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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 2/1

令和２年（2020年）

総合受付

0120-81-2403津駅0.5分
他の事務所

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.tax

※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，令和2年1月時点のものです

津駅税理士事務所

イオンモール名古屋みなと内・豊田市駅・岐阜駅・東京駅・池袋駅・柏駅 近く

＜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

司法書士 西村賢二〈愛知県〉

中央公民館で開催された子どもマジック教室で、教わったばかりのトランプ瞬間移動を早速披露し、にっこり。(12月26日)表紙

津ぅSHOT～ツーショット～津ぅSHOT～ツーショット～

サオリーナNEWSサオリーナNEWS

間もなく完成します！
久居駅周辺のまちづくり
間もなく完成します！
久居駅周辺のまちづくり

News
P５

特集
P２

P９

青い玉を箱に入
れ、

おまじないをか
けると…

なんと、赤い玉に変身！



広報 つ！　令和２年２月１日号2
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アルスプラザまでカラー舗装

アルスプラザまで視覚
障害者誘導ブロック

アルスプラザ前道路整備

久居農林高校

誠之小学校

久居駅周辺のまちづくり
　平成27年度から進めてきた久居駅東口と西口周辺のまちづくりが間もなく完成します。総事
業費約86億円にのぼるこの事業は、国の社会資本整備総合交付金や合併特例事業債などを
活用して整備しました。

間もなく完成します！

04 久居アルスプラザ 事業費60.3億円（周辺整備を含む、見込み）
令和２年６月６日オープン

CHANGECHANGECHANGE

01 久居駅西口広場　
平成31年３月完成

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

02 避難路　
令和２年３月完成

CHANGECHANGECHANGE

CHANGECHANGECHANGE

03 久居交流広場　
平成30年３月完成

事業費1.8億円

事業費6.6億円(見込み)

事業費0.6億円 全体事業費　86.1 億円(見込み)



広報 つ！　令和２年２月１日号 3
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01
久居駅東口駐輪場を移転

問い合わせ　建設整備課　　229-3311　　229-3345

06 市道新町野口線　

CHANGECHANGECHANGE

令和２年３月完成
05 　

平成30年３月完成

事業費0.5億円 事業費5.8億円(見込み)
久居体育館
ユニバーサルデザイン化

07 久居駅東口広場　
令和元年９月供用開始

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

CHANGE

08 久居駅東口駐輪場　

09 防災広場　

10 久居駅東口駐車場　

CHANGECHANGECHANGE

広さ約1,100㎡
施設
　耐震性貯水槽（容量40㎥）
　防災備蓄倉庫
　マンホールトイレ（５基）

かまどベンチ（５基）
緑の風公園

マンホールトイレ
災害時には下水管上にテントを
立てて仮設トイレが完成！

令和２年３月完成

令和２年５月完成

CHANGECHANGECHANGE

平成30年９月供用開始
平成31年３月完成

事業費4.8億円(見込み)

事業費3.3億円(見込み)

事業費1.4億円（見込み）

事業費1.0億円



広報 つ！　令和２年２月１日号4

　創業を考えている人や創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　海住笑子さん(Lami Kitchen代表)とのトークセッショ
ン「わたしの創業ストーリー～食卓にワクワクを届けたい～」、
交流会

定　員　20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

1
TSU NEWS

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001
保険適用外の不妊治療費の一部を助成
令和元年度の申請は３月31日　まで

第２子以降の特定不妊治療に対する助成
　１人以上の実子がいる夫婦で、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を
追加できることがあります。詳しくはお問い合わせください。
助成金額　１回の治療につき15万円(治療内容によっては７万5,000円)を上限に助成

特定不妊治療費（体外受精・顕微授精）、一般不妊治療費（人工授精）の助成
三重県特定不妊治療費助成事業 津市不妊治療費助成事業

助成内容

対象者

助成金額

助成回数
※年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
※男性不妊治療は、特定不妊治療（体外受精・顕微授精）に至る過程の一環として行われる手術などをいいます。

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦　●夫婦双方または一方が市内に居住　●体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
●夫婦の前年（１～５月の申請は前々年）の所得の合計額が730万円未満（諸控除があります）

●39歳以下…通算６回　●40歳以上43歳未満…通算３回　※年間制限なし　※妻の年齢が43歳以上で開始した治療は対象外

体外受精・顕微授精・男性不妊の治療費のうち、保険
適用外の自費分の一部を三重県が助成（ただし、体
外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象）

体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自
費分の一部を津市が助成（ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場
合が対象）

●体外受精・顕微授精…１回の治療につき15万円（初
　回の治療に限り30万円、ただし治療内容によって
　は７万5,000円）を上限に助成
●男性不妊…１回の治療につき15万円を上限に助成
　（平成31年４月１日以降に開始した治療を対象に
　初回治療に限り30万円）ただし治療内容によって
　は助成対象外となる場合があります

10万円を上限に次の内容で助成
●体外受精・顕微授精…三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控
　除した額
●人工授精…費用の３分の２（医師が人工授精を開始すると決定した時か
　ら一定期間継続した治療が対象）

５万円を上限に次の内容で助成
●男性不妊…三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額

2
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問い合わせ　経営支援課　　236－3355　　236－3356
ビジネスカフェにお越しください
人気企画！すてきな創業者さんとのトークセッション開催

2 19 14:00~16:00(13:30開場)
津市ビジネスサポートセンター水

火

津市ホームページ
ビジネスカフェ

前回のトークセッションの様子

津市ホームページ
不妊治療費助成制度

いずれも
申請方法　申請に必要な書類などを電話または津
市ホームページ等で確認の上、申請期限までに
保険医療助成課(〒514－8611 住所不要)また
は各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重
県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健
所(　223－5290)でも受け付けます。 ※郵送の
場合は簡易書留郵便で提出

申請期限　不妊治療が終了した日から60日以内
※やむを得ない理由により60日を超えた場合は遅
延理由書が必要です。ただし、治療が終了した
日の属する年度内の申請に限りま
すので、令和２年３月31日(火)ま
でに申請してください(郵送の場
合は消印有効)。



広報 つ！　令和２年２月１日号 5

試合日程
2019 -20
V.LEAGUE Division2

ヴィアティン三重バレーボール
HOME GAME

※市内に在住の人の無料席は２階席のみです(１階席は有料)。
　当日住所が確認できる身分証明書をご提示ください。

SAORINASAORINA

問い合わせ　スポーツ振興課　　Ｔ229-3254　Ｆ229-3247

　津市がスポーツ振興などに関する包括協定を締結して応援しているバレーボールチーム
「ヴィアティン三重」の試合がサオリーナで開催されます。ぜひご観戦ください。

　小林渚さん(子どもアート工房STUDIO EDGE
主宰)と一緒に、久居駅から久居アルスプラザま
で歩いて商店街を取材しマップを作ろう。
と　き　３月15日(日)10時～14時
ところ　久居商工会館３階研修室(久居本町)
持ち物　弁当、飲み物　※あれば色鉛筆
対　象　小学生
定　員　先着20人

　来場者のおもてなしやホールの案内など、オー
プン後に施設の運営を支えていただくボランティ
アを養成する講座を開催します。
と　き　３月28日(土)13時～16時
ところ　久居アルスプラザときの風ホール
持ち物　筆記用具、飲み物
対　象　高校生以上
定　員　先着30人
いずれも
申込方法　直接窓口または電話、ファクス、Ｅ
メールで住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番
号を、久居アルスプラザ開館準備室(津リー
ジョンプラザ３階、　253－4161、　253－
4171、　info－hisai@kmix.co.jp)へ

申込開始日　２月10日(月)
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問い合わせ　文化振興課　　229－3202　　229－3344
久居アルスプラザ イベントのお知らせ
６月６日　  オープン！

vs きんでんトリニティーブリッツ

vs 兵庫デルフィーノ

3 7 12:00~試合開始土

3 8 12:00~試合開始日

土

開館プレイベント第３弾
アルスてくてくマップ作り

アルスプラザ市民ボランティア養成講座～入門編～

久居アルスプラザイメージ図



○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

広報 つ！　令和２年２月１日号6

資産税課
　229－3132　　229－3331

家屋改修に対する
固定資産税の減額 教委学校教育課

　229－3245　　229－3257

小中学校・義務教育学校に通う
児童・生徒の保護者の皆さんへ
就学に必要な費用を援助

防災室
　229－3104　　223－6247

災害時協力井戸の登録に
ご協力ください

こども支援課
　229－3155　　229－3451

一人親家庭等に
中学校卒業祝品を支給

財産管理課
　229－3125　　229－3444

市本庁舎の大規模改修

地域連携課
　229－3110　　229－3366

市民セレクション

情報企画課
　229－3118　　229－3119

電子申請（予約）システムの廃止

お知らせ

　一定の要件を満たす家屋の改
修工事(耐震改修工事・バリアフ
リー改修工事・省エネ改修工事)
を行った場合、工事が完了した
年の翌年度から一定期間、その
家屋の固定資産税が減額されま
す。いずれの工事も完了から３
カ月以内に申告が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

　築後40年を経過し、劣化が進
む設備の更新や災害対応機能の
強化を図るための改修工事を来
年９月までの予定で行います。
工事に伴う駐車区画の減少、通
行規制などにより、来庁者の皆
さんにはご不便やご迷惑をお掛
けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。工事
の詳しい内容は、津
市ホームページで随
時お知らせします。

　津市では、災
害時に供給が困
難となる恐れが
ある生活用水を
確保できるよう、井戸所有者の
皆さんに災害時協力井戸の登録
をお願いしています。
登録要件(以下の全てを満たして
いること)
・津市内に所在している
・現在井戸として使用し、引き
続き使用するもの

・災害時、無償で井戸水の提供

が可能
・ポンプ、つるべなどが設置さ
れている
・井戸枠などの安全対策が施さ
れている
・所在地などを公表できる
・津市が水質検査を行う場合に
同意できる
　登録方法など詳しくはお問い
合わせいただくか、津市ホーム
ページをご覧ください。

　令和２年度津市市民活動推進
事業交付金に応募のあった事業
を選考する公開プレゼンテー
ション(市民セレクション)を実
施します。傍聴を希望する人
は、事前に地域連携課へご連絡
ください。
と　き　２月16日(日)９時～
ところ　中央保健センター待合
ホール
持ち物　スリッパ

対　象　市内に在住の一人親家
庭等で、３月に中学校を卒業
する子どもと生計を同じくす
る養育者
支給内容　図書カード5,000円
分　※後日郵送
申請方法　印鑑(スタンプ印を除
く)、津市福祉医療費受給資格
証(一人親家庭等)または児童
扶養手当証書(児童扶養手当全
額支給停止の人は支給停止通
知)または戸籍謄本を持参し、
直接こども支援課または各総
合支所市民福祉課(福祉課)窓
口へ　
申請期間　２月７日(金)～３月
13日(金)

　義務教育にかかる費用の負担
に困っている人へ、給食費など
の一部を援助しています。希望
する場合は、各学校または教委
学校教育課、各教育事務所で
「就学援助費給付申請書」を受
け取り、通学している学校へ提
出してください。
対　象　令和元年度または２年
度時点で、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(児童手当は対象になり
ません)
・子どもの就学に当たり経済的
に困っている人
援助する費用
・学用品費・通学用品費
・学校給食費(実費額)
・新入学用品費
・校外活動費
・修学旅行費(実費額)
・医療費(虫歯・結膜炎・中耳炎
など学校保健安全法施行令第
８条に定める疾病)

　インターネット上で可能だっ
た以下の手続きは、２月20日
(木)をもって受け付けを終了し
ます。

犬の死亡・登録事項
変更届

環境保全課
　229ー3282
津市水道サービス
センター
　237ー5821

水道の使用・中止届

市民課
　229ー3144住民票発行予約

問い合わせ手続き



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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募　　集

交通政策課
　229－3289　　229－3336

津市地域公共交通活性化
協議会委員

商業振興労政課
　229－3225　　229－3335

パブリックコメント
津市駐車場事業経営戦略案

第１部
９時～
10時20分

第２部
10時30分～
11時50分

「知っていますか？～差別
解消の推進を目的とした三
つの法律～」
原田朋記さん（反差別・人権
研究所みえ調査・研究員）

内容・講師時　間

「ＬＧＢＴ 一人ひとりが生
きやすい社会のために～
『性のあり方』について考
える～」
本江優子さん（反差別・人権
研究所みえ事務局次長）

政策課
　229－3101　　229－3330

第11回ユニバーサルデザイ
ン（ＵＤ）発表会

三重短期大学大学総務課
　232－2341　　232－9647

三重短期大学法経科
第２部（夜間）受験相談会

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

STeP upスクールin津
ステップ アップ

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

第10回スイーつフェスタ

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

市民人権講座（美里）

消防団統括室
　254－1602　　254－1607

消防団員入団促進キャンペーン

イベント

　市内の学校の子どもたちが、
ユニバーサルデザイン(ＵＤ)講
座を通じて学んだことを発表し
ます。聴導犬・介助犬による実
演を交えた講演やＵＤグッズの
展示などもあります。
と　き　２月22日(土)13時30
分～16時

ところ　高茶屋市民センター

　ハンドボール経験のある中高
生を対象に行う中部大学ハンド
ボール部監督と選手による実技
指導の見学会を開催します。
と　き　２月11日(火・祝)９時30
分～16時

ところ　サオリーナサブアリーナ

　市内で製造・販売されている
スイーツ・銘菓の限定詰め合わ
せセットの販売や高校の茶道部
によるお茶席、お買い回りガラ
ガラ抽選会など盛りだくさん。
と　き　２月22日(土)・23日
(日・祝)10時～15時30分

ところ　津市センターパレスホー
ル(津センターパレス５階)

　令和２年度の入学案内・募集要
項などの配布、説明を行います。
と　き　２月８日(土)13時～17
時(随時受け付け)
ところ　アスト津４階会議室４

と　き　２月29日(土)11時～
13時
ところ　イオン津ショッピング
センター(桜橋三丁目)
内　容　啓発物品の配布、ミニ
消防車の展示、子ども防火衣
を着用しての写真撮影、消防
団員活動服の着用体験など

と　き　３月７日(土)
ところ　美里社会福祉センター
ホール

　効率的で利便性の高い公共交
通システムの構築や、持続可能
な公共交通に向けた利用促進な
どを協議する委員を公募します。
対　象　市内に在住・在勤・在
学の令和２年４月１日時点で
20歳以上で、年４回程度、平
日昼間に開催する会議に出席
できる人　※津市の議員・常
勤職員を除く　
定　員　５人程度(選考あり)
任　期　委嘱した日から令和４
年３月31日まで
報　酬　会議１回につき9,000円
申し込み　交通政策課または各
総合支所地域振興課にある申
込用紙に必要事項を記入し、
「乗合バスの利用者を増やすた
めの方策」をテーマに書いた
800字程度の作文と併せて直
接窓口または郵送、ファク
ス、Ｅメールで交通政策課
(〒514－8611 住所不要、　
229－3289@city.tsu.lg.jp)へ
※作文は返却しません。申込
用紙は津市ホームページから
ダウンロード可
申込期間　２月10日(月)～28日
(金)

閲覧場所　商業振興労政課、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メールで商業振
興労政課(〒514－8611 住所
不要、　229－3114@city.tsu.

　lg.jp)へ
募集期間　２月１日(土)～３月
１日(日)必着

消防団員 随時募集中！
　入団について詳しくは、お
住まいの地域の消防団員また
は消防署（所）、消防団統括室
までご連絡ください。



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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津市 2019年度公民館講座│

募　　集

広報課
　229－3111　　229－3339

津市ホームページバナー広告

消防救急課
　254－1600　　254－1607

上級救命講習会

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

一志児童館
　・　293－0936

いきいきサロン「フレンド」
との交流会

美杉総合支所地域振興課
　272－8085　　272－0439

レークサイド君ケ野臨時職員

安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

市民人権講座（安濃）

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

津市森林セラピーイベント

第１部
18時～
19時10分

第２部
19時15分～
20時15分

「少子高齢化における高齢
者の人権について」
大谷徹さん（反差別・人権
研究所みえ理事）

内容・講師時　間

①

②

22日㈰
９時30分～
15時（受け
付 け は ９
時～）

100人

50人

27日㈮
10時30分～
15時
（受け付け
は10時～）

２月17日
㈪～３月
13日㈮

２月25日
㈫～３月
19日㈭

レーク
サイド
君ケ野
集合

ＪＲ伊
勢竹原
駅集合

とき（３月） ところ 定員 申込期間

「インターネットと人権」
原田朋記さん（反差別・人
権研究所みえ調査・研究
員）

広告掲載料　１枠
　当たり月額２万
　円(消費税・地方
　消費税を含む)
申し込み単位・応募枠　１カ月単
位で１社(者)当たり１枠

掲載期間　令和２年４月１日か
ら１カ月以上で令和３年３月
31日を超えない期間

申込期間　随時受け付け
掲載ページアクセス件数　月平
均約19万件

※申し込み方法など詳しくは津市
ホームページをご覧ください。

と　き　３月８日(日)９時～18時
ところ　白山消防署
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　２月17日(月)～28日
(金)

と　き　２月22日(土)10時～
ところ　一志児童館
内　容　ひな飾り制作
対　象　市内に在住の高校生以下
(就学前の子どもは保護者同伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込開始日　２月５日(水)

業務内容　調理補助と接客
勤務時間　６時～22時のうち7
時間程度　※水曜日は定休
日。業務の都合により時間外
勤務あり
賃　金　時給880円
定　員　１人
申し込み　直接窓口または電話
で美杉総合支所地域振興課へ
締め切り　２月14日(金)

　受講者には記念品をプレゼン
トします。
と　き　２月27日(木)
ところ　安濃中公民館研修室１

対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　100人
申し込み　はがき、または電話、
ファクスで住所、氏名、電話
番号を安濃総合支所地域振興
課(〒514－2393 住所不要)へ
締め切り　２月21日(金)

　パソコンの操作とインターネッ
トについて基礎から解説します。
と　き　２月22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
講　師　情報ボランティアみえ
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。
津市ホームページからも申し
込み可
締め切り　２月13日(木)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。

①第８回ノルディックウオーキ
ングフェスティバル…初心者
でも安心なコースと技術を競
い合うコースを用意。

②淡墨桜と新緑セラピーウオー
ク…淡墨桜を見ながら昼食を
取り、周辺の山里を歩きます。

いずれも
費　用　1,500円(保険料、昼食
代を含む)
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ

うすずみ
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津の“うまいもん”が大集合！
12月14日  ＪＲ名松線・八知駅前広場

　晴天の下「白山めぐりウオーキング」が開催さ
れ、参加者は紅葉が美しい家城ラインをめぐる往復
約４ｋｍの道のりを楽しみました。

紅葉のさとを訪れて
11月24日 　白山町真見

　美杉(うますぎ)市場が開催され、ＪＲ名松線沿線地
域の特産品や、白塚漁港の新鮮な海産物を買い求める
大勢の来場者でにぎわいました。

津市産フルーツで大福を作ろう！
12月19・20日　三重テラス(東京都中央区)
　津市で採れた新鮮な農産物などの販売を行った第
67回つデイ。フルーツ大福作り体験では、参加者
が自分で作った大福に舌鼓を打ちました。

　約1,800人のランナーが参加した第22回ひさい榊
原温泉マラソン大会。大会後は豚汁のふるまいや榊
原温泉入浴のおもてなしで、身も心も温まりました。

ゴール目指して、力走！
11月17日 　榊原温泉郷周辺

ライトアップ☆クリスマス
12月15～22日　芸濃総合文化センター

　Geino Xmas2019 21thで、色とりど
りのイルミネーションや電飾カーパレー
ド、クリスマスの衣裳に身を包んだ子ど
もたちが、会場を華やかに彩ったよ♪



記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着

対市内に在住・在勤・在学の人
申津市民体育大会…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　津市民スポーツ健康

教室…直接同協会窓口へ
※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)
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お知らせ

募　　集 種　目

弓　道

柔　道

剣　道

居合道

太極拳

なぎなた

空手道

３日㈫・５日㈭
13時～15時
３日㈫・７日㈯
18時30分～20時30分
３日㈫・５日㈭
18時45分～20時45分
３日㈫・７日㈯
18時45分～20時45分
４日㈬
19時～20時30分
５日㈭
13時15分～14時45分（拳）
15時～16時30分（剣）
５日㈭
19時～20時30分
６日㈮
19時～21時
７日㈯
15時～17時

とき（３月）

イベント

民事調停で円満解決
　裁判所には裁判の他に、裁判
官や調停委員の立ち合いの下、話
し合いによって身近なトラブル
を解決する民事調停という手続
きがあります。民事調停は、裁
判のように厳格な手続きではな
く、柔軟な手続きで時間を掛け
ずに、安価な費用でトラブルを
円満に解決することを目的とし
ています。
　津地方裁判所総務課庶務係(　
226－4172)

創立10周年記念大会
山水流 山紫水明吟詠会
　「齋藤拙堂を偲ぶ」と題して、
漢詩・現代詩・和歌の朗詠・詩
舞・剣舞を発表します。
　２月15日(土)10時～　　アス
ト津４階アストホール　
　同会代表(　226－2465)

三重労働局主催 地元で働きたい
女性のための合同企業フェア
　２月14日(金)10時30分～15時

　県文化会館１階レセプション
ルーム(県総合文化センター内)
　企業出展ブース、保育や税控
除をテーマにしたセミナーなど
※託児あり
　ヒューマンアカデミー(　052－
561－2372)

津市ファミリーバドミントン大会
　３月１日(日)
９時30分～16
時(受け付けは
８時30分～)　
　サオリーナ
サブアリーナ
　48チーム　※１チーム４～６
人　　2,000円／チーム
　２月12日(水)までにスポーツ
振興課またはサオリーナ、各総
合支所地域振興課にある所定の
申込用紙に必要事項を記入し、
直接窓口またはファクスで津市ス
ポーツ推進委員会事務局(スポー
ツ振興課内、　229－3247)へ
　同事務局(　229－3254)

福祉の就職フェア・セミナー
　２月24日(月・休)①10時30
分～12時 ②13時～15時30分　
　四日市市文化会館　　①就職
セミナー ②就職フェア・イベン
ト「福祉を知ろう！！」、求人情報

の提供、福祉施設の個別面接会
など　※託児あり、希望者は２
月17日(月)までに要予約
　２月21日(金)までに電話または
ファクスで三重県福祉人材センター
(　227－5160、　222－0170)へ

三重武道館 武道教室体験会

　三重武道館　　新小学１年生
以上(弓道は新中学１年生以上)
　２月12日(水)～26日(水)に直
接窓口または電話、ファクスで
氏名、年齢、電話番号、参加種
目を三重県武道振興会(津市産業・
スポーツセンター内、　229－
2100、　229－2123)へ　※日
曜日、祝・休日を除く

■津市民体育大会

■津市民スポーツ健康教室

サッカー
（小学生の部）

テニス教室

かけっこ教室

７日㈯・８日㈰

14日㈯９：30～15：00

15日㈰13：00～14：15

２月３日㈪～21日㈮香良洲サッカー場、香良
洲グラウンド 小学４～６年生

小学生以上

小学生
２月10日㈪～
28日㈮

各500円
（申し込み時に
支払い）

古道公園内テニスコート

海浜公園内陸上競技場

24チーム

100人

30人

種　目 とき（３月） ところ 対　象 定 員 申込期間

種　目 とき（３月） ところ 対　象 定員（先着） 費　用申込期間

しの



　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

とき
（３月）
21日㈯・
22日㈰
26日㈭・
27日㈮

27日㈮・
28日㈯

27日㈮

ポンポン船でサイエンス 各20人

各20人

40人

各20人

機械工学のひとこま～ミニ
四駆でタイムアタック！！

楽しいロボット電子工作

マイコン電子制御

テーマ 定員
（抽選）

津市民ゴルフ春季大会
　３月26日(木)７時30分～　　
津カントリー倶楽部(片田長谷
町)　　市内に在住・在勤・在学
の小学４年生以上　　　180人
(45組)　　参加料1,000円とプ
レー代(税別で一般6,800円、高
校生以下2,600円)
　２月20日(木)～３月19日(木)
に電話またはファクスで津市ゴ
ルフ協会事務局(　237－1095、
　237－3621)へ

第３回紙すきと材料づくり体験
教室
　３月15日(日)10時～15時　
　伊勢地地域住民センター駐車
場集合　　和紙の原材料作り、
はがきサイズの紙すき体験　　
　15人　　1,000円(昼食代を
含む)　
　２月10日(月)～20日(木)にミ
ツマタを活かした地域づくり協議
会担当(　090－2617－7429)へ

宅地建物取引業
不動産開業セミナー
　２月13日(木)13時30分～15
時30分　　三重県不動産会館３
階大会議室(上浜町一丁目)　　
開業資金の融資制度について、
不動産業開業の体験談など　
　前日までに直接窓口または郵
送、電話、ファクス、Ｅメール
で三重県宅地建物取引業協会(〒
514－0008 上浜町一丁目6－1、
　227－5018、　227－5019、
　info@mie-takken.or.jp)へ　
※申込書は同協会ホームページ
からダウンロード可

高田短期大学公開講座
　３月14日(土)13時～17時　
　同短期大学323教室(一身田豊
野)　　海住信行さん(同短期大
学特任講師)による講座「はじめ
ての簿記～魅力を体感しよう！」
　中高生　　　20人

　２月28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可
　同短期大学(　232－2310)　

鈴鹿工業高等専門学校体験講座

　同校　　中学１・２年生　　
50円(保険料)　
　２月13日(木)～24日(月・休)
に同校ホームページから
　同校総務課(　059－368－1717)

地域包括ケア推進講演会
　２月11日(火・祝)14時～15時
30分　　フレンテみえ１階多目的
ホール(県総合文化センター内)
　生島清身さん(行政書士・社会
人落語家)による講演｢落語で笑っ
て学ぶ！自分の最期の迎え方｣
　津市在宅療養支援センター(　
255－1300)

転倒予防教室
　２月27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「認知症予防について
②」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

家族介護教室
　２月20日(木)10時～11時30分
　津センターパレス３階津市社会
福祉協議会会議室１　　ヨガで心

身をリフレッシュ　　市内に在住
の65歳以上とその家族　　20人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)へ

薬を知る講座
　２月９日(日)10時～12時　　
津リージョンプラザ２階第２会
議室　　アレルギーをテーマに
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)

三重県薬剤師会 県民講座
　３月１日(日)10時～14時30分
　鈴鹿医療科学大学白子キャンパ
ス　　髙木久代さん(同大学保健
衛生学部教授)による講演「薬膳
でより健康にそして美しく」、薬膳
ランチ無料提供など　　100人
　２月18日(火)までにはがき、ま
たはファクス、Ｅメールで、代表者の
住所・氏名・電話番号、参加人数を
三重県薬剤師会(〒514－0002 島
崎町311、　225－4728、　jimu4
@mieyaku.or.jp)へ
　同会(　228－5995)

確定申告税務相談会(要予約)
　確定申告の相談に税理士が答
えます。相談には過去２年分の
確定申告書の控え、マイナンバー
が分かるもの、本人確認書類な
ど関係書類を持参し、あらかじ
め決算書の作成や医療費などの
集計を行っておいてください。
　２月15日(土)～３月２日(月)９
時30分～16時　※16日(日)・22
日(土)～24日(月・休)・29日(土)・
１日(日)を除く　　津税理士会
館１階(広明町)　　事業・不動
産・給与所得者など(譲渡所得な
どを除く)　　各日14人　※15
日は30人
　同会館(　226－3222)へ
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　津藩主藤堂高虎公の孫、高通公が雲出の平原を
一望に見渡す野辺野の高台で城下町づくりを始
め、｢この地に永久に鎮居する」ことを願い「久
居」と命名して今年で350年になります。高通公
の愛した風土の下、久居藩５万3,000石では廃藩
置県まで202年間、16代にわたり安定した治世が
続きました。
　今年はまた、昭和45(1970)年に久居市が誕生し
て50年に当たります。古くから栄えた街道筋の商
業に加えて、工業団地への企業進出、榊原温泉の
観光、久居インターチェンジ周辺の開発、住宅団
地の造成等により順調に発展してきた久居は、市
制施行35周年を迎えた平成18(2006)年、中勢の
中核となる都市圏をつくるべく、津市との合併に
踏み切りました。三重県内での平成の大合併にお
いて、市と町村、あるいは町村同士の合併はあま
たあれど、２つの市が他の町村とともに新しい市
をつくったのはここだけです。将来を見据えた先
達たちの思い切った決断でした。

　久居のまちづくりは新・津市に引き継がれ、合
併15年目にして久居駅周辺は副都市核にふさわし
い姿に生まれ変わります。
　駅東口は自衛隊久居駐屯地との用地交換により
実現した幅員17ｍの道路が南北をまっすぐに貫
き、205台収容の駅前駐車場、510台分の駐輪
場、広いロータリーと大型のエアテントが３基設
置できる防災広場が完成します。駅西口では風雨
が吹き込むなどの課題があった待合所を改築。故
障しがちだった噴水は障がい者用駐車スペースに
作り替えました。来月には、成美地区の老朽化し
た幹線水路1.1kmを改修、暗渠化して避難路とし
て利用可能にする事業が完了します。
　久居体育館のユニバーサルデザイン化事業では
正面入り口の自動ドア化、トイレ、シャワー室の
改修を実施し、久居市民会館跡地には久居交流広
場を整備しました。そしていよいよ６月、旧久居
市役所跡地で建築を進めてきた久居アルスプラザ
がオープンします。久居駅からのアクセスロード
となる商店街にはカラー舗装が施され、歩いて楽
しめるまちになります。
　５年間で総額約86億円を投じた都市再生事業は
久居命名350年、久居市制50年の年に完了し、お
披露目の日を迎えることとなりました。伊勢湾を
望む恵まれた大地に築かれてきた繁栄の歴史を胸
に、久居400年に向けて新たな都市づくりに歩み
を進めてまいりましょう。

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・鎮江市友好都市提携35周年記 
　念津市代表団訪中…11月22日～24日

　1984年に津市と中国江蘇省鎮江市
が友好都市提携を結んで今年で35周
年。５年ぶりとなる鎮江市訪問で恵建
林鎮江市委員会書記長、張葉飛市長と
会談。覚書に署名し、青少年交流の一
層の促進と、両市の地域産業の基盤
と競争力強化に向けて相互協力を発
展させることを確認し合いました。

　第71回全国人権・同和教育研究大会
　(サオリーナほか)…11月30日・31日
　人権・同和教育の研究大会がサオ
リーナをはじめ市内17会場で開催さ
れました。三重県では10年ぶりの大
会に全国から教職員や行政関係者な
ど約１万1,000人が参加。学校現場で
の人権教育や活動を発表し交流を深
めました。人権を守る都市としての取
り組みをさらに進めてまいります。

　第123回社会保障審議会医療保険
　部会(全国都市会館)…12月25日

　人口問題や年金・介護・健康保険な
どの社会保障に関する重要事項を調
査審議し、厚生労働大臣や関係省庁等
に意見を述べることが社会保障審議
会の責務です。国が全世代型社会保障
の検討を進める中、医療保険部会の委
員として地域医療・福祉のさらなる
充実に向け地方から声を届けます。

津市長　前葉　泰幸
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新しくなった久居のまち
～祝生誕350年～
新しくなった久居のまち
～祝生誕350年～
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幼児教育・保育の無償化

フローチャートで確認！
幼児教育・保育の無償化

令和２年２月１日発行
子育て推進課

　229－3167　　229－3451
学校教育課

　229－3391　　229－3257

●通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負
担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全
ての世帯の第３子以降の子どもについては、副食(おかず・おや
つ等)費が免除されます(認可外保育施設等は除く)。利用する施
設によって年収360万円未満相当世帯の捉え方と、第３子の数え
方が異なります。
●就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもについても、３～
５歳の利用料が無償化の対象になります。

子どもの年齢は？
(施設等を利用する年度の４月１日時点)

あなたの世帯は住民税非課税？ 子どもが利用する施設等は？

子どもが利用する
施設等は？

利用料が
無料…①

利用料が
無料…①

３歳児クラスから
無償化の対象

子ども・子育て
支援新制度に

移行済みの幼稚園？

利用料が
無料…①

利用料が月額３万7,000円まで
無償(保育の必要性の認定
を受けている場合)…③

利用料が月額４万2,000円まで
無償(保育の必要性の認定
を受けている場合)…③

利用料が月額２万5,700円まで
無償(三重大学教育学部附属
幼稚園は月額8,700円まで)…②

利用料に加え、月額１万1,300円を上限として
450円×利用日数まで無償※５(保育の必要性の

認定を受けている場合)…③

※１　地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)も対象
※２　認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミ
リー・サポート・センター事業が対象。認可外保育施設とは、一般的な
認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等施設を指す。

※３　新制度移行済みの幼稚園…津市立幼稚園、高田幼稚園、ふたば幼稚
園、聖ヤコブ幼稚園(令和元年10月１日現在)　

※４　新制度に移行していない幼稚園…大川幼稚園、津西幼稚園、のべの
幼稚園、三重大学教育学部附属幼稚園(令和元年10月１日現在。津市外
にある施設については各市町村にお問い合わせください)

※５　満３歳の子どもについては、住民税非課税世帯であることも条件に
なります。その場合、月額１万6,300円を上限として450円×利用日数
まで無償

０～２歳０～２歳

認可外
保育施設等※２
認可外

保育施設等※２

３～５歳３～５歳

幼稚園幼稚園

新制度移行
済みの幼稚園

保育所・
認定こども園※１

認可外
保育施設等※２

新制度に
移行していない幼稚園

新制度移行
済みの幼稚園※３

保育所・
認定こども園※１

認可外
保育施設等※２

はい いいえはい

新制度に
移行していない幼稚園※４

幼稚園・認定こども園
(１号)は３歳になった
日から無償化の対象

いいえ

幼稚園・認定こども園(１号認定)の預かり保育は…

「教育・保育給付認定」を受ける必要があ
ります。施設の利用申し込み時に認定申請
していただいています。

「施設等利用給付第１号認定」を受ける必
要があります。施設の利用申し込み時に認
定申請していただいています。

「保育の必要性の認定(施設等利用給付第
２・３号認定)」を受ける必要がありま
す。「保育の必要性の認定」の要件には、
就労等の要件(認可保育所の利用と同等の
要件)があります。要件を満たす人は必要
な書類を添えて申請してください。

うちの子どもの場合は？

無償化の対象になるには
手続きが必要なの？

①

②

③

　無償化には、利用する施設等によっ
て「利用料を支払う必要がない場合」
と「利用料をいったん支払った後、津
市へ請求する必要がある場合」があり
ます。
　詳しくは裏面をご覧ください。

保育所・
認定こども園※１
保育所・

認定こども園※１
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幼児教育・保育の無償化

無償化の対象になったら利用料はどうなるの？

津市へ利用料(施設等利用費)を請求する方法

❶施設等を利用
(施設等利用給付認定通知書を施設へ提示)

❷利用料の請求

❸施設等への利用料の支払い

❹施設等から「特定子ども・子育て支援提
供証明書(Ａ)」「特定子ども・子育て支援
の提供に係る領収証(Ｂ)」を発行※１

❺－１ 新制度に移行していない幼稚園の預
かり保育を利用している人…施設等利用
費請求書※２のみ幼稚園へ提出

❺－２ 認可外保育施設等、津市外の認定こ
ども園の預かり保育を利用している人…
施設等利用費請求書※２、(Ａ)、(Ｂ)の全て
を津市へ提出

❻指定口座に支払い

※１　「特定子ども・子育て支援提供証明書(Ａ)」と「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収
証(Ｂ)」は、兼用様式の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」として
発行される場合があります。

※２　請求できるのは特定子ども・子育て支援利用料(保育料)として支払った額のみです。給
食費や日用品等の消耗品費、行事費などは対象になりません。

利用者 施設等

津市

請求をお忘れなく

　令和元年度(令和２年３月
31日まで)分の請求は令和
２年４月10日までに行って
ください。その後も請求は
受け付けますが、できるだ
け速やかに請求書を提出し
てください。

認可外保育施設の

設置者の皆さんへ
　認可外保育施設が、幼児教
育・保育の無償化の対象施設と
なるには、三重県へ認可外保育
施設の設置の届け出後、津市が
行う子ども・子育て支援施設等
の確認を受ける必要がありま
す。設置済みで、三重県への届
け出・津市への確認の申請をし
ていない場合は、利用料が無償
化の対象になりませんので、早
めに手続きをしてください。

問い合わせ

内　容 問い合わせ

幼稚園の利用に関して
学校教育課(Ｔ229－3391)、
各幼稚園

障がい児の発達支援に関して 障がい福祉課(Ｔ229－3157)

子育て推進課(Ｔ229－3167)、
各総合支所市民福祉課(福祉課)、
各保育施設

保育所・認定こども園の利用、
認可外保育施設等に関して

利用する施設等 請求の手続き
(令和２年２月１日現在)

不要

以下の「津市へ利用料(施設等利
用費)を請求する方法」を参考
に、津市へ請求

●保育所　●認定こども園　●幼稚園
●預かり保育(認定こども園・新制度移
行済みの幼稚園)

利用料を支払う必要がない場合
※上限額を越える利用料は施設
へ支払う必要があります。

利用料をいったん支払った後、
津市へ請求する必要がある場合

●認可外保育施設等
●預かり保育(新制度に移行していない
幼稚園・津市外の幼稚園・津市外の
認定こども園)

(幼稚園から津市に提出されます)

津市ホームページ
幼児教育・

保育の無償化について
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