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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。

広
告
掲
載
欄 総合受付

0120-81-2403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・土日祝相談可 （要予約）
に　 し　お　さんは　 い

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
※本広告は，平成31年1月時点のものです

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＞ 他

松阪駅1分 名古屋駅2分
⇒

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＞

（株）心相続 他

  平日  9時～22時
土日祝9時～18時受付
12/31～1/3は除く。大型連休中の休業や臨時
休業もございます。詳細はHPをご覧ください（　 　　　　　　　　　　 　  ）

相続税額 無料診断サービス

三重県立美術館と連携した図工のワークショップが北立誠小学校で開催され、２年生の皆さんは楽しそうに取り組んだ(１月18日 江戸橋一丁目)表紙

News
P４

P10 津ぅＳＨＯＴ～ツーショット～津ぅＳＨＯＴ～ツーショット～

特集
P２ 地域の課題解決に取り組んでいます地域の課題解決に取り組んでいます

一人親家庭の母・父を支援します一人親家庭の母・父を支援します

地域懇談会 スタートから３年地域懇談会 スタートから３年
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　地域懇談会は、地域で活動する団体の代表者や地域の皆さんと市長が直接対話し、一緒に
地域の課題を考える場です。市全域を37地区に分け、平成27年10月から開催しています。
現在、７巡目を開催中です。１回の懇談会に25人ほどが参加し、15項目程度の意見が出て
います。

地域の課題解決に取り組んでいます
地域懇談会 スタートから３年

平成27年10月１日～平成30年12月10日

回

人

件

開催回数

ご意見数

延べ参加者数

開催のポイント

●懇談は地域課題全般とし、
　内容に制限を設けない
●懇談内容の事前聞き取りはしない
●頂いた声を曖昧にしない

自治会、地区社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、ＰＴＡ、消防団、自主防災組
織、農業協同組合、漁業協同組合、土地改
良区など農林水産業関係者、商工会、商店
連盟など商工業関係者、体育振興会、ス
ポーツ少年団、文化協会、子ども会、地区
見守隊、青少年育成協議会、放課後児童ク
ラブ、老人クラブ、婦人会、ボランティア
連絡会、まちづくり協議会などたくさんの
人が参加しています。

対峙ではなく連携していく関係へ

209
5,467
3,094

たいじ
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問い合わせ　地域連携課　　229－3110　　229－3366

251件
133件
104件
103件
　96件

18.39％

13.48％

12.77％

10.37％
8.27％

0.16％

8.08％

5.75％

1.49％
3.01％

3.46％
3.75％

4.04％
4.04％

2.94％

道路の修繕、整備など
学校施設の修繕、整備など
民生・児童委員に関すること
避難施設に関すること
消防団に関すること

通行区分のラインを施工し、歩行者と
自転車を分離

改修後の旧明村役場庁舎に「放課後子
ども教室」を開設

事例

１
地域の目線でしか気付かないことにも細かく対応！

こんなことが実現しました！

どんなことが話し合われているの？

相談上位５件

主な課題項目

都市空間

高齢・
障がい福祉

教育

防災
住環境

対話・連携

農林水産

消防

行政経営

スポーツ・文化

子ども・子育て

環境 商工観光

保健・医療

その他

市営住宅で「ふれあい・いきいきサロ
ン」事業を開催　

高齢者の買い物支援のため、移動販売
車の公園占有を許可

前例はなくても、地域の柔軟な発想に応える！

危機管理部と健康福祉部が連携し、避難行動要支援
者名簿にひとり暮らし高齢者実態調査の情報を反映

国・県・津市の道路管理者と警察などが
連携し、効果的な交通安全対策を実施

縦割りでは進みにくいことを横断的に連携して対応！

事例

２

事例

３
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自立支援教育訓練給付金

登録方法
　津市ホームページの「津
市メールマガジン」から

　一人親家庭の皆さんに役立つ支援情報などを
メール配信しています。ぜひご登録ください。
配信日　毎月１日　
費　用　無料　※通信費は自己負担

 母子家庭等の相互扶助と自立支援などの福祉向上を推
進する組織です。市内に10の支部があり、会員相互の
交流・親睦を目的とする事業や、悩み相談、公的支援の
案内などを行っています。
問い合わせ　津市母子父子寡婦福祉会(津市ふれあい会館
内)　Ｔ223-2085(月曜日、祝・休日、年末年始を除く)

津市母子父子寡婦福祉会の紹介

メールマガジンを配信

母・父の就業や就学を支援

一人親家庭の母・父を支援します

　看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士、放射線技師、栄養士、歯科
衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理
師などの資格取得のため、１年以上養成機関で学
ぶ場合に、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓
練修了支援給付金を支給します。事前にご相談く
ださい。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●養成機関で１年以上のカリキュラムを修業し、
対象資格の取得が見込まれる人
●仕事または育児と修学の両立が困難であると認
められる人
●過去に同給付金を受けたことがない人
●同趣旨の給付金(求職者支援制度における職業
訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める
訓練延長給付金など)を受給していない人
高等職業訓練促進給付金
支給額(月額)　市民税非課税世帯は10万円、市民
　税課税世帯は７万500円(最長３年間)
高等職業訓練修了支援給付金
（養成機関の修業課程修了後）
支給額　市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
　世帯は２万5,000円

高等職業訓練促進給付金等
　医療事務やヘルパーなどの仕事に必要な技能や
資格を取得するため、指定された教育訓練講座を
受講し、修了した場合に給付金を支給します。な
お、受講前に申請し、対象講座の指定を受ける必
要がありますので、事前にご相談ください。
対　象　市内に在住で、次の全ての要件を満たす
　一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●当該教育訓練が適職に就くために必要であると
認められる人

●過去に同給付金を受けたことがない人
支給額　かかった費用の60%
　(１万2,001円から20万円まで)

　母子自立支援プログラム策定員が、就業を希望
する一人親家庭の母または父を対象に面接・相談
等を行い、ハローワークなどの関係機関と連携し
て就業や自立を支援します。
相談日　毎週火・木曜日９時～17時(祝・休日、
　年末年始を除く)　※変更になる場合がありま
　すので、事前にお問い合わ
　せください。
ところ　こども支援課

母子自立支援プログラム

問い合わせ　こども支援課　　229－3155　　229－3451　各総合支所市民福祉課(福祉課)

津市全体交流事業
平成30年度 津市総会
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2020年度中の住宅移転の事前相談は今年の５月末まで
2

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2020年度から
で、補助金の申請には次の事前相談が必要です。

　2020年度に補助金の交付を申請する人は、電話
予約の上で、次の相談期間中に事前相談を行うこ
とが必要です。
相談期間　３月１日(金)～５月31日(金)　
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、2020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、久居地域、美里地域、白山地
域、美杉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。

補助金についての事前相談

津市がけ地近接等危険住宅移転事業 補助の内容
対象事業 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。

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 土砂災害マップ│

問い合わせ　市営住宅課　Ｔ229－3188　Ｔ229－3213　 久居分室　Ｔ255－8853　Ｔ255－5586

80万2,000円

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは

1
TSU NEWS

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課　　266－2510　　266－2522
芸濃名所めぐり＋津の名所旧跡2019春夏
気軽にお得に芸濃地域を巡ってみませんか

　芸濃ふるさとガイド会の案内で芸濃・津地域の名
所旧跡を巡るバスツアーです。乗降場所は、津駅、
芸濃総合文化センターからお選びください。
乗降場所、時間　
●ローソン津駅前店前(栄町三丁目)…９時30分
集合、16時到着(Ⓐ-㋷コースのみ14時40分集
合、20時到着)　※集合場所までは公共交通機
関をご利用ください。
●芸濃総合文化センター…10時集合、16時30分到着
(Ⓐ-㋷コースのみ14時10分集合、19時20分到着)
定　員　各コース抽選20人
費　用　各コース1,000円(保険代、食事代、土産
代)、★印のコースはスペシャルランチコース
で1,500円
申し込み　往復はがきで希望コース番号、希望の
乗降場所、代表者の住所・電話番号、参加者全
員(３人まで)の氏名・年齢を芸濃総合支所地域
振興課(〒514-2292 芸濃町椋本6141-1)へ
　※はがき１枚につき１コースのみ

コース
番号 コース と　き 申込締切

（必着）
Ⓐ－㋑　★
Ⓐ－㋺
Ⓐ－㋩
Ⓐ－㋥　★
Ⓐ－㋭
Ⓐ－㋬　★
Ⓐ－㋣
Ⓐ－㋠　★　
Ⓐ－㋷

Ⓑ－①

Ⓑ－②

Ⓑ－③

浄得寺の五色椿と安濃ダム見学
桜の名所普門寺と北神山の花街道
「龍王桜」咲く長徳寺と座禅体験（希望者）
新緑の石山観音、静寂に佇む磨崖仏めぐり　
霊樹大椋と参宮で賑わった椋本の町並み
連子格子の町並み楠原宿と安濃ダム見学
安濃鉄道萩野駅跡と萩野のまち散策
初夏の山里 平維盛ゆかりの成覚寺
椋本宿散策と行燈灯る楠原宿
河内渓谷、錫杖湖畔「桜」ウォーキング
（約6.9km）　※雨天中止の場合あり
伊勢別街道ウォーキング 楠原宿～椋本宿
（約7.3km）　※雨天中止の場合あり
歴史街道ウォーキングと石山観音磨崖仏めぐり
（約6.0km）　※雨天中止の場合あり

３月28日㈭
４月４日㈭
４月18日㈭
５月16日㈭
５月23日㈭
６月13日㈭
６月20日㈭
７月４日㈭
８月14日㈬

４月11日㈭

５月９日㈭

６月６日㈭

３月14日㈭
３月21日（木・祝）
４月４日㈭
５月２日（木・休）
５月９日㈭
５月30日㈭
６月６日㈭
６月20日㈭
７月31日㈬

３月28日㈭

４月25日㈭

５月23日㈭

昨年の様子(左／普門寺、右／石山観音)

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



○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 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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問い合わせ　市民課
　229－3144　　221－1173マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した住所異動

３・４月に住所を異動する皆さんへ

市民税課
　229－3129　　229－3331

３月29日（金）までに手続きを
軽自動車・バイクなどの廃車

環境保全課
　229－3398　　229－3354

転出・転居により住まいが
空き家になる人へ

高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

シルバーエミカの乗車ポイント
３月末までにご利用を

収税課
　229－3135　　229－3331

市税の納付は便利な口座振替でお知らせ

車両の種類 手続き場所・問い合わせ

原動機付自転車
（125㏄以下）、小
型特殊自動車

市民税課（Ｔ229－3129）
または各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は
市民税課久居分室）

軽二輪（125㏄超
250㏄以下）、小
型二輪自動車
（250㏄超）

三重運輸支局（雲出長常
町1190－9、Ｔ050－5540－
2055）

三輪・四輪の軽
自動車

軽自動車検査協会三重事
務所（雲出長常町1190－
10、Ｔ050－3816－1779）

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用できる窓口 各窓口の開庁時間

※５　外国籍の人を含む世帯の住所異動は取り扱っていません。

※１　転出証明書は発行されませんので、新しい住所地で転入
届を行う際は、必ずマイナンバーカード（顔写真付き）・住民
基本台帳カードをお持ちください。
※２　平日９時から17時まで（一部の出張所は16時まで）の取り
扱いとなります。
※３　マイナンバーカード（顔写真付き）・住民基本台帳カード
の住所の書き換え手続きは取り扱っていません。市本庁舎市
民課または各総合支所の窓口で手続きしてください。
※４　転出証明書が発行されている場合は手続きできます。

転出※１ 転居 転入
市民課（市本庁舎）

各総合支所市民福祉課（市民課）

各出張所※2

アストプラザオフィス※2

市本庁舎
窓　口 開庁時間

市民課

月～金曜日
８時30分～17時15分
（祝・休日を除く）

月～金曜日
９時～16時
（祝・休日を除く）
月～金曜日
８時30分～20時
土・日曜日、祝・休日
８時30分～17時
月～金曜日
17時15分～21時
土・日曜日、祝・休日
８時30分～18時

久居（市民課）、河芸・芸濃・美
里・安濃・香良洲・一志・白山・
美杉（市民福祉課）
一身田・神戸・高茶屋・榊原・
栗葉・千里ヶ丘・波瀬・家城・
大三・倭・八ツ山・竹原・太郎
生・伊勢地・八幡・多気・下之川

高野尾・大里・白塚・栗真・安
東・櫛形・片田・藤水・雲出

総合支所

出張所
※5

アストプラザオフィス※5

久居総合支所時間外証明書発行等窓口
※5

○

○

○

○

○

○

○

△※3

△※3

△※3

○

○

×※4

×※4

×※4久居総合支所時間外証明書発行
等窓口

　軽自動車やバイクは、４月１
日時点で車両を所有している人
に、１年分の税金がかかりま
す。３月29日までに廃車手続き
をしないと、引き続き課税され
るのでご注意ください。
　なお、軽自動車税の税率(年
額)については、広報津12月１
日号折り込み紙をご覧いただく
か、市民税課へお問い合わせく
ださい。

　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。納める手間や納め忘
れがなく便利です。
　口座振替の申し込みは納期月
の前月末までに、振替希望口座
の預貯金通帳、届出印、市税の
納税通知書をお持ちの上、市内
に本・支店のある金融機関で手
続きしてください。３月中に手
続きすると、平成31年度固定資
産税・都市計画税第１期分から
口座振替ができます。

　空き家の管理は所有者の責任
です。住まいが空き家になる場
合、建物や門扉を施錠し、定期
的な建物の状態確認や敷地内の
除草、庭木の剪定など適切な管
理をお願いします。

　利用する予定がない空き家
は、賃貸や売却などの利活用、
老朽化したり管理が困難な空き
家は、取り壊しを考えましょう。

　シルバーエ
ミカは、毎年
2,000ポイン
ト(１ポイント
１円相当)を上限に、前年度に使
用した乗車ポイント分をチャー
ジしています。ポイントチャー
ジの対象は、３月31日までに使
用した乗車ポイントです。今年
度中に使用しなかった乗車ポイ
ントは４月１日以降も使用でき
ますが、今回のポイントチャー
ジの対象とはなりませんのでご
注意ください。
　なお、ポイントチャージの開始
日は、後日、広報津などでお知
らせします。

せんてい

　住所の異動届は、マイナンバーカード(顔写真付き)・住民基本台帳カードを利用して手続きすること
ができます。窓口によって取り扱いが異なりますので、以下をご覧ください。



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
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都市政策課
　229－3181　　229－3336

都市計画の変更原案の縦覧

建築指導課
　229－3187　　229－3336

３月１～７日は建築物防災週間

津リージョンプラザ
　229－3300　　229－3344

津市民文化祭音楽部門「軽音楽」
～第32回Friendship!軽音楽～

事業推進課
　224－5106　　224－9944

ボートシネマ「ANNIE」

イベント

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

通訳ボランティアバンク

募　　集

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

就農支援「市民農業塾」

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

第12期日本語指導ボランティア
養成講座

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
ママと赤ちゃんのふれあい教室

縦覧期間　３月１日(金)～15日(金)
縦覧場所　都市政策課
内　容　津都市計画地区計画の
変更(南が丘四丁目地区地区計
画の決定)

意見書の提出　３月１日(金)～
22日(金)に、変更原案に係る
区域内の土地所有者または利
害関係人は、市長宛てに意見
書を提出できます。

　建物やブロック塀の適切な維持
保全は、思わぬ事故を防いだり、
災害時の被害を軽減したりするこ
とにつながります。この機会に所
有している建物やブロック塀の安
全性を再確認し、万が一に備えて
ください。確認方法など詳しくは
お問い合わせください。

と　き　３月23日(土)18時30
分～(18時開場)

ところ　津リージョンプラザお
城ホール

入場料　前売券500円、当日券
700円(全席自由)

※津リージョンプラザや各総合
支所地域振興課など津市内の
一部の公共施設で、前売券と
の引換券を配布

出演バンド　The Salts and 
Sugars(ビッグバンドジャズ)、
THE WHITE MOUNTAIN
(ロックバンド)、フレミングの法
則。(ギターデュオ)、Le Nonne
(フルートデュオ)、PEACH(Ｊ
ポップ)、Not Found(ロックバ
ンド)、JACKSON PARTY(Ｒ＆
Ｂバンド)

と　き　３月９日
(土)①10時10分～ 
②13時30分～ ※
受け付けは①９時
30分～ ②13時～
ところ　津市モー
ターボート競走場
ツッキードーム
入場料　100円(20歳未満は無料)
定　員　先着各500人

と　き　４～来年３月の隔週土
曜日８時(秋冬期は９時)～11時

ところ　垂水地内農地
内　容　プロの農業者による露
地栽培・ハウス栽培実習、土
壌など農業全般に関する座学
対　象　市内に在住の20～64歳
で、新たに農業を始めたい人、
農業法人などへの就職を希望
する人、農作物を栽培して販
売してみたい人
定　員　12人(書類選考あり)
費　用　１万円(資料代などを含む)
申し込み　直接窓口または電話
で農林水産政策課へ
締め切り　３月29日(金)

　普段何気なく使っている日本
語を見直し、再発見する楽しさ
を感じながら、一緒に学んでみ
ませんか。
と　き　４～８月の第２・４土曜日
13時30分～15時30分(全12回)
ところ　中央公民館情報研修室
定　員　先着25人
申し込み　電話またはファクス
で教委人権教育課へ
申込開始日　３月５日(火)

　初めて日本の学校に転入学す
る外国につながる児童や生徒、
その保護者への通訳をしていた
だける人を募集しています。通
訳言語は問いません。申し込み
方法など詳しくはお問い合わせ
ください。

　ホホバオイルを
使ったスキンシップ
を通し、ママと赤
ちゃんの絆を深めな
がら仲間づくりをし
ませんか。
と　き　４月４日・18日、５月
９日・16日・30日いずれも
木曜日10時～11時(全５回)
ところ　中央公民館和室
対　象　開講時にワクチン予防
接種済みのおおむね３～６カ
月の赤ちゃんと母親
定　員　抽選７組
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、赤ちゃん
の月齢、電話番号を中央公民
館(〒514-0027 大門7-15)へ
締め切り　３月18日(月)必着

休日納付相談・納付窓口
３月17日 　９：00～15：00
●市税…収税課(市本庁舎２階、
Ｔ229－3136)、特別滞納整
理推進室(市本庁舎２階、Ｔ
229－3216)
●国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料…保険医療助成課
(市本庁舎１階、Ｔ229－3161)
●介護保険料…介護保険課(市
本庁舎１階、Ｔ229－3149)

●利用者負担額(保育料)…子育
て推進課(市本庁舎３階、Ｔ
229－3167)



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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イベント

募　　集

地　域 人権擁護委員（敬称略）
稲垣　博美
加藤　春美
河邑　洋子
倉田　幸夫
小林　良子
髙倉　保夫
豊田　芳夫
中尾　俊一
大井　廣子
大西　美知代
本多　民子
中村　潔
中村　陽子
村林　眞知子
細谷　演夫
野田　明美
田村　綾子
岡山　ひとみ
松本　嘉久
梅澤　和紀
奥野　秀子

津

久　居

河　芸

芸　濃
美　里
安　濃
香良洲

一　志

白　山
美　杉

お知らせ
ご存知ですか？人権擁護委員
　人権擁護委員は、法務大臣か
ら委嘱され、地域の皆さんから
人権相談を受け、問題解決のお
手伝いや人権について関心を
持ってもらう啓発活動を行って
います。津市では以下の皆さん
が活動しています。

　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

初瀬街道周辺ウオーキング
　３月17日(日)９時～12時ごろ
(受け付けは８時30分～、小雨決

行)　　猪の倉温泉バーベキュー
ハウス前(白山町佐田)集合　　
猪の倉温泉→成願寺→初瀬街道
→倭白山比咩神社→猪の倉温泉
(約11㎞)　※田舎汁の振る舞い
あり　　100円(保険料など)
　白山町レクリエーション・スポー
ツ大会実行委員会(白山総合支所
地域振興課内、　262－7011)

河芸町陶芸サークル 合同作陶展
　ろくろ会・釉・金窯会が日頃
の制作活動の成果を披露します。
　３月13日(水)～17日(日)10時
～16時　　アスト津５階ギャラ
リー２
　同サークル担当(　090－4854－
6174)

新入学留学生への生活支援物資
　新学期を迎え、
新しい留学生が来
日します。不慣れ
な日本での生活を
支援するため、せっけん、洗
剤、タオルなど未使用の日用品
を提供してください。
　３月１日(金)～20日(水)　　
市本庁舎３階市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流課
内、　229－3146)

ＪＲ名松線全線復旧３周年記念
ウオーク
　ガイドの説明を受けながら、
ミツマタ群生地まで歩く往復約
５㎞のウオークです。

　３月24日(日)９時～　　ＪＲ
伊勢奥津駅前(美杉町奥津)集合
　　100人
　３月８日(金)～15日(金)に電
話またはファクスで、伊勢奥津
駅前観光案内交流施設「ひだま
り」(　・　212－0168)へ

自衛官候補生など
　防衛省では、平成31年度採用
の自衛官候補生・一般曹候補生・
一般幹部候補生・予備自衛官補を
募集しています。応募資格など詳
しくは、自衛隊三重地方協力本部
のホームページをご覧ください。
　同本部津募集案内所(　224－
4324)

平成31年度みえ夢学園高校
科目履修生
 ４月から１年間の科目履修生を
募集します。科目は、陶芸実習、点
字、中国語、クラフトデザインです。
　20歳以上の初心者　　各若干
人　　１科目3,408円(教材費が
別途必要)
　３月13日(水)～15日(金)10時
～17時に同校(　226－6257)へ

いっぱい歌っていっぱい遊ぼう
　３月25日(月)13時～15時30分
　サンヒルズ安濃交流館教養娯
楽室　　音楽療法、ゲーム、お
茶とお菓子でふれあい喫茶　　
発達に不安のある子ども(小学生
以下)と保護者　　　30人
　３月８日(金)～18日(月)に津市
社会福祉協議会(　246－1165)
へ

■津市民体育大会
種　目 と　き ところ 対　象 申込期間

３月11日㈪～29日㈮バスケットボール
（一般の部）

サオリーナサブアリーナ、
芸濃総合文化センター内アリーナ

４月14日・21日・28日
いずれも日曜日

津市バスケットボール協会
加盟チーム（高校生以上）

きんようかいゆう

はせ



　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

種　目 受講料（半期分）

柔道・剣道・空手道・太
極拳・弓道・なぎなた
（各40回程度）

空手道・居合道・太極拳
（各20回程度）

１万5,000円

１万1,100円

面談・電話相談
（予約優先）

第１～４火曜日13時～18時

第３火曜日10時～12時

とき（毎月） 内　容

武道教室(４～９月)
　三重武道館

　小学生以上(弓道は中学生以上)
　３月30日(土)までに、三重県
武道振興会事務局(津市産業・ス
ポーツセンター内)にある所定の
申込用紙に必要事項を記入し、
同会へ(日曜日、祝日を除く)
　同会(　229－2100)

第９期ふれあいカレッジ
　生涯学習を楽しく学び、新し
い仲間と共に生き生きした人生
を目指しましょう。
　５～10月の火曜日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　　講座「高齢者の交通安全
体験学習」「津の歴史探訪」「身近
な法律関係」「ストレス社会を生
きる」「健康食品で命を落とさな
いように」「異常気象が起こる理
由」、デジタルドームシアター、
グループ活動など　　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(土)までに、所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵送
またはファクスでふれあい長寿津
事務局(〒514－0116 夢が丘二丁
目7-5 宇都宮宛、　233－6365)へ
　同事務局担当(　090－6089－
1526)

春休み子ども料理教室(和食)
　４月３日(水)10時～13時30分
　中央保健センター栄養指導室
　飾りいなりずし、かきたま汁、
和菓子　　市内に在住の小学３
年生～中学生　　　16人　　
1,700円(材料費を含む)
　３月７日(木)９時からＥメー

ルでマザーズエイド(　mother
saidmie@gmail.com)へ
※マザーズエイドホームページ
からも申し込みできます。
　マザーズエイド担当(　090－
1414－4789)

太極拳初級講習会(無料体験可能)
　半年コース…４～９月の毎週
木曜日19時～21時、１年コー
ス…４～来年３月の第１・３土
曜日10時～12時　　橋南市民
センター、橋南会館　　１万
1,000円(入会金1,000円を含む)
　３月29日(金)までに電話また
はファクス、Ｅメールで日中友
好協会三重県連合会(　246－
8580、　226－7086、　tsu-
taikyoku@mie-eiga.co.jp)へ

転倒予防教室
　３月28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「生きがいづくりにつ
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249回住民健康講座
　３月14日(木)14時～15時　
　久居総合福祉会館　　園田茂
さん(藤田医科大学七栗記念病院
病院長)による講座｢知って役立
つ 回復期リハビリテーション｣
　久居一志地区医師会(　255－3155)

薬を知る講座
　３月10日(日)10時～12時　
　津リージョンプラザ２階第２
会議室　　「脳卒中を起こさない
ために 高血圧、高脂血症の薬に
ついて」をテーマに薬剤師による
薬の効能の解説と個人相談など

　津薬剤師会(　255－4387)

第８回出前！市民公開講座
　３月26日(火)15時～16時　
　中央保健センター　　室町順
之さん(臨床心理士)による講演
「体と一緒に頭も体操しよう～楽
しくできる認知症予防～」
　三重中央医療センター(　259－
1211)

司法書士による相談会
　３月13日(水)13時30分～16
時30分　　市本庁舎６階61会
議室　　相続、多重債務、金銭
問題など　　　８人　
　３月５日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　
解雇、賃金、セクハラ、人事、
配置転換、労働契約などの相談
　同会総合労働相談所(　228－
6064)へ

登記相談(要予約)
　毎月第２・４火曜日13時～
16時　　三重県土地家屋調査士
会館(河辺町)　　不動産(土地・
建物)の調査、測量、表示登記、
境界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

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)
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　園児たちが、地元特産の一志米を使って五平餅を作り
ました。出来上がったアツアツの五平餅をおいしそうに
頬張っていました。

楽しい五平餅作り
１月29・30日　高岡幼稚園、川合幼稚園

正月の風物詩！
１月１日 　香良洲町馬場区内

　四季の彩り祭り「新春祭」が開催され、押し花等
の作品展示や創作体験、舞踊、太鼓などのステージ
発表を多くの人が楽しみました。

名松線ミニ列車でゲーム
１月14日　イオンモール津南(高茶屋小森町)

日頃の成果を発表
１月12日 　久居総合福祉会館

　市無形民俗文化財に指定されている馬場区獅子舞が
行われ、早朝から夕方にかけて各戸を回り、舞を披露
しました。

　美杉地域のＰＲイベント「津市美杉町フェア・おこ
しなして」が開催され、特産品の販売などが多くの人
でにぎわいました。

決意を新たに！
１月13日　市河芸庁舎
　津市消防団河芸方面団の表彰伝達式が行われまし
た。団員の皆さんは地域の安全を守るため、一丸と
なって活動していく決意を新たにしました。
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　地区学フェスティバルの中で、人権について学ぶ
児童らによる人権劇「西光万吉物語」が発表され、
観客の皆さんからは温かな拍手が送られました。

　津市民文化祭音楽部門「太鼓演奏」が開催され、
訪れた皆さんは各団体の迫力ある演奏に聞き入って
いました。

練習の成果
１月28日 　中野文化会館

　４年生の皆さんがユニバーサルデザイン体験教室を
行い、歩道の点字ブロックやアイマスク体験などで「だ
れにもやさしいまちづくり」について学びました。

　津市社会福祉大会が開催され、社会福祉の増進に
貢献した個人、企業、団体へ表彰状・感謝状の贈呈
が行われました。

車いす体験
１月18日　村主小学校

社会福祉貢献者への表彰式
１月26日　津リージョンプラザ

響きわたるリズム
１月20日 　サンヒルズ安濃ハーモニーホール

一生に一度の晴れ舞台
１月13日　サオリーナ
　津市成人式が開催され、成人を迎えた皆さんは中
学生時代の恩師からのビデオレターやよさこい演舞
などを楽しみました。
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　役所では、条例および規則によって各部署の業
務が定められており、職員には責任を持って自分
の担当する業務を遂行することが求められます。
　この縦割り体制が住民サービスの妨げとなる場
合があることから、近年、各種手続きや、支払い
などの窓口業務を一元化して利便性の向上を図る
など、各地で組織体制の見直しが進んでいます。
　しかしながら、いまだ各部にまたがる特殊な案
件に対しては、引き受け部署が決まらず立ち往生
するケースがしばしば発生しているのが実情です。
　いわゆるたらい回しの解消には、役所全体を見
渡し内部を自由に動き回って各部署の連携をコー
ディネートする存在が必要です。津市の場合、そ
れは地域懇談会を担当する地域連携課の職員たち
になります。
■前例がなくても実現する
　殿舟団地に向かう路線バスが１日14便から11便
に減便されたのは平成28年春のこと。住民から買
い物が不便になったとの声が上がり、殿舟団地自
治会連合会とボランティアグループ「ささえあい 
とのふね」は団地に食料品の移動販売を誘致しま
す。
　平成30年10月から週２回、団地内で市(いち)が
立つようになったものの、予定していた４カ所の
うち１カ所が取り残されました。
　問題となったのは殿舟団地第一公園。販売車を
停車できるよう、津市に公園の占有許可を求めた
ところ、公園を管理する建設部は、物品販売のた
めの公園利用の許可は公的なイベント時に限って
おり、前例がないとして慎重な姿勢を崩しませ
ん。
　とはいえ、殿舟団地の場合は、高齢者の買い物
対策として社会福祉協議会や地域包括支援セン
ターとも協議した上で始めた取り組みでもありま
す。そこで、健康福祉部が福祉目的であることを
認定して公園の利用を求める意見(行政用語で「副
申」といいます。)を添えれば、例外的に民間の事
業者による公園の占有を認めることも可能である
との見解が建設部から示されました。
　ところが、前例がないのは健康福祉部とて同じ
です。役所内で手間取っているのを見て取った殿
舟団地自治会連合会の会長は、11月17日の地域懇
談会でこの問題を取り上げ、別の角度から再検討
するよう促しました。「残る１カ所は特に高齢者
が多い地区。法的な制約があることは承知してい
る。方向性を変えてでもなんとか公園の使用を許
可願いたい」。

　ここからは地域連携課の出番です。３日後、殿
舟地区を預かる職員が向かったのは、健康福祉部
ではなく商工観光部でした。バスの本数が減り
「買い物弱者」となった住民に買い物をしやすい
環境を整えるのは商業振興を図る業務の一環であ
ろうと、当たりをつけたのです。
　この妙案に各課が納得。団地側から新たに公園
利用の申請が提出され、商業振興労政課長名で副
申が添えられたのは、そのわずか１週間後のこと
でした。
　12月４日、笑顔に迎えられ殿舟団地第一公園に
移動販売車が到着しました。
■組織の横断を後押しする
　平成28年春に初めて作成した「避難行動要支援
者名簿」には、完成直後から、各地区の地域懇談
会でその記載内容についてのご指摘が相次ぎまし
た。
　民生委員は、毎年、ひとり暮らしの高齢者のご
自宅を訪問して実態を調査し、市に報告していま
す。名簿上は避難時に支援が必要な高齢者のみの
世帯であっても、実際は同じ敷地内に一緒に避難
する同居家族が存在したり、施設へ入所中であっ
たりすることが判明しているケースについては、
災害時の無用の混乱を避けるためにも名簿に追記
すべきとのご意見です。
　人命に関わる名簿が実効性のないものであって
はなりません。民生委員が一軒一軒回って調査し
た貴重な情報を名簿に反映して避難を支援する
方々に提供できるよう、すぐに危機管理部と健康
福祉部の間で調整が始まりました。個人情報の共
有方法についても慎重に検討を加える必要があり
ますが、その間にも、幾度となく地域懇談会で名
簿の不備が取り上げられ、地域連携課の担当者経
由で改善への強い要望が寄せられてきます。もた
もたしてはいられないと、両部局の職員たちは手
作業で名簿の突合を開始しました。
　翌平成29年春、更新された名簿の備考欄には、
新しく、家族と「敷地内同居」、あるいは「その
他の住所地で居住」という表示が追加されまし
た。
■市民のお声を受け、全庁体制を編み出す
　津市37の各地域に半年に１度ずつ伺い、市長が
地域の皆さまと直接対話する地域懇談会は、平成
27年10月以来、延べ210回を超え、7巡目に入り
ました。　
　これまでお寄せいただいたご意見ご要望は3,100
件超。取り上げられた課題は、地域連携課の職員
が預かります。主幹１名と地区担当職員７名が人
口28万の津市民の立場で考え、半年後にまた伺う
までに解決に向けて庁内各所で行動を起こしま
す。
　一筋縄ではいかない問題にも全庁体制で知恵を
出し合う鍵となる職員たちと今後も半年に一度各
地に伺います。皆さまのご参加をお待ちしており
ます。
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平成31年　第１号

水道局
　237－5811　　237－5819私たちの暮らしの中の水道 vol.３

当たり前のように水が出る「水道」を守り続けるには？

　身近にある水道について知っていただくために、水道事業の現状・課題・経営状況をシリーズ
でお伝えしています。今回は、これから先も安定して水道水を届け続けるためにしておかなけれ
ばいけないことについて、「第２次津市水道事業基本計画」を基に紹介します。

前回、耐震化率の低い津市の水道施設をな
んとかしようと計画を立てたって教えてもらった
けど、どんな計画なの？

「第２次津市水道事業基本計画」っていう
10年間の計画を作ったんだよ。

　水道事業を取り巻く課題は、右のようにたくさ
んあるから、この計画ではその課題を整理し、目
標を設定して何をしていくか決めたんだ。目標に
ついて次のページでお話しするね。
※第２次津市水道事業基本計画は、津市ホーム
ページでご覧いただけます。

第２次津市水道事業基本計画
・計画期間　2018～2027年度
・理　念　　持続する水道
・目　標　　①安全で安心な水道の確保(安全)
　　　　　　②災害に強い水道の確立(強靭)
　　　　　　③水道運営基盤の強化(持続)

　水道の使用開始・中止の届け出は、引っ越
しの２～３日前までに津市水道サービスセン
ターへご連絡ください。
受付時間
　月～金曜日８時30分～17時15分
　※祝・休日を除く
手続きに必要なもの
・水栓番号(「ご使用水量のお知らせ」などに記載)
・使用者氏名
・住所(水道の使用場所)
・中止のときは料金の精算方法、転居先の住所

水道料金・下水道使用料のお支払いは
便利な「口座振替」を

問い合わせ　津市水道サービスセンター（水道局庁舎１階）　　237－5821　　239－0512
　　　　　

水道の使用開始・中止の届け出をお忘れなく！

申し込み
　市内の取扱金融機関(口座振替を
希望する金融機関)または郵便局へ
手続きに必要なもの
・預金通帳
・印鑑(金融機関届出印)
・水栓番号の分かるもの(納入通知書やご使
　用水量のお知らせなど)

第２次津市水道事業基本計画│

お知らせ

課題①
水道施設(水道管、浄水場
等)の耐震化率が低い

課題②
水道施設(水道管、浄水場
等)が古くなってきている

課題③
一部の地域では水源の水
質が悪くなりつつあり、水
量も少なくなってきている

課題④
給水収益が減少する中、
健全な経営が難しくなっ
てきている

津市の水道事業の課題津市の水道事業の課題

地震の強い揺れに
耐えられないん
じゃないかな？

水が濁ったり、
施設が壊れたり
しないかな？

これから先も
安全な水を安定して
確保できるかな？

水道事業を
続けられるのかな？

きょうじん
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災害時にも安定した給水を行うため、水道
管や浄水場などの耐震化を、耐震性の有無や重要
度を基に優先順位を付けて進めていくよ。

　地震などで水道管が破裂した時に、配水池(浄
水場できれいになった水を貯めておく場所)から
皆さんの元に届ける水の流出を防ぐために、配水
池への緊急遮断弁※の設置も進めているんだ。配
水池の中には避難所などに水を届ける際の給水基
地になるところもあるから対策が重要なんだよ。

今の水道を維持することはもちろん、50年先、100年先の世代まで
安定して水道水を届け続けるのは、今を生きる私たちの責任です。

水道管の耐震化
・基幹管路※　
　10年間で約13㎞(事業費48億円)
・基幹管路以外(老朽管路)　
　10年間で約98㎞(事業費59億円)

安全で安心な水道水を提供できる
よう、水源から皆さんの家庭までの水質
管理を徹底していくよ。

安心して水が飲めるよう、水質基準に基づい
て毎日市内各地で水を取って検査していま
す！

※基幹管路は、皆さんの家に水道水を届けるための重要な太い水道
管。壊れるとその先の広い範囲で断水が発生する。

安定して水道水を提供するために、自己水
(津市で作っている水)と県営水道(三重県から買っ
ている水)の配分バランスや配水ブロックの見直
しを検討するよ。水源の水質悪化や水量の減少が
見られる地域、停電など非常時に課題がある地域
については、安全・安心な水を安定して提供でき
るように、県営水道の水系に切り替えていくよ！

去年も日本各地で地震や豪雨の影響で水が
使えなくなったって聞いたし、いつでも水道水を

使えるように対策してもらっていると安心だね。
僕たちがいつでも水道水を使い続けるためには、
地震に強い水道管にするなど、たくさんのことを
していく必要があるんだね！

今は当たり前のように水道水が使えるけ
ど、今後自然災害や異常気象などで安全・安心な
水道の維持が難しくなってくるかもしれないん
だ。その分お金がかかるけど、さまざまな状況を
想定した水道の整備が重要なんだよ。

①安全で安心な水道の確保(安全)

②災害に強い水道の確立（強靭）

緊急遮断弁の設置
配水池88カ所のうち、
10年間で16カ所設置予定(事業費９億円)

緊急遮断弁の仕組み

※緊急遮断弁は、地震の揺れや水道管が折れて急激に増えてしまっ
た水の流れを察知して自動的に閉じる弁

③水道運営基盤の強化（持続）

津市における自己水と県営水道の比率
自己水 49％ ： 県営水道 51％(平成29年度末時点)

三重県とも協力しながら水道事業を進めて
いるんだね！ 今のことだけを考えていては駄目

なんだね！昔の人たちが守り続け
てきた津市のすばらしい水道を私たちの手
で、次の世代につなげていこう！

水道管
破裂

緊急遮断弁が作動して
配水池の水を確保

水道管の耐震化～大きな揺れに対して～

水道管破裂

揺れに強い耐震管にすると

曲がっても
折れにくい

揺れに強い耐震管にすると
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下水道局

　239－1030　　239－1037

汚れた水をきれいにするための費用が
どのように賄われているか (平成29年度実績)

下水道使用料
約15億円

借入金
約26億円

約90億円

(税抜き、現金科目のみ)

収入不足分
約16億円

国・県の補助金 約５億円
その他の収入 約２億円

本来、市の税金で
賄うべき費用
　約26億円

実際に市の税金で
賄われている額
　　約42億円

　市民の皆さんに津市の下水道事業をもっと知っていただくため、課題や経営状況についてシ
リーズでお伝えしています。平成30年度は、汚水処理に必要な経費が使用料収入で賄えていな
い苦しい経営状況についてお伝えしてきました。今回は、これまでお伝えしてきた下水道事業に
ついて振り返ってお話しします。

汚れた水をきれいにするために汚れた水をきれいにするために

不足する下水道使用料不足する下水道使用料

下水道事業は、汚れた水をきれいにする
ための事業なんだけど、汚れた水を処理するため
にはすごく費用がかかるんだよね。

汚水を処理したり、下水道管や処理場を
維持管理したりするための費用が維持管理費。下
水道の整備のために借り入れたお金を返済するた
めの費用を資本費と言って、平成29年度で維持
管理費が17億円、資本費が６億円で合わせて23
億円も使ったんだ。

たしか、汚れた水をきれいにするための費
用１㎥当たりの原価が177円なのに対して、使用
料の１㎥当たりの単価が118円だから、汚れた水
をきれいにする費用が賄えてなかったんだよね。

そうだったね。使用料が足りない分を賄う
のに、下水道が使えない地域の人の税金も使って
いるという話をしたよね。

使用料が不足する分の16億円を税金に
頼っていたんだよね。

そうなんだ。津市の人口で割ると年間で
１人当たり約5,800円の負担になるんだよ。

下水道が整備されていない地域の人も年
間で１人当たり約5,800円負担しているんだね。
　それだけの税金が利用できれば、たくさんの事
業ができるよね。

そうだね。ただ、津市の使用料単価は全国的
にも低く、このことが大きな要因になっているんだ。

平成29年度 汚水処理費

※１ 汚水処理原価１円未満切り捨て
※２ 処理水量のうち不明水等を除いた使用料がかかっている水量

１億9,200万円

　３億7,400万円

１億2,400万円

２億6,600万円

７億1,400万円

計16億7,000万円

23億700万円

177円

維持管理費 資本費

・汚水管、ポンプ場、処理場など
   人件費

   委託料　

   工事費・修繕費　

   その他　

・三重県への負担金

・借入金の利子

・減価償却費

１億7,300万円

　

４億6,400万円

計６億3,700万円

平成29年度 汚水処理原価※１の内訳

(汚水処理費 23億700万円 ÷ 有収水量※２ 1,300万㎥)

維持管理費 資本費

128円
(維持管理費 16億7,000万円

÷ 有収水量 1,300万㎥)

49円
(資本費 ６億3,700万円

 ÷ 有収水量 1,300万㎥)

下水道事業の収入　

　　

本来、
下水道事業の収入で

賄うべき費用
　約31億円



下水道局だより

折り込み紙
広報津

今の使用料は、どうやって決まったんだっ
たかな？

平成18年１月の市町村合併のときに話し
合って決めたんだ。12年間変わっていないんだよ。

そうだったね。

汚水処理の費用が高くなっているのに、使
用料は変わってないから足りなくなっているん
だ。汚れた水をきれいにするための費用の原価が
177円で使用料の単価は118円なんだよ。

汚水処理の費用を賄うためには汚水処理の費用を賄うためには

他市との比較(使用料単価)他市との比較(使用料単価)

この不足分の59円を税金で賄っているん
だよね。平成29年度で必要な使用料の単価が177
円ってことは、つまり、適正な下水道使用料の単
価は177円なんだね。

今後適正な使用料の単価はどんどん高くな
る見込みなんだよ。

それじゃあ、そのたびに見直しが必要だね。

前にも見てもらった他市の状況をもう一度
比べてみて。

県内の市で使用料の単価を比較すると国の
適正な使用料単価１㎥当たり150円以上を超えて
いる市が多いよね。こうして比べると、やっぱり
津市は安いね。

31.1
39.8
46.8

59.8
62.3
63.1
63.4

99.3
99.5
99.7
99.8
99.9
99.9
100.0

20 40 60 80 100 （％）
徳島市
和歌山市
津市
高知市
松山市
大分市
高松市

名古屋市
京都市
福岡市
札幌市

東京都(区部)
横浜市
大阪市

出典：国土交通省報道資料(小数点第２位四捨五入)

県庁所在地 下水道処理人口普及率 (平成29年度末)

他市との比較(普及率)他市との比較(普及率)

津市の普及率は46.8％で全国的に見ても低
くて、県庁所在地で下から３番目なんだ。

だから、これからも整備が必要だし、その
ためにお金も必要なんだね。

適正な下水道使用料を考えて、健全に経営
できるようにしないといけないんだよ。
　津市の汚水処理事業は、今まで話した下水道事
業のほかにも、津市が管理する市営浄化槽事業、
共同汚水処理施設事業、農業集落排水事業などが
あり、津市の汚水処理をしているんだよ。

汚れた水を処理する方法が下水道以外にも
あるの？

そうなんだ。それじゃあ次回は、下水道事
業とは別の汚水処理事業についてお話しするね。

177円

118円 59円

汚水処理原価に対し
使用料単価が
不足する額

汚水処理原価に対し
使用料単価が
不足する額

汚水処理原価と使用料単価の比較 (平成29年度決算値)

汚水処理
原価

使用料
単価

(１㎥当たり)

0 50

平成29年度決算数値(使用料収入÷有収水量)より

100 150 200 250 300(円)
津市

いなべ市

鈴鹿市

伊賀市

四日市市

亀山市

伊勢市

松阪市

鳥羽市

桑名市

名張市

志摩市

総務省
基準単価

県
内
各
市
の
使
用
料
単
価(

円
／
㎥)

の
比
較

124124
140140
149149

151151
154154
154154
175175
183183
187187
190190

251251

県内平均
165円

118118

150150
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