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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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爽やかな秋晴れの下、成美小学校で運動会が行われ427人の児童が元気いっぱい「とこわかダンス」を踊りました。(10月５日 久居新町)表紙

しっとこ ！ とこわかvol.２
みんなで踊ろう！とこわかダンス♪
しっとこ ！ とこわかvol.２
みんなで踊ろう！とこわかダンス♪

津興橋の架け替えを進めています！津興橋の架け替えを進めています！特集
P４

対談
P２

News
P15

　　　　 岡本 直之さん　　　　 岡本 直之さん
津商工会議所前会頭津商工会議所前会頭

市長対談市長対談
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1946年伊賀市生まれ。大学卒業後、近畿日本鉄道株式会社入社、
2007年に同社副社長。2010年三重交通グループホールディング
ス株式会社社長に就任、2016年から同社会長。2010年から津商
工会議所副会頭、2013年から2019年まで会頭。2016年から
2019年まで三重県商工会議所連合会会長を務めた。

市長　平成25年の会頭就任からの６
年間を振り返り、印象に残る活動や
エピソードをお話しください。
岡本　１期目から「お役に立つ商工
会議所」をスローガンに活動しまし
た。２期目になって「行動する商工
会議所」を加えました。言いっぱな
しになることは多いですから、それ
ではいけないということです。
　会頭就任中に、津商工会議所設立
125周年を迎えました。記念行事で
は、諸先輩の偉大さを感じると同時
に後輩に良き伝統を伝えられまし
た。
　商業振興においては、市の取り組
みとは表裏一体、車の両輪のような
ものと考えています。市との人事交
流も始まり、市長や幹部の皆さんと
の懇談会も活発化させました。明ら
かに津商工会議所の活動は充実して
きたと思います。
市長　津まつりでの会員企業のトイ
レ開放は会頭のアイデアで実現しま
した。

岡本 直之さん
OKAMOTO   NAOYUKI  　

津商工会議所前会頭

　２期目には三重県商工会議所連合
会会長もお務めになり、県内の商工
会議所を取りまとめられました。
岡本　県内12の商工会議所が力を合
わせて、三重県の発展にお役に立ち
ましょうと呼び掛けました。12人の
会頭が集まって、三重県知事に対す
る政策と予算の要望活動をしました
し、道路整備についての中部地方整
備局長との意見交換会にも全員が出
席しました。
市長　社会基盤、インフラは経済界
と行政が一緒に声を上げていかなけ
ればいけない部分で、各市の会頭と
市長が一緒に要望活動するケースも
あります。今後もよろしくお願いい
たします。
　さて、津市では平成29年４月に津
市ビジネスサポートセンターをあの
つ台に開設しました。ビジネスサ

ポートを掲げた事業というのは、市
町単位ではあまり例がないのです
が、この拠点で既存企業の「経営支
援」や起業を目指す「創業支援」な
どに取り組んでいます。
　経営支援では、これまで年間86件
だった相談件数が、ビジネスサポー
トセンター開設２年目の平成30年度
には154件と約２倍になっていま
す。
　創業支援は、年間６件だった創業
件数が、平成30年度には50件と約８
倍に増えています。どこから手を付
けていいのか分からないなどの相談
に、一つ一つ専門家や職員がしっか
り寄り添い、サポートする体制がで
きてきたと思っています。
岡本　津商工会議所も中・小規模事
業者から零細企業まで、経営相談や
インターネットを活用した情報発信
　

　地域の商工業者を会員として、地域経済を支えるためのさまざまな活動を行う商工会議所。今
回の市長対談では、10月末まで津商工会議所会頭を務められた三重交通グループホールディング
ス株式会社会長の岡本直之さんに、会頭としての２期６年間を振り返って、地域経済・企業の課
題、津市のさらなる活性化についてお話を伺いました。

力を合わせて切り開く地方経済
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前葉 泰幸
MAEBA       YASUYUKI

津市長
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◆ 津市ホームページ
◆ ケーブルテレビ行政情報番組(123ch)

津市 市長対談 検索

市長対談の全
編がご覧いただけます

MAYOR’S  TV  SHOWMAYOR’S  TV  SHOW

きょうじん

など、寄り添った伴走型のサポート
を行っています。創業支援機関であ
る「創業サポーター ソケッ津」にも
加わっていますが、苦戦しているの
が正直なところです。
　成果が上がってきている津市ビジ
ネスサポートセンターは素晴らしい
と思いますし、市政の目玉になりつ
つあると思っています。
市長　ご相談を受けているとしっか
り「つなぐ」ことも大事だと感じて
います。
　行政が「つなぐ」というのは、中
立的な立場で詰まったパイプを通す
イメージですが、事業承継でそうい
うことがあります。デリケートな問
題で、事業を引き継ぐ相手がいて
も、経営方針や事業展開で考え方が
違い、息詰まるケースがあります。
特に親族関係など日常の話はして
も、会社の話はしにくいところがあ
るようです。ビジネスサポートセン
ターが仲介者の役割をすることで、
２年間で２事業者が無事承継を終
え、今も11事業者が話し合いを進め
ています。
岡本　事業継承については、私ども
も何度かセミナーを開催していま
す。少し切り口が違うのですが、津
商工会議所青年部の活動を活発化さ
せることも有効策かと思っていま
す。会員の輪を広げて交流を深め、

互いに触発・啓発し合うことが次世
代の後継者・地域経済の担い手育成
につながっていくのではないかと思
います。
市長　次の世代のことを考えると、
地域に働く場所があるのは大事なこ
とです。
　企業誘致のお話をしますが、工業
団地の中勢北部サイエンスシティ
は、交通利便性が高まったことで、
企業の立地が好調で残り２区画とな
りました。市内には民間が開発した
工業団地もあり、活発に誘致を進め
たいと思っています。最近の企業の
動きとして、製造ラインがすぐに必
要で、土地を買い建屋を建て設備を
入れるのでは遅いケースがありま
す。使われていない工場を居抜きで
買うなどの企業間の取引もありま
す。２年間で４件のマッチングが実
現しました。
　もう一つ大切なのが既存企業への
支援で、人材育成・新商品開発への
支援や販路開拓などの支援をしてい
ます。
　企業経営者の立場から、津市の今
後の経済発展の方向性について、ど
のようにお考えですか。
岡本　商業関係では、短期的には人
手不足への対応、中長期的には働き
方改革、ワークライフバランスの普
及・促進が課題です。私は「ワーク

ライフシナジー」が大切だと思いま
す。生活と仕事の相乗効果(シナ
ジー)で、休み方改革、女性活躍改
革、さらに生き方改革まで関わって
きます。そういう意味では資金も知
恵も必要となってきます。津市にも
積極的なサポートを期待したいで
す。
　また、津市の今後の発展には津イ
ンターチェンジから中心市街地、津
なぎさまちの都心軸の発展・充実が
鍵になってくると思います。中でも
津なぎさまちは、津商工会議所とし
ても市の協力を得ながらにぎやかさ
が出せたらと思っています。
　さらに道路も重要です。中勢バイ
パス、新名神高速道路という大動脈
を補完する市内の都市計画道路の整
備・促進です。
　最後はやはり災害対策ですね。地
域の強靭化対策が一番求められるこ
とです。
市長　何をおいても重要なのは災害
への備えですね。長期ビジョンに基
づくまちづくりを進め、そこで企業
がしっかりと経済活動できるような
サポートをしてまいります。今後も
津商工会議所と力を合わせてまいり
ます。
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通称「近鉄道路」と
呼ばれ、重要な
幹線として利用

昭和36年、廃線
 （鉄道橋から道路橋へ）

昭和５年、伊勢電気鉄道の
鉄道橋として築造

写真で見る津興橋の 過去・今・未来

津興橋の架け替えの経緯

15m以上の
橋梁を点検
点検基準の
法定化前の評価

修繕が必要

点検基準の
法定化後の評価

修繕が必要 ・迅速な車両規制
　は要しない
・毎年の定期点検
　で安全性確保 　これまでの「傷んでから補修する」から

「損傷が大きくなる前に補修する」という
計画の転換を基本に、維持管理費用の縮
減や平準化、安全性の確保を目的とした
橋梁の修繕計画。津市では平成29年度
に全橋梁を対象に策定しました。

H21

新基準による
橋梁定期点検

H26

架け替えの
方針を決定

現有耐力
調査を実施

H27

大規模修繕・
更新事業
として着手

H28

仮橋架設工事
に着手

H30

近接目視による確認

橋梁長寿命化修繕計画とは？

完成イメージ

問い合わせ　建設整備課　Ｔ229－3195　Ｆ229－3345

H30.３ ▼全橋梁を対象に、
津市橋梁長寿命化修繕計画を策定

H25.３ ▼15m以上の橋梁を対象に、
津市橋梁長寿命化修繕計画を策定

H25.１ ▼ 橋梁・道路・下水道
施設の維持修繕事業の強化

笹子トンネル
天井板
落下事故

H25～26 ▼高度成長期
に建設された道路施設
などが一斉に老朽化す
るという課題に取り組
むため、道路法の改正
による点検基準の法定
化など、道路管理者の
義務が明確化

　岩田川に架かる津興橋は、１日１万6,000台の交通量を支える重要な橋です。鉄
道橋として昭和５年に架橋されて以来、85年を超える老朽橋であり、点検の結果、上
部工の損傷が著しいことが分かりました。
　既設の橋梁を活用した補修や補強には多くの費用がかかるだけでなく、現在の基
準に合った機能まで回復させることは困難なことから、経済性などを総合的に踏ま
え、事業費約36億円をかけて架け替えることになりました。令和７年度の完成を目
指して工事を進め、12月下旬から仮橋の通行に切り替わります。

きょうりょう

津興橋の架け替えを進めています！

津興橋津興橋津興橋

23

県庁

津市役所

津駅

阿漕駅

津新町駅

津ヨットハーバー

津なぎさまち

県庁

津市役所

津駅

阿漕駅

津新町駅

津ヨットハーバー

津なぎさまち

県庁

津市役所

津駅

阿漕駅

津新町駅

津ヨットハーバー

津なぎさまち
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平成30年６月、仮橋の架設に着手
(写真：平成31年２月) (写真：令和元年９月)

完成イメージ

橋の修繕や架け替えを支援する国庫補助金制度を活用
　橋梁の修繕や架け替えの財源は国・県・市によっ
て違いがあり、県や市は国からの交付金または補助
金を基に事業を行っています。
　津市では、橋の修繕は以前は市費で行っていまし
たが、平成26年度から修繕計画策定により交付が可
能となる「防災・安全交付金」を活用しています。

津市における橋梁の修繕と架け替え費用の推移
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市
45％

市
100％
市
100％

交付金
55％
交付金
55％

市
45％
市
45％

100

200

300

400

500

H18
77

H19

4040

H20
1010

H21

5151

H22

121121

H23
77
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5252
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281281

R1

515515

（予算）

0
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大規
模更
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して

津興
橋が
事業
採択

※点検等の調査費を除く

大規模修繕・更新補助金
防災・安全交付金
過疎債
社会資本整備総合交付金
市費

交付金
55％
交付金
55％

市
45％
市
45％

補助金
55％
補助金
55％

市
45％
市
45％+

防災・安全
交付金
防災・安全
交付金

防災・安全
交付金
防災・安全
交付金

大規模修繕・
更新補助金
大規模修繕・
更新補助金

橋
の
修
繕

橋
の
架
け
替
え

　市に交付される「社
会資本整備総合交付
金」には限りがあり、平
成22年度の瓶冠橋に
充てられたのみ。

　平成27年度に架け替え方針を決定した津興橋
は、同年度に創設された「大規模修繕・更新補助制
度」で事業化しました。同補助制度は、交付金制度と
は違い、個別事業ごとに採択されるため課題箇所に
予算を充当でき、また複数年度に渡って支援される
有利な制度です。

大幅に
アップ！

社会資本整備
総合交付金
社会資本整備
総合交付金 　「橋梁長寿命化修

繕計画」に掲載され
た事業には、新たに
創設された「防災・安
全交付金」が充てら
れることになり、修繕
事業が進む。

　大規模な修繕・更
新(事業費３億円以
上)に限り対象となる
「大規模修繕・更新補
助金」が創設され、津
興橋が東海初の更
新対象事業に採択。

修繕にも交付金が
使えるように！

財　源
市道の橋梁の
修繕・架け替え

さらに補助金も
併用できるように！

かめかんむり

令和７年度完成予定

仮橋
現道

仮橋の通行に
切り替わります

12月下旬(予定)

　架け替え工事の進捗によ
り、令和元年12月から仮橋
（迂回路）へ通行方法を変
更します。
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　児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えま
す。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず虐待につながる場合も多
く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3451

11月は児童虐待防止推進月間

児童虐待とは

児童虐待を防ぐために

児童虐待・家庭児童相談窓口

●身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、や
　けどを負わせる、溺れさせるなど
●ネグレクト
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行かないなど

●性的虐待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポル
　ノグラフィの被写体にするなど
●心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別
的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を
振るう(DV：ドメスティック・バイオレンス)など

　虐待は発生予防、早期発見・
対応から虐待を受けた子どもの
自立に至るまで、切れ目のない
総合的な支援が必要です。関係
機関との連携の中で児童虐待を
把握したら、関係機関から情報
を集めて、状況によっては児童
相談所に連絡します。その後、
保育所や教育委員会、学校、保
健センターなどの関係者がチー
ムを組んで支援の方法を検討
し、必要があれば家庭訪問をす
るなど協力して家庭支援を行い
ます。なお、虐待の危険性が高
い場合は、子どもを児童相談所
で一時的に保護するなど、児童
相談所、警察署などと連携して
対応します。

支援の必要な家庭

支援
支援

協議

連
携
し
て
対
応

支援相談

通告

通告

支援の協力依頼

医療機関

関係機関

保育所・幼稚園・
小学校など

民生委員・
児童委員

こども支援課
家庭児童相談

健康づくり課
保健センター

教育委員会

警察署

市民 市役所
児童相談所

緊急時の
連携

措置

児童福祉
施設

相談受け付け

調査

ケース検討会議

支援の実施

相談受理会議

調査

施設保護

一時保護家庭支援

ケース検討会議

虐待防止のための体制

　虐待を受けたと思われる子ど
もや子育てに悩む親がいたら、
また自分自身が出産や子育てに
悩んでいたら、児童相談所や市
の窓口へ相談してください。
　連絡は、匿名で行うことも可
能です。連絡者や連絡内容に関
する秘密は守られます。

189番にかけると
近くの児童相談所
につながります。

こども支援課
家庭児童相談（こども支援課内）
久居総合支所福祉課
河芸総合支所市民福祉課
芸濃総合支所市民福祉課
美里総合支所市民福祉課
安濃総合支所市民福祉課

Ｔ229－3284
Ｔ229－7830
Ｔ255－8831
Ｔ244－1703
Ｔ266－2515
Ｔ279－8116
Ｔ268－5516

Ｔ292－4302
Ｔ293－3003
Ｔ262－7015
Ｔ272－8084
Ｔ231－5666
Ｔ213－0110
Ｔ254－0110

香良洲総合支所市民福祉課
一志総合支所市民福祉課
白山総合支所市民福祉課
美杉総合支所市民福祉課
三重県中勢児童相談所
津警察署
津南警察署

ところ 電話番号 ところ 電話番号

１８９（いちはやく）ちいさな命に 待ったなし　(令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語)
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問い合わせ　収税課　　229－3135　　229－3331　　特別滞納整理推進室　　229－3216

納税は納期内に

市税は貴重な財源です

便利です！口座振替納付

納付が困難な人へ

　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。手続きは、納期月の前
月末までに、取扱金融機関で行ってください。
対象税目　市民税・県民税(普通徴収)、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税種別割

スマートフォンなどでの納付
　スマートフォンなどを使って市税を
納付できます。詳しくは津市ホーム
ページをご覧ください。
利用方法　①スマートフォンなどに専
　用アプリ(PayB、PayPay)をインストールす
る。　②納付書のバーコードを読み取り、利用
可能な金融機関の口座から納付する。

利用可能な金融機関　百五銀行、みずほ銀行、三
菱UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行など

滞納するとどうなるの？

納税の猶予について
　災害、病気、事業の休廃止など法律の要件に該
当する場合に１年の範囲内で納税を猶予します。
詳しくは収税課へご相談ください。
早めにご相談ください
　納付が困難だからといってそのまま放置してい
ると、延滞金が発生し、負担が増えるだけでな
く、滞納処分の対象となります。特別な事情など
で納期限までに納めることができない場合は、早
めに収税課までご相談ください。

　市税は、市が行う福祉、教育、防災、公共工事
などの市民サービスに欠かせない貴重な財源です。
税金は納期限までに忘れずに納付してください。

令和元年度市税納期限一覧(11月以降)
　　  納期限

12月25日(水)

来年１月31日(金)

来年３月２日(月)

固定資産税・都市計画税第３期

市民税・県民税第４期

固定資産税・都市計画税第４期

督促状の発送　納期限を過ぎても納付がない場
　合は、20日以内に督促状を発送します。

財産調査　督促状などを送っても納付がない場合
　は、財産調査を行います。照会先は金融機関や勤
　務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。

差し押さえ　財産調査で
　明らかになった不動産、
　預貯金、給与、年金、自
　動車、生命保険などの
　財産を差し押さえます。

差押財産の換価と充当　差し押さえた財産を現金
　に換え(換価)、滞納市税に充当します。

公売した差し押さえ物件

税目など

休日納付相談・納付窓口

12 15
9:00~15:00

3 15
市本庁舎２階

　仕事などの理由で平日に来庁できない人
が、納付相談や納付をできるように、年に４
回、休日納付相談・納付窓口を開設していま
す。ぜひご利用ください。

来
年

依存財源依存財源
53％

(609億9,000万円) 

自主財源
47％

(536億6,000万円)

市税
35％
(409億円)

津市
ホームページ

市税は歳入予算の
うち35％、自主
財源の約７割を占
めています。

令和元年度歳入一般会計当初予算
(1,146億5,000万円)

※給与から特別徴収した市民税・県民税の納期限は、月割額を徴収
　した月の翌月10日(土･日曜日、祝･休日の場合はその翌日)です。



○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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114

508

42
561

23

163

岩田川

中消防署

市本庁舎

近
鉄
道
路

津球場
公園

津興橋

政策課
　229－3101　　229－3330

30年後の自分に宛てた手紙
心当たりはありませんか？

市民課
　229－3143　　221－1173

いつくしみの杜
副葬品の注意事項

もり

津図書館
　229－3321　　229－1458

津市立図書館を全館休館

建設整備課
　229－3195　　229－3345

11月中旬から津興橋周辺を交通規制

市民交流課
　229－3252　　227－8070

家庭用はかりの無料検査

こども支援課
　229－3284　　229－3451

11月17日は家族の日

介護保険課
　229－3149　　229－3334

介護保険料領収済通知書を送付

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510　　266－2522

人権を考える芸濃地区の集い

資産税課
　229－3132　　229－3331

土地・家屋の相続人代表者
指定届の提出

お知らせ

イベント

　平成元年の旧津市市制施行
100周年記念事業の一環として
埋設された30年後の自分に宛て
た手紙を入れたタイムカプセル
を開封し、手紙を封入した人に
手紙を郵送しました。
　住所変更などにより手紙が届
いていない人は、政策課で手紙
を保管していますのでお問い合
わせください。

　津市に固定資産(土地、家屋)
を所有している人が亡くなった
場合は、納税通知書を相続人の
代表者に送付するために「相続
人代表者指定届」の提出をお願
いしています。ただし、年内に
相続登記が完了する場合などは
不要です。詳しくはお問い合わ
せください。

と　き　11月15日(金)13時～
15時

ところ　市本庁舎１階ロビー　
内　容　家庭で使用している体
重計やキッチンスケールなど
の検査

　火葬の際、ひつぎに入れる副
葬品によってはご遺骨を傷める
ことや不完全燃焼による有害ガ
スの発生、火葬炉の損傷の原因
になります。また、ペースメー
カーを使用していた場合には事
前に係員に申し出てください。
詳しくは、いつくしみの杜ホー
ムページを確認してください。
入れられない副葬品例
ビニール・プラスチック・ナ
イロン・ポリエステル・カー
ボン・ガラス・貴金属・硬
貨・家電製品・燃えにくいも
の・危険物など

　11月の第３日曜日は「家族の
日」。この日を中心とした前後各
１週間は「家族の週間」です。
家族や地域のつながり、子育て
の大切さについて、改めて考え
てみませんか。家族で一緒に食
事やスポーツを楽しんだり、話
し合う時間を作ったりするほ
か、地域の行事に参加するなど
して人とのつながりを大切にす
る日にしましょう。

　65歳以上の人に令和元年中の
介護保険料納付済額と納付予定
額を「介護保険料領収済通知書」
でお知らせします。介護保険料
の納付額は、所得税・市県民税
の社会保険料控除の対象となり
ますので、同通知書を確定申告
などに活用してください。年内
に納付した介護保険料は、令和
元年分として申告できます。
発送日　11月25日(月)　

　図書館情報システムを更新す
るため、次の期間、津市立図書
館の全館を休館します。
と　き　11月18日(月)～30日(土)

　津興橋の架け替え工事のため、
11月中旬から交通規制(片側交
互通行または夜間全面通行止め)
を行います。通行の際は現地の
工事案内看板をご確認ください。
また、交通規制に伴い津興橋周
辺道路の混雑が予想されますの
で、迂回にご協力ください。ご
不便、ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解をお願いします。

と　き　12月
７日(土)13
時15分～15
時30分(12時
45分開場)
ところ　芸濃総
合文化センター市民ホール
内　容　人権標語・ポスターの
紹介と表彰、全盲の落語家の
桂福点さんによる人権トーク
＆落語「大笑いゼーションで
ノーマライゼ－ション」　※手
話通訳、託児あり
定　員　400人

うかい
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文化振興課
　229－3250　　229－3344

第23回一身田寺内町まつり
美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

美里人権フェスティバル・
津市人権講演会

経営支援課
　236－3355　　236－3356

第８回ミナツドエ～キラキラ
輝く創業者さんと出会おう～ 三重短期大学学生部

　232－2341　　232－9647

三重短期大学大学祭

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

令和２年津市成人式

　市内で創業した新しいお店が
大集結。お得な情報やサービス
の他、おいしいランチやお菓子
などを取りそろえてお待ちして
います。
と　き　11月23日(土・祝)10時
～13時30分

ところ　あのつピア

　国宝のあるまち一身田寺内町。
環濠に囲まれた歴史的なまち並
みの中、和婚のお祝いや楽しい
イベントが盛りだくさんです。
と　き　11月17日(日)９時～16
時　※少雨決行、天候により
一部内容を変更

ところ　専修寺前特設会場(一身
田町)とその周辺
内　容　ステージでの音楽や踊
りの発表、唐人踊り・しゃご
馬などの郷土芸能、一身田ロ
ケ映画「江戸最後の日」の上
映、一身田しあわせ和婚(人力
車による大パレード)、地元商
工会などによる市内の物産
品・千人豚汁とおにぎりの販
売など

と　き　12月７日(土)13時30
分～(13時開場)
ところ　美里文化センター
内　容　人権標語・ポスターの
紹介と表彰、音楽演奏、噺家・
露の新治師匠による講演会と
落語　※手話通訳あり

　模擬店や各種クラブ・サーク
ルの発表など楽しいイベントが
いっぱいです。
と　き　11月16
　日(土)11時～
　18時
ところ　三重短期大学

と　き　来年１月12日(日)13時
30分～(受け付けは12時30分～)
ところ　サオリーナ
対　象　平成11年４月２日～平
成12年４月１日生まれの人
※令和元年11月１日現在で津市
に住民登録がある人に、12月
上旬ごろに案内状を送付しま
す。就学・就職などで住民登
録がない人も参加できます。
※アルコール類の持ち込みや飲
酒しての入場はお断りします。
※渋滞が予想されるので、中勢
バイパスの利用は控えてくだ
さい。また、公共交通機関、
近鉄津新町駅からの臨時バス
をご利用ください。

11 10    9:00~11:30
白山総合文化センター　日

津市総合防災訓練いざという時に備えよう！

　白山地域の住民をはじめ、自主防災組織や
民間企業、ボランティア、医療機関、防災関
係機関が役割分担し、連携しながら、巨大地
震災害を想定した訓練を行います。地域の防
災意識を高め、災害対応力の向上と、災害時
の被害軽減を目指します。
　誰でも見学・体験できる災害関連のコー
ナーもありますので、気軽にご参加くださ
い。
　なお、訓練会場では、ヘリコプターや訓練

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

車両のサイレンの音、道路の一時的な混雑な
どでご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願
いします。

ミナツドエ│

かんごう

はなしか



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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募　　集

政策課
　229－3101　　229－3330

パブリックコメント
第２期まち・ひと・しごと
創生人口ビジョン・総合戦略案

白山総合支所地域振興課
　262－7011　　262－5010

白山めぐりウオーキング
「紅葉の家城ラインと真見
フェスタを楽しむ2019」

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

第13回美し国三重市町対抗駅伝
津市代表選手選考会

建築指導課
　229－3187　　229－3336

久居総合支所
木造住宅の耐震相談会

中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー「パソコン
指導ボランティア養成講座」

史跡巡り「天台真盛宗開祖
真盛上人ゆかりの地を訪ねて」
一志総合支所地域振興課
　293－3008　　293－5544

12月７日、来年１月18
日、２月１日いずれも
土曜日10時～12時

12月21日、来年２月22
日いずれも土曜日９時
30分～15時30分

来年２月15日㈯13時～
16時

中央公民館
情報研修室

と　き ところ

高田短期大
学（一身田
豊野）

募集期間　11月５日(火)～12月
６日(金)必着

閲覧場所　政策課、総務課情報
公開室、各総合支所地域振興
課、津市ホームページ

提出方法　直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで政策課
(〒514－8611 住所不要、　
229－3101@city.tsu.lg.jp)へ

と　き　11月24日(日)10時45
分～12時(受け付けは９時30
分～)　※雨天決行

ところ　リバーパーク真見管理
棟前集合
コース　リバーパーク真見→真
見集落→二雲橋→南家城川口
井→リバーパーク真見(約４㎞)
定　員　100人
費　用　100円(保険料など)
申し込み　電話またはファクス
で白山総合支所地域振興課へ
※当日参加も可

締め切り　11月20日(水)

と　き　12月
15日(日)10
時～(受け付
けは９時～)
※雨天決行
ところ　高田中学校・高校グラ
ウンド(一身田町)　※雨天時
は外周
内　容　来年２月16日(日)に開
催される同駅伝の津市代表選
手選考の参考にする記録会
種　目　
●小学５・６年生男女1,500m
●中学生女子2,000m
●中学生男子3,000m
●ジュニア女子・20歳以上女子
　3,000m
●ジュニア男子・20歳以上男子・
　40歳以上男子5,000m
※ジュニアは平成12年４月２日～
平成16年４月１日生まれの人
申し込み　所定の申込用紙に必
要事項を記入し、郵送または
ファクスでスポーツ振興課
(〒514－0056 北河路町19－1

　メッセウイング・みえ２階)へ
締め切り　11月29日(金)

　一志町歴史語り部の会と白山
道しるべの会案内の下、バスで
史跡を巡りませんか。
と　き　12月２日(月)９時～12
時(受け付けは８時45分～)
ところ　市一志庁舎集合
コース　市一志庁舎→華香寺→
誕生寺→笠着地蔵→成福寺→
成願寺→市一志庁舎
定　員　先着25人
費　用　200円(資料・保険代)
申し込み　電話で一志総合支所
地域振興課へ
申込開始日　11月７日(木)

　木造住宅の耐震診断・耐震補
強工事における補助制度・補強
方法・費用などについて、建築
士と市職員が相談に応じます。
と　き　11月13日(水)10時～15
時
ところ　市久居庁
　舎２階市民ギャ
　ラリー
申し込み　電話で建築指導課へ

　講師や援助者として体験しな
がら、実践的にパソコンの魅力
を伝える指導ボランティアの養
成講座です。

対　象　以下のいずれにも当て
はまる人　
●市内に在住・在勤・在学の人
●パソコンの基礎知識がある人
●全６回の講座に参加できる人
●パソコンでメールの送受信が
できる人
定　員　抽選20人
申し込み　往復はがきに講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号、
パソコンのメールアドレスを
中央公民館(〒514ー0027 大
門7－15 津センターパレス２
階)へ　※１通につき１人有
効、津市ホームページからも
申し込みできます。
締め切り 11月18日(月)必着

と　き　11月24日(日)10時
～14時30分

ところ　リバーパーク真見
内　容　マルシェ・千方餅販
売・軽スポーツ・バンド演
奏・エイサー演舞など

リバーパーク真見　
秋フェスタ‘19
リバーパーク真見　
秋フェスタ‘19

ちかた

同日
開催

津市 2019年度公民館講座│
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中央公民館
　228－2618　　229－5150

地域力創造セミナー
「シニア・パソコン教室」

教委久居教育事務所
　255－8861　　256－3931

わんぱく学校「消しゴムはんこ
教室 年賀状を作ろう」

消防救急課
　254－1600　　254－1607

上級救命講習会

　パソコン操作の基礎から解説
し、インターネットの基本的な
使い方を紹介します。
と　き　12月21日(土)10時～
14時30分

ところ　高田短期大学(一身田豊
野)

対　象　市内に在住・在勤・在
学で60歳以上のパソコン初心
者
定　員　抽選30人
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号
を中央公民館(〒514－0027
大門７－15 津センターパレス
２階)へ　※１通につき１人有
効、津市ホームページからも
申し込みできます。

締め切り　11月25日(月)必着
※昼食は持参または学外で済ま
せてください。
※受講後、希望者はフォロー
アップ講座(全４回)で復習が
できます。

　いざという時に備えて応急手
当を覚えましょう。
と　き　12月15日(日)９時～18時
ところ　久居消防署
内　容　人工呼吸、胸骨圧迫(心
臓マッサージ)、ＡＥＤ、止血
法、傷病者管理法、副子固定
法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で消防救急課へ
申込期間　11月11日(月)～22日(金)

と　き　12月７
日(土)９時30
分～11時30
分
ところ　久居公
民館講座室３
対　象　市内に在住・在学の小
学生と保護者
定　員　10組20人
費　用　500円
申し込み　往復はがきに教室
名、氏名(ふりがな)、学校名、
学年、性別、保護者の住所・
氏名・電話番号を教委久居教
育事務所(〒514－1125 久居
元町2354)へ　※１通につき
１組有効
締め切り　11月25日(月)必着

津市 2019年度公民館講座│

※就学援助を受けている小学６年生を対象に支給しますので、既に認定されている人の手続きは必要はありません。

支給額・申し込み

就学援助(新入学用品準備金)の入学前支給
ぜひご利用ください

対　象　市内に在住で、子どもが令和２年４月
に市内の市立および国立の小中学校・義務教
育学校に入学予定の保護者で、令和元年度に
次のいずれかに該当する人
●生活保護法に基づく保護を停止または廃止さ
れた人
●市民税が非課税の人
●児童扶養手当の支給を受けている人(児童手

当は対象外）
●子どもの就学に当たり経済的に困っている人
締め切り　12月23日(月)
支給日　来年３月13日(金)予定

　来年４月に小中学校・義務教育学校に入学する児童・生徒の保護者で、経済的に困って
いる人に対して、入学前に就学援助の新入学用品準備金を支給します。

問い合わせ　 教委学校教育課　Ｔ229－3245　Ｆ229－3257

小学校および義務教育学
校前期課程入学予定者 ５万 600円

支給額 申し込み
提出書類 提出場所

中学校入学予定者および
義務教育学校後期課程進
級予定者※

就学援助費給付申請書兼新入学用品準備金給付
申請書（就学時健康診断の案内と一緒に送付）

就学援助費給付申請書（学校または教委学校教
育課、各教育事務所で配付）

教委学校教育課、
各教育事務所

通学している学校５万7,400円



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、　273－5588)へ

※費用など詳しくは、同協会にお
問い合わせいただくか、同協会
ホームページをご覧ください。
　同協会(　273－5522)

広報 つ！　令和元年11月１日号12

お知らせ

イベント

津なぎさまち発 セントレア着 セントレア発 津なぎさまち着
６：00
８：00
10：00
12：00
15：00
17：00
19：00
21：00

６：45
８：45
10：45
12：45
15：45
17：45
19：45
21：45

７：00
９：00
11：00
13：00
16：00
18：00
20：00
22：00

７：45
９：45
11：45
13：45
16：45
18：45
20：45
22：45

中部国際空港（セントレア）発
津なぎさまち行き

津なぎさまち発
中部国際空港（セントレア）行き

内　容 と　き ところ

久居公民
館

11月２日（土）・３
日（日・祝）９時～
17時（３日は16時
まで）

盆栽・山野
草展示即売
会

11月３日（日・祝）
９時30分～15時
30分

久居総合
福祉会館
南館３階

邦楽発表会

11月２日（土）・３
日（日・祝）９時～
16時

茶会（抹茶
300円）

11月２日（土）～
４日（月・休）９時
～17時（４日は16
時まで）

美術展（日
本画、洋画、
写真、書道）

11月２日（土）・３
日（日・祝）９時～
17時（３日は16時
まで）

生け花展

津エアポートライン(高速船)
定期整備期間中の運航ダイヤ
　11月15日(金)～12月19日(木)、
来年１月14日(火)～24日(金)は、
高速船の定期整備のため１日８
往復になります。ご利用の際は
運航ダイヤに注意してください。
詳しくは、津エアポートライン
のホームページをご覧くださ
い。

　津エアポートライン(　213－
6582)　

三重県最低賃金を改定
　三重県最低賃金は、10月１日
から27円引き上げられ、時間額
873円に改定されました。これは
年齢・雇用形態(パート・アルバ
イトなど)を問わず、県内で働く
全ての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業に該当する
事業場で働く労働者には、産業
別最低賃金が定められています。
　最低賃金の引き上げに向けた
中小企業支援のための業務改善

助成金制度などの支援策もある
ので、ご活用ください。
　三重労働局賃金室(　226－
2108)

労働保険の加入手続きはお済み
ですか？
　三重労働局では、11月を労働
保険適用促進強化期間に定め、
未手続事業場を戸別訪問するな
ど、労働保険の加入促進を図っ
ています。
　同局労働保険徴収室(　226－
2100)

建設業に携わる皆さんへ
知ってますか？建退共制度
　建退共(建設業退職金共済)制
度とは、建設現場で働く人のた
めの退職金制度です。国の制度
なので安全・確実、日額310円
の掛け金は損金扱いなどで、国
が一部補助します。退職金の計
算は企業間を通算して行われ、
経営事項審査でも加点がありま
す。詳しくは、建設業退職金共
済事業本部ホームページをご覧
ください。
　同本部(　03－6731－2867)

第13回榊原温泉 秋の収穫祭
　11月24日(日)
８時30分～14時
※かかしコンテ
スト作品展示は
11月５日(火)～
24日(日)　　榊原自然の森多目

的広場　　農産物の産直販売、
ふるまい鍋、榊原古代米のすくい
どりなど　
　同祭実行委員会(榊原農民研修
所、　252－0220)

津障がい者就職サポートフェスタ
inひさい
　11月25日(月)13時30分～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
　就職に向けてのガイダンス、
人事担当者との面談など　　求
職中の障がい者
　ハローワーク津(　228－9161)

久居地域文化祭
　

　同文化祭実行委員会事務局(　
256－5446)

■津市民スポーツ教室

ライフル射撃
（ビームライフル） 11月24日㈰９：00～11：00 11月８日㈮～21日㈭三重県営ライフル射撃場

（中村町） 小学４年生～高校生 10人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間



　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　

広報 つ！　令和元年11月１日号 13

募　　集

健　　康

ハローワーク津 出張相談
　毎月第２・４火曜日13時～15
時　　市久居庁舎１階会議室１
Ｂ　　求人の紹介など　　おお
むね55歳以上の求職者
　ハローワーク津(　228－9161)

クリスマスリースを作ろう
　12月７日
(土)９時30分
～12時　　津
市青少年野外
活動センター
(神戸)　　自然の材料を使った
クリスマスリース作り　　市内
に在住の小学生と保護者　　　
10組　　１組600円(３人まで、
１人増えるごとに300円追加)
　11月７日(木)～27日(水)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

妄想世界旅行～北米クリスマス編～
　カナダとアメリカの文化・名
所・習慣などを現地の人が日本
語で紹介。また参加者全員でク
リスマスに関する寸劇を、簡単
な英語で行います。
　12月８日(日)13時30分～16時
　アスト津３階みえ県民交流セ
ンター(羽所町)　　英語で簡単
な日常会話ができる人　　25人
　12月１日(日)までに直接窓口
または電話、ファクス、Ｅメールでみ
え市民活動ボランティアセンター
(　222－5995、　222－5971、
　center@mienpo.net)へ

介護有資格者再チャレンジ研修
　再び介護現場で働くために介
護知識や技術を再学習します。
　12月３日(火)・13日(金)　※他
に現在介護の仕事をしていない
人は２日間の施設体験もありま
す。　　県生涯学習センター４階

中研修室(県総合文化センター
内)、県内福祉施設　　介護の資
格を持ち、福祉・介護の仕事を
現在していない人または介護士
として復帰後おおむね１年未満
の人　　　30人
　11月25日(月)までに直接窓
口、電話で、または受講申込書
を郵送、ファクスで三重県福祉
人材センター(〒514－8552 桜
橋二丁目131、　227－5160、
　222－0170)へ

第24回子育て支援講演会
　11月16日(土)10時～　　認
定子供園清泉幼稚園２階リズム
館(南丸之内)　　宇佐美覚了さん
(社会教育家・作家)による講演
「子供を伸ばす親・ダメにする親」
　直接窓口または電話で同園(　
228－5341)へ

お父さんと子どもの運動遊び教室
　12月８日(日)10時～11時30分
　高田短期大学(一身田豊野)　
　体を使った遊び　※ママサロ
ンも同時開催(自由参加)　　３
～５歳児と父親　　　20組
　11月８日(金)からＥメールで
住所、父親・子どもの氏名、子ど
もの年齢、電話番号、ママサロ
ンの参加の有無を同短期大学育
児文化研究センター(　ikubun@
takada-jc.ac.jp)へ
　同短期大学(　232－2310)

高田短期大学公開講座
　12月14日(土)14時～16時30
分　　同短期大学ＰＣ教室(一身
田豊野)　　川喜田多佳子さん
(同短期大学講師)による講座「便
利に使おう Windows10」　　
Windows10初心者の高校生以
上　　　30人
　11月29日(金)までに、はがき
で講座名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を高田短期大学
公開講座係(〒514－0115 一身田

豊野195)へ　※同短期大学ホー
ムページからも申し込みできます。
　同短期大学(　232－2310)　

第３回津・俳句まつり
　津城跡や津観音、商店街など
をテーマとした俳句を詠んでみ
ませんか。優秀作品は表彰式で
表彰します。また、早川由美さ
ん(愛知淑徳大学非常勤講師)の
俳句に関する講演会も同時開催
します。
　11月17日(日)13時～15時　
　中央公民館ホール
　11月15日(金)までに、はがき
に俳句を１句記入し、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を津がつ
ながる津ぅりずむ代表(〒514－
2211 芸濃町椋本626 駒田宛)へ
※１人１通まで
　津がつながる津ぅりずむ代表
(　265－2590)

子ども料理体験教室
　日本古来のおせ
ち料理を作ります。
　12月１日(日)10
時～13時　　橋南
市民センター調理室　　おせち
料理、雑煮　　市内に在住の小
学生(保護者見学可)　　　16人
　1,000円
　11月16日(土)～23日(土・祝)
に、すきっこクラブ代表(　090－
1411－5368)へ

転倒予防教室
　11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「骨粗しょう症予防に
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
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広報 つ！　令和元年11月１日号14

健　　康

無料相談

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

※祝・休日、年末年始を除く

※祝・休日、年末年始を除く

とき（毎月） ところ

市本庁舎第１木曜日
13時～16時

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

第３金曜日
13時～16時

久居総合福祉会館南館２階
談話室２

第２月曜日
13時～16時

薬を知る講座
　11月24日(日)10時～12時　
　津リージョンプラザ２階第２
会議室　　「骨粗しょう症の治療
薬」をテーマに薬剤師による薬
の効能の解説と個別相談など
　津薬剤師会(　255－4387)

三重県保険医協会 市民公開講座
　12月８日(日)13時～15時　
　四日市シティホテル　　小島
勢二さん(名古屋小児がん基金理
事長)による講演「最近のがん医
療の進歩とそれを支える保険医
療」　　　100人
　11月７日(木)～29日(金)に、
電話またはファクスで住所、氏
名(ふりがな)、電話番号、ファク
ス番号を同協会(　225－1071、
　225－1088)へ

弁護士による法律相談(面談)
　11月25日(月)10時～12時、
13時～15時　　市本庁舎３階
相談室　　市内に在住の人(初め
ての人優先)　　　８人(相談時
間は１人30分以内)
　11月20日(水)17時までに男
女共同参画室(　229－3103)へ

司法書士による相談会
　11月13日(水)13時30分～16時
30分　　市本庁舎　　相続、多重
債務、金銭問題など　　　８人
(初めての人優先)
　11月５日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間 相談電話0570－070－810
　11月18日(月)～22日(金)８時
30分～19時、23日(土・祝)・24日
(日)10時～17時　　ＤＶ・セクハ
ラ・ストーカー被害など女性に関

する人権問題についての相談
　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

税理士による税務相談
　11月10日(日)13時～16時　
　イオンモール津南１階みなみ
の広場(高茶屋小森町)
　津税理士会館(　226－3222)

行政書士による専門相談
　毎月第１金曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※12
時から整理券(　　９人)を配布　
　津センターパレス３階　　行
政への申請、提出書類の作成など
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

法的な困りごとは法テラスへ
　毎週月～金曜日９時～21時、
土曜日９時～17時(祝・休日、
年末年始を除く)　　法的トラブ
ルの解決に役立つ法制度や相談
窓口の情報提供
　法テラスサポートダイヤル(法
的トラブル…　0570－078374、
犯罪被害者相談…　0570 －
079714)

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

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日
10時～16時(祝・
休日、年末年始を
除く)　　みえ犯罪
被害者総合支援センター(栄町一
丁目)　　犯罪の被害に遭った人
や家族の相談　※電話相談や法
律相談(予約制)などもあります。
　同センター(　221－7830)

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

交通事故被害者支援センター
相談員による交通事故相談(要予約)

　　各３人
　相談日の前日までに地域連携
課(　229－3105)へ

消費生活相談
　毎週月～金曜
日９時～12時、
13時～16時(祝･
休日、年末年始
を除く)　　市
本庁舎３階市民
交流課内　　消
費生活相談員に
よる商品の購入やサービス利用
などのトラブルに関する相談(電
話相談も可)
　津市消費生活センター(　229－
3313)

カウンセラー相談(面談・電話)
専用電話229－3120

　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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 みんなで踊ろう！とこわかダンス♪

Vol.２

　2021年９月25日(土)～10月５日(火)開催の「三重とこわか国体」
と同年10月23日(土)～25日(月)開催の「三重とこわか大会」。両大会
のイメージソング「未来に響け」に合わせて踊る「とこわかダンス」
をご存知ですか。家族や友人みんなで踊って大会を盛り上げていきま
しょう。

羽ばたく

イメージ

右足を１歩横へ
右手を回す

右足をクロス
横で手を止める

左足をそろえる 両手をクロス
背中を丸くする

両手を開く
顔をあげる

回転しながら移動　　　  腕を伸ばして
上と横へ

手をまっすぐ下げる 肘を曲げて上げる
×２

立ち上がって
両手を広げる

少し しゃがむ
手を下へ

左足を１歩前
右手を２回転

　市内小学校などの運動会
で子どもたちが、とこわか
ダンスを元気に踊ってくれ
ました。

右肘を左下に引きながら
斜め左に下がる→手足反対

右手を前から横へ　左手を前から横へ　

とこわかダンス(スタンダード)サビ部分振付 ８カウント 歌詞 ※踊りやすいように写真は反転しています。

未 　 　 来 　 　 に 　 　 響 　 け

み 　 ん 　な 　 の ーエ ル　が　届 く

あ な　た　 ま 　で

勇 気 と 希 望

ときめきかがやき

がんばれ
！

ぐるぐる
手にエールを
込めて届ける

ピ
シ
ッ
！

左上へ投げる

誠之小学校安東小学校南が丘小学校

右足を一歩前へ　　左足を一歩前へ

児童・園児の皆さん
のとこわかダンスの
写真を掲載中！

三重県　とこわかダンス│

レッスン動画を
チェックしてね！

と　こ　わ　か　は　ば　た　け　 がんばれフルパワー

胸の前で手を回す
右に２歩移動

右足を１歩前
両手上

手を下にさげながら
しゃがむ
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　第16回政策評価審議会
　(総務省)…７月10日
　各省庁が自らの政策を
客観的に評価し結果を次
に反映させる審議会の有
識者委員に就任。政策マネ
ジメント向上を図ります。

　原沢久喜選手 世界柔道選
　手権準優勝報告…９月11日
　原沢久喜選手(百五銀行
所属)が銀メダルを獲得。
念願の100kg超級東京五
輪金メダルに向け、みん
なで応援しましょう。

　岩田川に架かる津興橋は伊勢電気鉄道(後の近鉄
伊勢線)の鉄道橋として昭和５年につくられまし
た。昭和36年の廃線以降、線路跡は市道塔世橋南
郊線(通称 近鉄道路)として活用され、道路橋に転
用された津興橋は現在も１日平均１万6,000台の
車両の通行を支えています。
　来年90歳になる津興橋は津市が管理する橋梁の
中では最古参ですが、もともとは鉄道橋として列
車の荷重でたわまないよう頑丈な鋼でつくられて
おり、関東大震災級の地震にも耐えられるような
設計となっています。阪神淡路大震災の翌年には
落橋防止装置を設置し、地震動の衝撃を緩和して
橋桁の落下を防ぐ耐震対策を実施しました。
　しかしながら、老朽化による部材の損傷は著し
く、平成25年、市が橋長15m以上の308橋を対象
に橋梁長寿命化修繕計画を策定した際、維持管理
対策の優先順位は５番目となりました。
　市内を南北に貫く幹線道路に架かる重要な橋だ
けに、津興橋の修繕方法については慎重に検討す
る必要があります。平成26年から27年にかけて津
興橋に近接目視調査と現有耐力調査を実施したと
ころ、現段階で車両規制を行う必要はないもの
の、南海トラフ級の大地震が発生した場合、橋桁
を支える下部に損傷が生じることが想定されると
いう結果になりました。
　津興橋の下部は、現在では原則として避けなけ
ればならない耐震性に劣る無筋コンクリートの橋
脚が採用されています。幅広のどっしりとした６
基の橋脚は橋脚間が狭く、水害時には流木などが
つかえて川の流れを妨げることになりかねないた
め、このままの姿では現行の設置基準を満たすこ
とはできません。試算の結果、橋の下部を大幅に
改良する大規模修繕は架け替え以上の工事費が必
要になるとされたため、津興橋の最善の老朽化対

策は架け替えであるとの結論に達しました。
　当初、架け替え事業の財源として検討していた
のは、平成24年度から始まった国からの「防災・
安全交付金」でした。インフラの老朽化が社会問
題化する中、橋やトンネルなどの長寿命化計画を
策定して点検や修繕事業を実施しようとする自治
体に対し重点的に予算を配分する制度です。　　
　しかし、薄く広く多くの事業に充てられる交付
金はそれぞれの自治体に配分される額に限りがあ
り、複数年かけて実施することになる数十億円規
模の事業を賄うだけの額が毎年十分に確保される
見通しが立たないという問題がありました。
　同様の大規模な老朽化対策事業を抱える全国の
自治体からも窮状を訴える声が相次ぎ、国は橋脚
の補強や橋梁の架け替えを集中的に支援する仕組
みを創設しました。対象事業を特定しない交付金
ではなく、あらかじめ国が自治体の大型事業を指
定して複数年に渡って事業の財源を保証する｢大規
模修繕・更新補助制度」です。
　平成27年度から始まったこの制度にいち早く手
を挙げた津市は東海地方の更新事業第１号として
採択されました。懸案だった津興橋の架け替え事
業は平成28年度の設計・調査の段階から補助の対
象となり、総事業費35.8億円のうち、55％にあた
る19.7億円が国から交付されることとなったので
す。
　工事に着手したのは昨年６月。仮橋は既に出来
上がっており、今月半ばから仮橋と現道を接続す
る工事が始まります。年内には仮橋の迂回路へと
通行が切り替わり、来年度から90年の歴史を刻ん
できた旧橋の撤去に取り掛かります。
　新しい橋は支持層の45mまで杭を打ち込み耐震
性を高めるとともに、橋脚を３基に減らし岩田川
の流れをよりスムーズにすることで水害の危険性
を軽減させます。幅員は現況の9.15mから15.3m
まで広げ両側に歩道を設けて交通の安全を確保し
ます。
　鉄道橋ならではの重厚な津興橋のたたずまいと
はお別れですが、安全性と利便性が高まる新しい
津興橋が令和７年度中に完成する予定です。着実
に事業を進めてまいります。来年からしばらくの
間、仮橋での通行にどうぞご協力ください。

津市長コラムテレビ版市長コラムでは、前葉市長がこのテーマについて語ります

津市長活動日記「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

津興橋を架け替えます

Vol.90 (2019.11.1)

うかい

くい



水道局だより

折り込み紙
広報津

令和元年11月１日発行
水道局

　237－5811　　237－5819私たちの暮らしの中の水道 vol.６
　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、平成30年度決算状況を見ていきます。

収入

支出

収入

支出

これまでの貯金

水道局の貯金の動き

平成30年度
の不足

平成30年度
の貯金

貯金残高

53億円 16億円 15億円 52億円

上のグラフからたくさんのお金が使われてい
ることが分かるね！でも、経営が厳しくなると以前
から聞いているけど、収益的収支(グラフ左)では利
益が出ているよ。

平成30年度は、１億円の利益が出ているけ
ど、過去にもらった補助金などを毎年少しずつ収益
化している、実際の現金収入でない長期前受金戻入
の８億円が含まれているから、利益が出ている訳
ではないんだよ。

資本的収支(グラフ右)では16億円も不足し
ているけど、何から支払われているの？

平成30年度決算を見てみよう！

資本的収入　　11億1,847万3,401円
資本的支出　　27億5,396万8,729円
収支差引　　△16億3,549万5,328円

収益的収支 資本的収支
出資金
3,850万円

投資
１億5,761円

人件費
６億1,308万3,667円

給水人口　27万6,961人
給水戸数　13万4,754戸
年間総配水量    4,035万4,893㎥
１日平均配水量　11万561㎥
１日最大配水量　12万2,072㎥

（平成31年３月31日時点）

給水収益
56億5,288万1,741円

受水費
23億281万9,825円

減価償却費
19億2,606万6,272円

不足額
16億3,549万5,328円
(損益勘定留保資金で補てんしました)

建設改良費
15億1,376万9,339円

企業債の元金償還金
11億4,019万3,629円

補助金
３億5,161万5,000円

企業債（借入金）
７億2,590万円

水道事業の運営費用は、
皆さんからの
水道料金で賄っています！－ ＋ ＝

平成30年度
に減った貯金
１億円

企業債の支払利息
２億9,316万4,879円

純利益
１億496万1,354円

長期前受金戻入
７億9,716万7,126円

その他収益
８億9,219万3,617円

維持管理費等
21億214万6,487円

他事業からの
負担金など
245万8,401円

将来、施設を新しくするために備えた貯金が
53億円あって、そこから支払ったんだよ。でも、今年
は収益的収支の減価償却費や長期前受金戻入など
の会計上の処理を行って、15億円は戻すことができ
たんだよ。下の計算式を見てみて！

平成30年度は貯金が１億円減ったんだね。

そうだね。丈夫な水道を保ち続けるために、
水道管や浄水場などの更新や耐震化は、今まで以上
に力を入れていくことが重要だけど、その分貯金は
減っていくことになるんだ。

・収益的収支（グラフ左）
　その年度の水道水の提供に必要な費用と、収入（主に水道料金）
・資本的収支（グラフ右）
　水道を将来にわたって維持するために必要な施設の整備や拡充など
　に係る費用と、それを行うための財源となる収入（補助金や借入金）

収益的収入　　73億4,224万2,484円
収益的支出　　72億3,728万1,130円
純利益　　　　 1億 496万1,354円

※税抜き ※税抜き、△はマイナスを表す



水道局だより

折り込み紙
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収益的収支の支出で、受水費(県営水道)の
割合が大きいけど、津市の水源はどうなっている
の？

津市の水源は、右のグラフのように県営水
道が全配水量の51％を占めているよ。自己水源
が枯渇している場所も出てきているので、安定供
給のために県営水道の受水はなくてはならないん
だよ。

だから決算の円グラフでも収益的支出で３
分の１(約23億円)も占めているのね。これからも
県営水道の割合は変わらないの？

自己水源の古くなった浄水場や配水池を新
しくするのには、多くの費用がかかるので、地域
によっては自己水源から県営水道へ切り替えてい
くよ。だから県営水道の割合も増加していくんだ
よ。

ますます受水量が増え、支払いも多くなる
ね。少しでも安くならないのかなあ。

県営水道を経営しているのは三重県企業庁
なんだ。企業庁は平成29年度決算で、一般会計へ
の貸し付けも含め約156億円の貯金があるよ。この

額は、企業庁が貯金の目安としている一年間の営
業収益(約80億円)の２倍に近いね。これから見て
も、県営水道の経営は良好で安定しているよね。こ
の貯金は端的に言うと、県民・市民が負担した水道
料金によるものなんだ。今年は５年に一度の料金
単価の見直しが行われるから、津市は三重県に対し
料金単価を低減するよう要望※しているよ。

※料金負担を少しでも軽減できるよう県営水道料
金単価の低減について、８月７日の「令和元年度
県と市町の地域づくり連携・協働協議会１対１対
談」で市長から直接知事に要望を行いました。

大きな影響を持つ県営水道

水系別供給状況(平成30年度決算)

地震や台風で停電がおこり、長時間、広範
囲に断水して困っている映像をよく目にするけ
ど、なぜ停電で断水になるの？

場所によっては、低い所からポンプを使っ
て高い所へ送水しているから、停電になるとこの
ポンプが止まって断水になることがあるんだ。
　平成30年の台風時に長時間の停電を経験した
中で、右下のような取り組みを進めたよ。

停電時の断水は防ぐように考えてもらって
るけど、災害の対策はそれだけじゃないよね。

次回は、老朽管路などの更新に加え、災害
に強い施設への取り組みについて見ていこう。

停電への備え

・非常用発電設備の設置
　(広範囲に影響を及ぼす配水池へ)
・早期に対応できるよう可搬式発電機の購入
・電力を必要としない配水への切り替え

令和元年度の取り組み

自己水源　18％
片田浄水場(長野川)　

自己水源　７％
高茶屋浄水場(雲出川)　

自己水源　15％
三雲浄水場(雲出川)　

自己水源　９％
久居・芸濃・河芸・
美里・安濃・白山・美杉　

県営水道　51％
大里浄水場・
高野浄水場　

県営水道

合計51％
自己水源

合計49％

配水池

浄水場

電動ポンプ

非常用発電機

各家庭などヘ

高い場所への送水

(ポンプで圧送)

低い場所
への送水
(自然流下)



アルコールと健康

折り込み紙
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～適度な飲酒を心掛けましょう～

令和元年11月１日発行
健康づくり課

　229－3310　　229－3346

　お酒は、適量を上手に飲めばストレスや緊張を和らげるなどの効用がある反面、飲みすぎると健康
を害する危険性もあります。節度ある適度な飲酒を心掛け、アルコールと上手に付き合いましょう。

　長期間にわたり多量飲酒(純アルコール60ｇ以上)を続けていると、脂肪肝、アルコー
ル性肝炎などの肝臓障害が起こります。また、内臓にさまざまな悪影響を及ぼし、糖尿
病や膵炎などの膵臓障害のほか、胃炎などの消化管障害や、心臓の病気、高血圧などの
生活習慣病やがん、虫歯や歯周病などの歯科疾患のリスクを高めます。多量飲酒者には
脳の萎縮が高い割合で見られ、認知症になる人が多いといわれています。アルコール依
存症とうつ病の合併は頻度が高く、アルコールと自殺も強い関係があります。

１日の適正飲酒量って？１日の適正飲酒量って？

アルコールとの上手な付き合い方アルコールとの上手な付き合い方

多量飲酒による体への影響多量飲酒による体への影響

日本酒
（15％）

１合
(180ml)
１合

(180ml)

ビール
（５％）

中瓶１本
(500ml)
中瓶１本
(500ml)

缶チューハイ
（７％）

１缶
(350ml)
１缶

(350ml)

ワイン
（12％）

1.5杯
(180ml)
1.5杯

(180ml)

　適量には個人差がありますが、厚生労働省は「健康日本21」※で、節度ある適度な飲酒として、１
日の飲酒量を純アルコールにして約20g程度としています。

１日の適正飲酒量（純アルコール約20gを含む量）

適量は
いずれか
１種類

※飲酒習慣のない人に対して、この量の飲酒を推奨するものではありません。

アルコールの代謝が遅い
女性・高齢者は半分量が目安
女性…男性に比べ
て肝臓が小さく、
体重が軽い

高齢者…アルコー
ルの分解機能が低
下。体の水分量も
減少

適量で切り上げる 自分のペースで飲む

週２回の休肝日をつくる 強いアルコールは薄める

薬と一緒に飲まない 定期健診を受ける

食べながら飲む

一気飲みはしない

長い間飲み続けると多量
飲酒につながり二日酔い
になります

就寝中も肝臓は動いているので連続
して働き過ぎると障害
が出てきます

お酒と一緒に薬を飲むと、
薬の作用がなくなったり、
強く現れたりします

適量のお酒は緊張感を和ら
げたりストレスを解消させ
ます

強いアルコールは、のどや
胃腸に強い刺激を与え胃炎
などの原因になります

空腹状態での飲酒は
胃の粘膜を荒らして
しまいます

血中アルコール濃度が
急に上昇し、急性アル
コール中毒になります

多量の飲酒は肝臓に大きな負担を与
えるので、定期的に
健診を受けましょう

すい

※「21世紀における国民健康づくり運動」の略称。厚生労働省が健康寿命延伸のため、国民の健康づくりを目的
　に実施している運動。
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水曜日13：00～16：00(祝・休日、年末年始を除く)
　253－7826

　妊娠中や授乳中の飲酒は、胎児や乳児の脳や発育に悪影響を及ぼす危険
性があります。妊娠中は胎盤を、授乳中は母乳を通じてアルコールが赤
ちゃんの体内に入るからです。妊娠を希望してから、授乳が終わるまでは
飲酒を控えましょう。

月～金曜日８：30～17：00(祝・休日、年末年始を除く)
　223－5057

月～金曜日８：30～17：15(祝・休日、年末年始を除く)
　229－3310

月～金曜日10：00～18：00(祝・休日、年末年始を除く)
　03－3249－2552

月・水・金曜日12：00～17：00(祝・休日、年末年始を除く)
　052－915－1602

外来診療日・時間 月～金曜日８：30～17：15(祝・休日、
年末年始を除く)
外来予約受付時間 13：00～16：00　　252－0211

月・火・木・金曜日10：00～16：00(祝・休日、年末年始を除く)
　045－642－8777

外来診療日・時間 月～金曜日８：30～17：15
初診受付時間 ９：00～13：00
初診外来予約専用電話　　253－3120

　059－397－3572
※時間帯によっては対応できないこともあります。

相談機関
機　関 内容など 受付時間・電話番号など

未成年者飲酒の悪影響

妊娠・授乳中はお酒を控えましょう妊娠・授乳中はお酒を控えましょう

未成年の飲酒は法律で禁止未成年の飲酒は法律で禁止

アルコール依存症などの相談機関アルコール依存症などの相談機関

相談

三重県こころの健康センター

津保健所

津市健康づくり課

NPO法人 アスク（アルコール薬
物問題全国市民協会）

依存症専門電話相談

こころの病気や悩み相談

三重県立こころの医療センター(城山一丁目)

国立病院機構　榊原病院(榊原町)

※相談機関はこころのケアガイドブック 平成30年11月版から抜粋

ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）
中部北陸セントラルオフィス（ＣＨＣＯ）

公益社団法人 三重断酒新生会
事務局

Ａｌ－Ａnon アラノン家族グループ
アラノンジャパンＧＳＯ

健康に関すること、こころの健康
に関することなど

治療相談先・自助グループなどの
情報案内

アルコール依存症からの回復を目指す
人たちのグループ〈対象：当事者、家族〉

アルコール依存の問題を持つ人の家族と
友人の自助グループ〈対象：家族、友人〉

自助
グループ

医療機関

アルコール依存症へのリスクが高ま
り生活に悪影響を及ぼす
　未成年は心身が未発達なため、自己規制が効
かず多量飲酒につながりやすくなります

　アルコール依存症は早期に治療すると禁断症状も軽く、治療効果も高くなります。本人の相談が難
しい場合は、家族や周囲の人が専門機関に相談することもできます。

　日本では「未成年飲酒禁止法」により、未成年(20歳未満)の飲酒が禁止
されています。未成年に飲酒を勧めた場合も罰せられることになります。

脳の神経細胞を破壊する
　学習能力や集中力、判断力、意
欲の低下につながります

少量でも急性アルコール中毒になる
　未成年はアルコールを分解す
る酵素の働きが未発達です

性ホルモンのバランスを崩し発育を
妨げる 
　男性はインポテンツ、女性は生理不順・無月
経になることがあります

三重県 こころのケアガイドブック│

本人と家族の会
〈対象：当事者、家族〉
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令和元年11月１日発行
下水道局

　239－1030　　239－1037

　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
リーズでお話ししていきます。前回までの下水道局だよりでは、津市の下水道の課題や下水道
使用料の改定について紹介しました。
　第７回は、公共下水道事業会計の平成30年度決算の状況についてお話しします。

平成30年度決算の状況平成30年度決算の状況

平成30年度決算が出たんだね。

そうなんだ。下水道事業では汚れた水をきれ
いにする汚水処理事業と、浸水対策を行う雨水整備
事業の２つの事業を行っているんだけど、原則、汚
水は使用料収入などで、雨水は一般会計で負担す
るんだよ。

汚水処理事業と雨水整備事業を併せた決算
なんだね。収益的収支(左グラフ)に21.1億円の純
利益が出ているけど収入がたくさんあったんだね。

 
資本的収支(右グラフ)を見てほしいんだけ

ど、不足額が28.7億円出ているんだ。これを補てん

するために収益的収支の純利益を使っているんだ
よ。

そういえば、今年度も収益的収支の一般会
計からの繰入金の中に、11.4億円の収入不足分が
入っているね。

これは汚水分の不足分で平成30年度も下水
道事業の収入だけでは経費を賄うことができなかっ
たから、税金を財源とした一般会計からの繰入金で
補てんしているんだ。

平成30年度も使用料などの収入が足りてい
ない分を税金で賄う状況が続いているんだね。

支出

収益的収入
収益的支出
純　利　益

113億8,091万3,578円
92億6,811万9,946円
21億1,279万3,632円

※税抜き

【汚水収支】 収益的収入
収益的支出

90億9,364万9,731円
74億2,376万9,736円

資本的収入
資本的支出

37億7,336万8,865円
56億6,880万8,841円

【雨水収支】 収益的収入
収益的支出

22億8,726万3,847円
18億4,435万9,210円

資本的収入
資本的支出

8 億2,439万6,281円
18億6,442万5,145円

資本的収入
資本的支出
収 支 差 引

45億9,776万5,146円
74億7,323万3,986円
△28億7,546万8,840円
※税抜き、△はマイナスを表す

純利益
21億1,279万3,632円

人件費
３億1,617万8,538円

企業債（借入金）
25億8,890万円

負担金・補助金
７億6,462万5,000円

受益者負担金および分担金
４億557万3,360円

一般会計からの繰入金
８億3,866万6,786円

不足額
28億7,546万8,840円

雨水管整備にかかる費用
２億7,061万1,268円

ポンプ場等整備にかかる費用
５億5,331万3,000円

処理場等整備にかかる費用
１億1,156万8,000円

汚水管整備にかかる費用
14億8,879万6,576円

借入金の返済
49億374万507円

流域下水道建設負担金等
１億4,520万4,635円

長期前受金戻入
37億5,692万9,323円

その他収益
９億4,897万5,149円

一般会計からの繰入金
50億6,415万1,214円

下水道使用料
16億1,085万7,892円

維持管理費等
22億2,957万6,372円

減価償却費等
55億6,113万8,433円

収入

支出

借入金利息
11億6,122万6,603円

業務量の概要
行政区域内人口(Ａ)
　27万8,440人
処理区域内人口(Ｂ)
　13万9,438人
水洗化人口
　11万7,587人
普及率(Ｂ)／(Ａ)
　50.1％
年間有収水量
　1,355万1,683㎥
(平成31年３月31日時点)

収入不足分
(基準外繰入金)
11.4億円

・収益的収支…その年度の下水道事業の提供
　に必要な費用と、収益(主に下水道使用料)
・資本的収支…下水道を将来にわたって維持
　するために必要な施設の整備や拡充などに
　係る費用と、それを行うための財源となる
　収入(補助金や借入金)

下水道使用料の改定に伴うシミュレーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下水道使用料の改定に伴うシミュレーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

収入

支出

収益的収支 資本的収支
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下水道使用料の改定に伴うシミュレーション下水道使用料の改定に伴うシミュレーション
平成29年度は汚水処理の費用が使用料で

賄えていなかったよね。平成30年度はどうなの？

平成30年度の決算値で計算すると、下のグ
ラフのように汚水処理原価が１㎥当たり181円だっ
たのに対して、使用料単価は119円と平成30年度
も必要な費用の全てを賄うことができていない状況
だったんだ。
 

収益的支出は、どのような事業に使ったの？

維持管理費として、ポンプ場や処理場の施
設運営や老朽化した設備の修理費などに使ったん
だ。

津市は古い施設が多いの？

そうなんだ。今後の安全な下水道事業運営
を維持するために、平成30年度に下水道ストックマ
ネジメント計画を策定したんだ。それに基づいて長
期的視点で施設の修繕や改築に取り組んでいくよ。

資本的支出はどのような事業に使ったの？

汚水処理事業として、中央浄化センターの耐
震補強工事を1.1億円で実施したよ。この処理場は
40年前から使っているんだけど、他にも修理が必
要な施設が多いんだ。
 

その不足を税金で補てんしているんだね。金
額にすると、どれくらいになるの？

不足額は１㎥当たり62円で、全体の金額で
見ると8.4億円の不足なんだ。

今年の10月１日に下水道使用料が改定され
たけど、その分を加えるとどうなるの？

平成30年度の決算値に改定後の下水道使用
料を当てはめても、１㎥当たり31円の年間不足額
が見込まれるんだ。

まだ不足は残ってしまうんだね。

だから今後も引き続き効率的な整備を進める
など、より一層の経費節減が必要なんだ。

雨水整備事業には不足分はないの？

必要な費用は一般会計から繰り入れるから、
不足分はないんだよ。

181円
（24.5億円）

119円
（16.1億円）

62円
（8.4億円）

汚水処理原価と使用料単価の比較
(平成30年度決算値)

汚水処理
原価

使用料
単価

(１㎥当たり)
下水道使用料の改定前

下水道使用料の改定後

181円
（24.5億円）

31円
（4.2億円）

汚水処理
原価

使用料
単価

(１㎥当たり)

まだまだ設備の修理が必要なんだね。

また、平成30年４月の志登茂川浄化セン
ター供用開始によって公共下水道を利用できる区域
が増えたから、汚水管渠の工事も進めているんだよ。

下水道の整備も着実に進んでいるんだね。
雨水整備事業は？

浸水対策として令和５年の供用開始に向け
て、天神ポンプ場の建設工事を進めているんだよ。
平成30年度は5.3億円の事業を行ったんだ。これか
らも安全で安心なまちづくりのため、引き続き浸水
対策を進めていくんだよ。

最近台風や集中豪雨が多いから浸水対策も
大事だね！

そうだね。では次回は、津市の生活排水処理
の現状などについてお話しするね。

150円
（16.1億円＋4.2億円）

汚水処理
原価に対し

使用料単価が
不足する額

かんきょ

平成30年度の主な事業平成30年度の主な事業
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