,440円
11,640円
11,470円
11,360円
11,350円
11,460円
11,700円
12,190円
12,370円

7,580円
7,630円
7,760円
7,650円
7,580円
7,570円
7,640円
7,800円
8,130円
8,240円

3,790円
3,810円
3,880円
3,820円
3,780円
3,780円
3,820円
3,900円
4,060円
4,120円

全額免除
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度

半額免除３/４免除 １/４免除

　免除の承認を受けた年度の保険料を、平成30年
度に追納する場合の月額は次表のとおりです。平
成27年度以前は保険料に加算額が上乗せされま
す。納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間
の追納額は、全額免除と同じです。

平成30年度に追納する場合平成30年度に追納する場合

　保険料を当月末振替にすると月々50円の割引
「早割」があります。その年度の保険料を２年
分・１年分・６カ月分まとめて口座振替にする
と、さらに割引額が大きくなりお得です。手続き
は、津年金事務所または金融機関へ、年金手帳、
通帳、金融機関届け出印を持参してください。 
※保険料を追納する場合は、口座振替は利用で
　きません。 

納付は便利でお得な口座振替で納付は便利でお得な口座振替で

　クレジットカード納付は、クレジットカード
を提示して直接納付するのではなく、被保険者
自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的に
クレジットカード会社が日本年金機構に立替納
付を行うものです。手続きは、津年金事務所ま
たは保険医療助成課、各総合支所市民福祉課
(福祉課)へ年金手帳、クレジットカード、印鑑
を持参してください。
※クレジットカード納付では口座振替の｢早割｣
　は適用されません。また、６カ月前納、１年
　前納、２年前納の割引額は、現金納付の割引
　額になります。 

クレジットカード納付ができますクレジットカード納付ができます

保険料の後納制度保険料の後納制度

　平成29年８月１日からは、これまで25年以上必
要だった受給資格期間(保険料を納付した期間や免
除された期間など)が、10年以上あれば老齢基礎年
金を受け取ることができるようになりました。 

老齢年金の受給資格期間が短縮されました老齢年金の受給資格期間が短縮されました

付加保険料で受給額を上乗せ付加保険料で受給額を上乗せ
　付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすた
めに、国民年金の第１号被保険者(任意加入者含む)
が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う
保険料です。付加年金の受給額は200円×払い込
み月数になります。ただし、保険料の免除、猶予
を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保
険料を納められません。

高齢任意加入制度高齢任意加入制度
　60歳までに受給資格期間を満たしておらず老齢
基礎年金の受給資格がない人は、任意加入するこ
とで受給資格を得られる場合があります。また、
40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎
年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額

保険料が追納できます保険料が追納できます
　保険料免除などの期間があると、全額納付した
ときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりま
すが、10年以内であれば、古い期間から順に追納
して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度か
ら起算して３年度目以降に追納する場合、当時の
保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされ
ます。なお、すでに老齢基礎年金を受給している
人は追納できません。

付加保険料を10年間納めると、年額
24,000円が受給額に上乗せされます例

200円 12カ月　10年
（払い込み月数）

24,000円
（年額）
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