
341

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 3/1

令和２年（2020年）

久居体育館で開催された津市民スポーツ・レクリエーションフェスティバル「カローリング大会」に40チーム約150人が参加 (１月26日)表紙
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津市内、全線開通！

　昭和５９年の事業化以来、36年にわたり
進められてきた大事業。近年は毎年40～
120億円の予算が投じられてきました。
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津市内で
全線開通！

全体事業費1,955億円！
　　　　国の巨大プロジェクト

問い合わせ　事業調整室　　229-3134　　229-3345

　中勢バイパスは、鈴鹿市を起点として、津市を経由し、松阪市へ至る道路です。国
道23号の交通渋滞解消と、バイパス周辺の適切な土地利用や交流の活性化を促
し、地域経済の発展のために計画されました。昨年２月に津市内が全線開通し、現
在、残る鈴鹿工区の完成に向けて国による事業が進められています。

平成27年２月 平成29年２月 平成31年２月

Story 1
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　交差点付近の部分４車線化により、渋滞が
緩和され、追突事故も減りました。今後は長岡
宮ノ前交差点付近の４車線化が開始されます。

　全線開通が急がれる中、渋滞や事故が多発
する交差点では、「交通安全対策事業」の予算
を活用し、部分的に４車線化を進める改良工
事が行われました。

いち早く部分４車線化に着手！
Story 2

　鈴鹿・津工区が開通して「道が近く
なった」というお客さまの声をよく聞
きます。売り上げも増えたし、通勤も
便利になったし、恩恵を受けてます！

　中バスができて、多気町
への里帰りが楽になりまし
た。以前に比べて渋滞も緩
和されてきてうれしいです。

　市外の大学へ中バスで行けて、
通学も遊びに行くのも便利。夕方
の渋滞が気になるので、将来的に
４車線化されるのが楽しみ！

道の駅津かわげ
スタッフ

聞きました！　聞きました！　
道の駅津かわげで道の駅津かわげで

市内在住の
大学生

サオリーナでサオリーナで
聞きました！　聞きました！　 市内在住の

青山さん親子

聞きました！　聞きました！　
中勢グリーンパークで中勢グリーンパークで

今後も続きます！渋滞&事故対策
Story 3

A
事業費 1.1億円
(平成28年９月
～平成29年３月)

B
事業費 4.6億円
(平成29年３月
～平成30年２月)

南河路交差点

D
事業費 ８億円予定
(令和２年
～令和６年予定)

長岡宮ノ前交差点

C
事業費 2.5億円
(平成29年10月
～平成30年12月)

久居野村交差点

半田東～久居相川交差点

改良前

現在の様子

改良後
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大会開催中に受け付け
や､施設・観光情報の案内な
どを行います。選手の皆さんを
サポートしながら、全国から訪
れる皆さんに津市の魅力
を伝えたいです。

選手が頑張っている
姿を近くで応援できる
運営ボランティアが楽
しそうだったから！

私は今大学生で、自由な
時間を多く取れる時期です。
46年ぶりに開催される国体と
タイミングが重なって、まさに
絶好の機会だと思いまし
た。

イベント等での国体ＰＲ
活動やとこわかダンスの普
及などです。とこまるの塗り絵
缶バッジを子どもたちと一緒
に作るのが楽しいです♪

国体に関われるまた
と無いチャンスなの
で、目いっぱい楽し
みたいです♪

私は積極的に話し掛けたりするのが
苦手なので、最初は不安でいっぱいで
した。でも、ＰＲブースに来てくれた子ど
もたちの笑顔がとてもかわいく、思っ
ていたよりも緊張せず、楽しく活動
ができました。

　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」。いよいよ今年から、津市でも三重とこわか国体の競技別リハーサル
大会が始まります。国体は、日本一をかけたトップアスリートの白熱した戦いが見どころですが、そ
の大会をつくり上げる一人一人が主役になれるのも特徴の一つです。そこで、今回は国体の盛り上げ
役や競技会場で選手のサポート役を担う「国体ボランティア」の魅力に迫ります。ボランティアはま
だまだ募集中！ぜひ応募して、一緒に大会を盛り上げていきましょう。

どうして応募したの？

意気込みを一言！

ボランティアの内容は？

どうして応募したの？

ボランティアの内容は？

実際に広報ボランティアの
活動をしてみて、どうだった？

国
体
を
目
い
っ
ぱ
い

楽
し
み
た
い！

選
手
の
皆
さ
ん
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す！

問い合わせ　総務企画課　　229－3373　　229－3260

＆

 国体ボランティアの魅力に迫る！

Vol.３

国体に出場する選手
の皆さんがベストを尽
くせるよう、サポートし
ていきたいです！

意気込みを一言！

県内で１番多い９競技11
種目が、津市で開催されま
す。トップアスリートの戦いが
目の前で見られるこの機会
に、ぜひ会場で観戦して
ほしいです！

大会の注目ポイントは？

ホームぺージやＳＮＳで最新情報をチェックしてとこっ♪ホームぺージやＳＮＳで最新情報をチェックしてとこっ♪ホームぺージやＳＮＳで最新情報をチェックしてとこっ♪

Facebookホームページ
Twitter

Instagram

ホームページで
ボランティアの詳細や
登録方法をチェック！

国体ボラン
ティアに

突撃インタ
ビュー

運営ボランティア
駒田万由子さん

広報ボランティア
福井真優子さん

♪♬

♬

♬

♩
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広報 つ！　令和２年３月１日号 5

自立支援教育訓練給付金

対　象　市内に在住の一人親家庭等で、令和２年
４月に小学校へ入学する子どもと生計を共にす
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)と津市福祉医療

一人親家庭等に小学校入学祝品を支給

津市母子父子寡婦福祉会の紹介

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、作業
療法士、栄養士、歯科衛生士、美容師、社会福祉
士、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と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(取得資格により最長
４年間)、修学の最終年の12カ月は４万円増
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
　医療事務や介護福祉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
要があるので、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と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～)　※支給
額には制限があります。

母子・父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)

費受給資格証(一人親家庭等)、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)、戸籍謄本のいずれかを持参し、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　４月１日(水)～５月８日(金)

　母子・父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るの
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・父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
悩み相談　津市ふれあい会館３階相談室(　236－
6011、毎週土曜日13時～16時)　※祝・休
日、年末年始を除く
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　一身田出張所・公民館の完成１周年と駐車場の
完成に合わせて記念事業を開催します。

　切磋亭琢磨一門による落語を楽しみませんか。
定　員　抽選70人

　一身田寺内町ほっとガイド会の皆さんによる国
宝の高田本山専修寺御影堂・如来堂についての座
学とガイドツアーを開催します。
定　員　抽選40人
いずれも
対　象　市内に在住、在勤、在学の人

申し込み　往復はがき、またはＥメールで①か②
のイベント名を明記し、住所、氏名、電話番号
を一身田公民館(〒514－0114 一身田町293－
3、　232－2108＠city.tsu.lg.jp)へ　※１通に
つき１人。両方への申し込みも可。

締め切り　３月19日(木)必着

令和３年度中の住宅移転の事前相談は今年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して市内へ移転す
る人、または除却し資金を借り入れて市内の安全
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
の交付は令和３年度からで、補助金の申請には次
の事前相談が必要です。

　令和３年度に補助金の交付を申請する人は、電
話予約の上、次の相談期間中に事前相談を行って
ください。
相談期間　３月２日(月)～５月29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、令和３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

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、市による助成事業のため、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

95万7,000円

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは

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

落語と高田本山専修寺ガイドツアー
問い合わせ　一身田公民館　　・　232－2108

一身田公民館完成１周年記念事業

1
TSU NEWS

4 14 ①10:00~11:30 ②13:00~15:00
一身田公民館火

①落語を楽しむ

②高田本山専修寺ガイドツアー ぜひお越しください

一身田寺内町ほっとガイド会副会長

　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・河
芸・芸濃・美里・安濃・一志・白山・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。
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「Clubアルス」の会員を募集
問い合わせ　久居アルスプラザ開館準備室　　253－4161　　253－4171

4
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2020春夏

久居アルスプラザ友の会

3
TSU NEWS

　６月６日(土)にオープンする久居アルスプラ
ザ。その友の会「Clubアルス」に入会すると、会
員特典としてお得なサービスが受けられます。
会員特典
●指定公演チケットの先行販売・割引販売
●情報誌「アルスの風」とアルスプラザの自主事
業公演チラシの送付

●窓口で自主事業のチケットを購入すると、チ
ケット料金500円につき１ポイントを付与。
50ポイントで、次回以降のチケット購入時に
500円分として使用可能

会　費　1,000円／年(入会金無料)
会員期間　入会日から毎年度末(３月31日)まで

※申し込みは随時受け付けています。申し込み方
法など詳しくは、久居アルスプラザ開館準備室
へお問い合わせください。

　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30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(Ⓐ－㋩
コースの坐禅希望者は「坐禅希望」と明記)、希
望の乗降場所、参加者全員(３人まで)の住所・
氏名・年齢、代表者の電話番号を芸濃総合支所
地域振興課(〒514－2292 芸濃町椋本6141-1)
へ　※はがき１通につき１コース

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

Ⓑ－④

梅ケ畑浄得寺の五色椿と一身田寺内町
桜の名所普門寺・北神山花街道と初馬寺
長徳寺の龍王桜と坐禅体験（希望者）　
新緑の山里「平家の里」と津観音　　
連子格子の家並み続く楠原宿とえんま堂
石山観音磨崖仏めぐりと高山神社・津城
椋本宿の名所旧跡と沙羅の花咲く円光寺
雲林院の町並みと安濃ダム・赤塚植物園見学
安濃鉄道林駅跡・林町と行燈灯る楠原宿
安濃鉄道線路跡と笹子谷ミツマタの園（約6.6㎞）
※雨天中止の場合あり
河内渓谷・錫杖湖畔の「桜」ウォーキング
（約6.9㎞）　※雨天中止の場合あり
歴史街道ウォーキングと石山観音
（約6.0㎞）　※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7.3㎞）　※雨天中止の場合あり

３月19日㈭
４月２日㈭
４月16日㈭
５月７日㈭
５月14日㈭
５月21日㈭
６月18日㈭
７月２日㈭
８月14日㈮

３月26日㈭

４月９日㈭

４月23日㈭

５月28日㈭

３月５日㈭
３月19日㈭
４月２日㈭
４月23日㈭
４月30日㈭
５月７日㈭
６月４日㈭
６月18日㈭
７月31日㈮

３月12日㈭

３月26日㈭

４月９日㈭

５月14日㈭

久居アルスプラザイメージ図

ざ ぜ ん



○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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市民税課
　229－3129　　229－3331

３月31日（火）までに手続きを
軽自動車・バイクなどの廃車

情報企画課
　229－3118　　229－3119

メールマガジンシステムを
リニューアル

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

行政経営課
　229－3273　　229－3255

公共施設の使用料等を改定お知らせ

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）

　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31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。
　また、二輪車を所有し、譲渡
や転出などによりその車両が県
外に異動した人は、運輸支局で
の名義変更の手続きだけでなく、
市役所へ申告書を提出する税止
めの手続きが必要です。なお、
軽自動車税種別割の税率(年額)
については、広報津12月１日号
をご覧いただくか、市民税課へ
お問い合わせください。

　消費税率および地方消費税率
の引き上げに伴い、４月１日か
ら公の施設の使用料等を改定し
ます。各施設の改定後の使用料
等の詳細については、各施設ま
たは各施設所管課にお問い合わ
せください。

　空き家の管
理は所有者の
責任です。転
出・転居によ
り、住まいが
空き家となる場合は、建物や門
扉を施錠し、定期的な敷地内の
除草や庭木の剪定を行いましょ
う。建物の状態についても確認
し、破損等の異常があれば、修
繕するなどの対応をお願いしま
す。
　また、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
空き家は取り壊しや土地の利活
用を考えましょう。

　３月１日にメールマガジンシ
ステムをリニューアルします。
メールマガジンでは
以下の情報を発信し
ていますのでぜひご
登録ください。

情報企画課ＮＥＷＳ（ＩＴ
の用語やトレンド情報）

情報企画課
Ｔ229－3118

広報津（広報津発行のお
知らせ）

広報課
Ｔ229－3111

つ・文化芸術ＮＥＷＳ（市
主催の文化芸術に関する
イベントや文化施設情報）

文化振興課
Ｔ229－3250

あんしんねっと津（不審
者情報など子どもの安全
に関するお知らせ）

教委教育研究
支援課
Ｔ229－3293

そうだ、図書館へ行こう！
（新刊などの案内）

津図書館
Ｔ229－3321

津市東京事務所メールマ
ガジン（東京事務所にお
けるシティプロモーショ
ン情報） 東京事務所

Ｔ03－6672－6868
つデイ情報（東京都の三
重テラスで開催している
「つデイ」の案内）

一人親家庭支援情報メー
ルマガジン

こども支援課
Ｔ229－3155

必見！生涯学習ニュース
（生涯学習に関するイベ
ント等の案内）

教委生涯学習課
Ｔ229－3248

問い合わせ内　容

休日納付相談・納付窓口
３月15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)

せんてい

受付場所　津市モーターボート競走場 １階ツキツクエリア　
問い合わせ　事業推進課　　224ー5106　　224ー9944

10時～11時50分
ごろ(受け付けは９
時30分～10時)

12時40分～13時
10分(受け付けは
12時～12時30分)
※先着20人

13時20分～14時
55分ごろ(受け付
けは12時45分～
13時20分)

15時40分～16時
10分(受け付けは
15時～15時30分)
※先着20人

ワクワク！
こども工作教室①

スポンジ・ボブ
海のみんなが世界を救うWoo!

ワクワク！
こども工作教室②

怪盗グルーの
ミニオン大脱走



市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
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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
募　　集

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

就農支援「市民農業塾」

教委生涯学習課
　225－7172　　228－4756

放課後児童クラブ支援員等

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33回Friendship!軽音楽～

建築指導課
　229－3187　　229－3336

３月１～７日は建築物防災週間

イベント

５日(日)
11時～14時
(受け付けは
10時30分～)

５日(日)
10時～15時
(受け付けは
９時30分～)

①

②

火の谷
リゾー
ト駐車
場(美杉
町八知)
集合

2,000円
(昼食代、
保険料を
含む)

1,500円
(昼食代、
保険料を
含む)

50人

30人
伊勢地
出張所
集合　

とき(４月) ところ 定員 費用

　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28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)、
BLUES SISTERS(ブルース)、
OKV(ロック)、Le Nonne(フ
ルートデュオ)、Chai(ロック)、
　7wishes(ハードロック)

　新たに農業を始めたい人や農
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た
いと思う人を対象に、プロの農
業者が露地栽培・ハウス栽培の
実習や土壌作りなど農業全般に
関する座学を行います。
と　き　４月～来年３月の隔週土
曜日８時(秋冬期は９時)～11時
ところ　垂水地区の農地
対　象　市内に在住の20～64歳
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27日(金)

　放課後児童クラブは、保護者
が労働などにより昼間家庭にい
ない小学生を対象に、放課後な
どに安全で充実した生活を送る
お手伝いをしています。
　支援員等を募集しているクラ
ブや労働条件など、詳しくは津
市ホームページをご覧ください。

①火の谷温泉ウオークと不動寺
の桜…火の谷温泉のある人里
から坂道を上り、不動寺で桜
とミツマタを見ながら休憩し
ます。コー
　ス沿いを流
　れる神河川
　も見どころ
　です。
②大妻池の桜と女郎石弁財天ま
つり…地域で祭られる女郎石
弁財天。長い歴史のある春の
お祭りに参加し、季節によっ
て見頃の花
　が移り変わ
　る大妻池で
　昼食を取り
　ます。

いずれも
申し込み　電話で美杉総合支所
地域振興課へ
申込期間　３月16日(月)～27日(金)津市放課後児童クラブ支援員│

「下町ロケット」に学ぶ、中小企業の知財戦略・事業戦略セミナー

問い合わせ　経営支援課　　236ー3355　　236ー3356

　小説「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとなった鮫島正洋さん
を講師に迎え、中小企業の競争力を上げるための知財戦略・事業戦略に
ついて、事例を挙げて分かりやすく解説する企業向けセミナーです。
対　象　企業経営者や経営企画に関わる人
定　員　先着40人
申し込み　電話またはＥメールで住所、氏名、会社名、電
　話番号を経営支援課(　229－3360@city.tsu.lg.jp)へ
申込期間　３月６日(金)～17日(火)

ものづくり企業・
ＩＴ企業向けの知
的財産権法を中心
とした技術法務や
コンサルティング
が専門

3 24 15:00~17:00(14時30分開場)
アスト津４階 橋北公民館研修室Ａ

鮫島正洋
(内田・鮫島法律事務所
代表パートナー弁護士)

火

このこがわ



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２年３月１日号10

お知らせ

募　　集

イベント

地　域 人権擁護委員（敬称略）
津
津
久居

中尾　俊一
岡田　泰彦
大西　美知代

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）

１万5,300円

１万1,300円

ご存知ですか？人権擁護委員
　法務大臣から委嘱され、地域の
皆さんからの人権相談を受けた
り、啓発活動を行ったりしていま
す。１月１日付で以下の３人が委
嘱され、現在津市では21人が人権
擁護委員として活動しています。

　津地方法務局人権擁護課(　
228－4193)

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11日(水)～15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(　090－5858－
9520)

熟年男女のふれ合い・お話の会
　気の合う人(仲間)を探し、お
互いに支え合い、残りの人生活
気を持って過ごしましょう。
　３月14日(土)13時～15時　
　ポルタひさい２階交流活動室
Ｃ　　45～80歳で配偶者のい
ない人　※保険証などの身分証
明書を持参　　50人　※費用な
ど詳しくは久居サークルクラブ

代表(　fuji077@yahoo.co.jp)
へお問い合わせください。
　同クラブ代表(　080－3623－4966)

ふきのとう～夢の手づくり市～
　手づくり作品やフード、大道
芸など県内外から100店舗以上
が出店。４月・５月はママさん
の出店者が集まるママエリアが
あります。
　３月15日、４月12日、５月
24日いずれも日曜日10時～16
時(雨天決行)　　県総合文化セ
ンター(一身田上津部田)
　ふきの藤代表(　090－3459－7496)

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」～
　３月21日(土)13時30分～15時
　津リージョンプラザ１階中央
保健センター待合ホール　　花
里利一さん(三重大学工学研究科
教授)による講演「法隆寺五重塔
とパルテノン神殿はなぜ地震で
倒れないか？」
　津文化協会担当(　090－1236－
1144)

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２日(月)～23日(月)　　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)

自衛官候補生など
　防衛省では、令和２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)

いっぱい歌っていっぱい遊ぼう
　３月26日(木)13時～15時30分
　白山保健福祉センター２階多
目的ホール　　ふれあい遊び、
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)とその保護者
　　30人
　３月９日(月)～19日(木)に電
話またはファクスで津市社会福
祉協議会(　246－1165、　224－
6067)へ

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２日(月)～31日(火)９時
～17時に、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、同会事務局
へ　※日曜日、祝日を除く
　同会事務局(　229－2100)

ゆう きんようかい

■津市民体育大会

バスケットボール
（一般の部） ４月５日・12日いずれも日曜日 ３月６日㈮～21日㈯サオリーナサブアリーナ、

白山体育館
津市バスケットボール協会
加盟チーム（高校生以上）

種　目 と　き ところ 対　象 申込期間
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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

※祝・休日、年末年始を除く

とき（毎月） 内　容

第３火曜日
10時～12時

津なぎさまち│

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、点
字、中国語、クラフトデザイン、
木材工芸です。
　20歳以上の初心者　　各若干
名　　１科目3,408円～(教材費
が別途必要)
　３月12日(木)～16日(月)10時
～17時に同校(　226－6257)へ
※土・日曜日を除く

第10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生活
を目指しましょう。
　５～10月の主に火曜日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「津の歴史探
訪」「健康商品で命を落とさないた
めに」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(月)までに、所定の申
込用紙に必要事項を記入し、ファ
クスまたはＥメールでふれあい長
寿津事務局(　233－6365、　
aoex0dqo@re.commufa.jp)へ
　同事務局担当(　090－4083－2084)

春休み子ども料理教室(和食)
　４月２日(木)10時30分～13
時　　中央保健センター栄養指
導室　　キャラクター弁当作り
　市内に在住の小学３年生～中
学生　　　16人　　2,000円(材
料費を含む)
　３月９日(月)９時からＥメー
ルでマザーズエイド(　mothers
aidmie@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月～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31日(火)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

「やりくり上手さん」のピザ作り!!
　３月22日(日)９
時30分～11時30
分　　フレンテみ
え１階生活工房
(県総合文化センター内)　　お
買い物ゲーム、ピザ作り体験　　
小学３～６年生と保護者　　　
16組　　2,500円(子どもが１
人増えるごとに1,500円追加)
　３月７日(土)～17日(火)にＥ
メールでNPOウークル担当(　
npo.uukuru@gmail.com)へ
　同担当(　050－6864－2822)

セントレア開港15周年記念
国内線往復航空券プレゼント
　旅を記録(体験記・写真)し、
津なぎさまちホームページに掲
載可能な人に中部国際空港から
往復航空券(平日限定)のプレゼ
ントがあります。
　　４人程度(グループでの申し
込み可)　　市内に在住の20歳
以上(グループの場合は代表者)
　３月２日(月)10時から18日
(水)18時までに津なぎさまち
ホームページから
　交通政策課(　229－3180)

健康寿命についての講演会
　３月27日(金)10時～11時30
分　　津リージョンプラザ１階
中央保健センター待合ホール　

　竹田寛さん(桑名市総合医療セ
ンター理事長)による講演
　津市健康づくり推進連絡協議
会中央支部ひまわり会(中央保健
センター内、　229－3164)

転倒予防教室
　３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「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

弁護士による法律相談(面談)
　３月23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(新規
優先)　　　８人(相談は１人30
分以内)
　３月18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
　３月18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(新規優先)
　３月10日(火)８時30分から地
域連携課(　229－3105)へ

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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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

　三重県を南北に結ぶ国道23号の渋滞緩和と地域
の発展に向けて建設中の中勢バイパス。鈴鹿市北
玉垣町を起点として津市を経由し松阪市小津町ま
での33.8㎞を国が直轄で整備を進めています。
　全体事業費約1,955億円を投入する大規模な計
画であることから、昭和59年の事業化以来、昨年
2月の津市内全通まで35年もの歳月を要しまし
た。現在整備中の鈴鹿市安塚工区の完成の暁には
国道23号と一体となって、より高度な機能を発揮
することが期待されています。
　中勢バイパスは昭和58年に都市計画決定がなさ
れた当初から、平面構造の完成４車線(暫定２車
線)道路として計画されていました。市街地におけ
る沿道からの出入りを容易にすることで沿線住民
の利便性を重視する姿勢が用地買収交渉において
も強調されたのです。
　ただし、過去に一度だけ、高架構造への変更が
検討されたことがあります。平成５年、国は「地
域高規格道路」という新しい構想を打ち出し、地
方圏の重要な幹線道路の速度サービスレベルの引
き上げを図りました。交差点を立体化し沿道から
のアクセスを制限する自動車専用の構造にするな
ど、質の高い道路を整備して物資の流通、人の交
流の活発化を促し地域振興につなげようとするも
のです。
　すでに事業が始まっていた中勢バイパスが地域
高規格道路の指定を目指すことは難しかったので
すが、公共事業の予算が毎年５％程度伸びるな
ど、より高い水準の道路整備を可能としていた時
代背景もあり、ちょうど着工の時期が迫っていた
国道165号以南6.7㎞部分についての高架化が決定
しました。沿線は人家が少ない農地で交差する道
路も限られており高架構造に変更しても利便性を
欠くことはないと判断されたからです。
　一方、国道165号以北については、すでに平面
構造での工事が始まっていた上、用地買収時の平
面交差の取り決めも相まって高架化への動きは見
られませんでした。
　その後は平成９年度をピークとして公共事業の
予算は減少に転じたことから中勢バイパスの未整

備区間について高架化の検討がなされることもな
くなります。ここに、中勢バイパスは久居以南が
高架、久居以北は平面を走る今の姿が確定したの
です。
　平面構造が大部分を占める津市域の中勢バイパ
スは、乗り入れが容易な利便性と表裏一体の渋滞
問題を避けて通ることはできませんでした。
　平成27年２月、国道165号と交わる高茶屋小森
ランプ以北６㎞の供用が始まると、雲出川を渡り
田中川の手前、河芸の国道306号との交差点まで
一気につながった中勢バイパスに車が集中。開通
直後から著しい渋滞が生じることとなりました。
　事業主体である国土交通省三重河川国道事務所
に渋滞対策を要望したところ、ライブカメラの設
置と渋滞情報の提供、信号サイクルの調整、交通
管制エリアの拡大といったソフト対策が講じられ
ましたが、暫定２車線のままではいずれの対策も
効果は限定的なものにとどまり、渋滞の緩和には
ほど遠い状況でした。
　抜本的な解決に向けて、国に車線の増設を強く
求めたものの、早期の全線開通を目指して暫定２
車線での整備が鈴鹿工区で進んでいる段階で、先
に開通した津工区の4車線化に取り掛かるのは難
しいとの回答が返ってくるばかりです。　
　それでも、渋滞への対応を求める利用者の切実
な声が上がり続けることから根気強く要望を続け
たところ、翌年、問題の交差点に「交通安全対策
事業」が実施されることが決定しました。事業主
体として現地の混雑状況を熟知し、渋滞と交通事
故との関連性について詳細に分析を加えた三重河
川国道事務所は、渋滞が多発する交差点の改良工
事のために中勢バイパスの道路建設事業とは別の
予算を充当することにしたのです。
　平成28年度から３年間、8.2億円をかけて中勢
バイパスの交差点における渋滞と混雑に伴う追突
事故の防止策として南河路と久居野村の交差点お
よび半田東・久居相川間、合計3.2㎞が４車線に改
良されました。今年度からは、津インターの北の長
岡宮ノ前交差点付近1.5㎞でも工事が始まります。
　国は中勢バイパスから鈴鹿四日市道路、北勢バ
イパスを経て川越インターチェンジ付近までの
63kmをつなぐことを計画しています。広域的な
道路ネットワークの整備による県土の活性化が期
待される中で、中勢バイパスが地域経済を支える
のみならず、利用者に安全安心な走行と快適な生
活を提供する道路になるため、今後も地域の声を
国に届けてまいります。

津市長　前葉　泰幸

Vol.94 (2020.3.1)

Mayor’s Column

進化する中勢バイパス進化する中勢バイパス

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

　「海外自治体幹部交流協力セミナー」英国
　視察団来訪…１月21日
　イギリスの地方自治体幹部８人が来日し、
津市に４日間滞在。津市ビジネスサポートセ
ンター、リサイクルセンターなどを訪問し、
産業振興、環境政策を語り合いました。
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　237－5811　　237－5819私たちの暮らしの中の水道 vol.８

今、そして次の世代の人たちのために

収入と必要となる経費

　将来の水道について深く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、将来やるべき事業とそれに伴う経費、必要となる収入についてお
伝えします。

今を生きる自分たちのため、そして、次の
世代の人たちにも水道水を届け続けるには、古く

「第２次津市水道事業基本計画」では、令
和３年度に28％の料金改定が必要との試算が出
ているよ。ここで、料金算定期間※の令和３～７
年度の財政収支の見通し(右表)を見
てみよう。
※料金算定期間…料金の安定性、期
間的な負担の公平性、原価把握の
妥当性、経営責任の面などを考慮
し、３～５年程度を基準に設定さ
れた期間

必要なお金に対して、不足額
がかなりあるね。将来への投資とな
る更新費用も約148億円と多くある
けど、これは安定供給に欠かせない
んだよね。県営水道の受水費も約

107億円と支出の約18％を占めるぐらい大きい
ものなんだね。三重県に対して料金値下げの要望
をしていたけど結果はどうなったの？

なった施設を直したり、地震などの災害にも耐え
られるようにしたりすることがとても重要だと教
わったよね。

これまでの「水道局だより」でも紹介した
ように、多くのお金を投資して、今まで以上に老
朽化した施設の更新や耐震化を進めていかない
と、大規模な漏水や、大きな地震で長期間の断水
を引き起こすことにつながるんだよ。

人口が減っていくことで料金収入が増えな
くなると、貯金が減ったり、借入金が増えたりし
て水道の経営が厳しくなると聞いたけど、古い施
設の更新や耐震化はできるのかな。以前、料金の
値上げがいずれ必要だということも聞いたよね。

料金算定期間の財政収支の見通し

水道料金(給水収益)
274億円

企業債
70億円

更新費用
148億円

県営水道
受水費
107億円

減価償却費
107億円

補助金等
29億円

長期前受金戻入
37億円

その他収入
41億円

職員人件費
46億円

電気代・薬品費・委託料等の経費
67億円

企業債
償還金
60億円

その他費用
44億円

約128億円

収入451億円

支出579億円

５年間で
約128億円
が不足

水道管
破損

老朽化した水道管の破損により水が噴出
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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。

県に要望した結果、基本料金の値下げは実
現したけど１年間に換算すると3,000万円程度の経
費削減なんだ。水道局の経営規模からすると、効果は
とても小さいね。

収入が不足するなら借り入れるお金をもっ
と増やすことはできないのかな。

投資費用を賄うために、一定の借り入れ(企
業債)を行うけど、企業債残高が料金収入の３倍
以内になるよう、170億円を目安に経営している
んだ。すでに160億円を超えてるから、これ以上
借り入れを増やすことはできないんだ。

　
それじゃあ、これまでの貯金である内部留

保資金で不足分を補うことはできないの？

水道事業における内部留保資金は、災害や
大規模な修繕などに備え、料金収入の１年分を目
安として、約50億円が必要と考えているんだけ
ど、今年度末には50億円を下回ってしまいそう
なんだ。仮に算定期間の収入の不足分をここから

補てんし続けると、５年後の令和７年度末には、
内部留保資金が底をつき、水道事業を続けること
ができなくなるんだ。

経営ができなくなると水道水を届けること
ができなくなるね。だから、水道料金の改定が必
要なんだね。水道料金を見直すということは、水
道水を使用している私たち全員が力を合わせて水
道事業を支えていくということなんだね。

これまでは県内でも比較的安い料金を維持
して、庁舎の長寿命化、施設の統廃合、安価な資
材の活用など、左にあるような経営努力を行いな
がら水道事業を維持してきたんだよ。でも、安全
で安心な水道水を今も将来にも届け続ける責任を
果たすためには、適正な水道料金への改定が必要
なんだ。現在、そのための投資・財政計画の分析
など準備を進めているんだよ。次回は、適正な料
金水準の算定について、解説していくよ。

県営水道の受水費値下げ要望の結果　基本料金 月額20円／㎥値下げ

主な経営努力
水道局庁舎の使用
　昭和48年に建設し、その後、耐震化を行い
47年経過した現在も使い続け、これからも可
能な限り使用
水道施設の統廃合　
・老朽化した浄水場や配水池などの施設更新
　を取りやめ、県営水道からの供給に切り替
　えることで更新費用を削減
・配水ブロックを見直し、自然流下による供
　給とすることでポンプ場の設備更新費、ラ
　ンニングコストを削減
口径の見直し
　水道管の更新時に配水量を考慮し、口径を
小さくすることで費用削減
人員の削減
　平成18～30年度の間に、効率的な事務改善
を行いながら、職員33人を削減

水道局・下水道局からのお知らせ
　４月１日(水)から、水道局と下
水道局を統合し、工事部門を担
当する「上下水道事業局」と管
理部門を担当する「上下水道管
理局」に変わります。問い合わせ先の電話
番号などについては、当面は現在の番号が
使えますが、順次変更し、お知らせしてい
きます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解
のほどよろしくお願いします。

０円

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

貯金 借入金

128

166 162 158 159 160 161 162 165
170

貯金の下限目安50億円

借入金の上限目安170億円

貯金と借入金

60 53 52 49 40 33
27

17 ５

貯
金
残
高︵
億
円
︶

企
業
債
残
高︵
億
円
︶
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市民課からのお知らせ

市民課からのお知らせ
令和２年３月１日発行

市民課
　229－3144　　221－1173

３・４月に住所を異動する皆さんへ
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の異動
　住所の異動届は、マイナンバーカード(顔写真付き)や住民基本台帳カードを利用
して手続きを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、詳し
くは以下をご覧ください。

　４月１日(水)から終了時間を変更します。ご理解とご協力をお
願いします。
問い合わせ　久居総合支所市民課(　255－8824)

本庁舎
市民課

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

久居総合支所市民課
時間外証明書
発行等窓口

転出※１ ○ ○ ○ ○ ○
転居 ○※２ ○※２ △※３ △※３ △※３

転入 ○※２ ○※２ ×※４ ×※４ ×※４

※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８時30分から16時30分までの取り扱いとなります。なお、16時30分までに来庁した場合で
も、更新時間により当日の住所の書き換え手続きができない場合がありますので、ご了承ください。
※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。本庁舎市民課または各総合支所市民福祉課(市民課)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のみ手続きできます。ただし、マイナンバーカード(顔写真付
き)・住民基本台帳カードの取り扱いは※３と同じです。

※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。

各窓口の開庁時間

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

４月１日(水)から
月～金曜日17時15分～20時
土・日曜日、祝・休日８時30分～17時

総合支所

出張所※

アストプラザオフィス※

久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口※

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)

高野尾・大里・白塚・栗真・安東・櫛形・片田・
藤水・雲出

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

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

久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口の終了時間を変更
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市民課からのお知らせ

３月１日（日）スタート 証明書のコンビニ交付

コンビニ交付の利用には
必ずマイナンバーカードが必要です

取得できる時間

取得できる証明書

取得できる場所

申　請
　申請書・写真などを用意し郵送、またはスマー
トフォンやパソコンを利用してインターネット上
から申請
受け取り
　申請後、交付通知書が届き次第、通知書に記載
の市役所窓口(市民課または各総合支所市民福祉
課(市民課))で受け取り

　申請・受け取りの方法により準備する書類や手
続きが異なる場合がある
ので、詳しくは市民課マ
イナンバー担当(　229－
3198)へお問い合わせい
ただくか、津市ホーム
ページをご覧ください。

内　容 手数料
(１部当たり)

住民票の写し(本人分・同一世帯員分) 200円

印鑑登録証明書(本人分)※１ 200円

所得・課税証明書(最新年度分の本人分)※２ 200円

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※３
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)※３

各450円

戸籍の附票の写し(全部・一部) 200円

　市区町村が発行する証明書(住民票の写
し、印鑑登録証明書等)のコンビニ交付は、
マイナンバーカードを利用して全国のコンビ
ニエンスストアなどにあるキオスク端末(マ
ルチコピー機)から取得するサービスです。

※１　交付には事前に印鑑登録が必要です。
※２　最新年度分は毎年６月上旬に切り替えます。また、前
年度の１月１日に津市に住民票のない人など、津市に課税
資料がない人は交付できない場合があります。

※３　本籍地が津市の人で住所地が津市以外の人は、事前に
インターネットかコンビニエンスストアなどのキオスク端
末から利用登録することで取得可能になります。

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ、イオンリテールなど
※キオスク端末の未対応店舗では利用できません。

６時30分～23時
※12月29日～１月３日、システム保守日(年２回
程度)はサービスを停止します。

コンビニ交付
ポータルサイト

(総務省)

マイナンバー制度
(社会保障・税番号制度)
についてのお知らせ

津市では
　津市に住民登録があり、利用者証
明用電子証明書(４桁のパスワード)
が搭載されたマイナンバーカードを
持っている人は、３月１日(日)から
津市が発行する証明書を取得でき
るようになります。　
※15歳未満の人は利用できません。

マイナンバーカードの取得方法



下水道局だより

折り込み紙
広報津

令和２年３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
リーズでお伝えしています。前回までの下水道局だよりでは、津市の公共下水道事業会計の平
成30年度決算状況などについて紹介しました。
　第８回は、津市の生活排水処理の現状についてお話しします。

津市の生活排水処理の現状津市の生活排水処理の現状

私たちの家庭などから出る生活排水は、き
れいな水にしてから河川などに放流しているんだ
よね。

 
きれいな水にすることで、河川などの水質

を保全して、悪臭などがなくなり快適な生活が送
れるんだよ。

水をきれいにする方法は公共下水道だけな
の？

そうではないんだ。公共下水道が使用でき
るのは、公共下水道の整備が済んだ区域の人だけ
なんだよ。

公共下水道はどれくらいの人が使用できる
の？

平成30年度末時点で津市の全世帯はおよ
そ12万5,600世帯あるんだけど、そのうちおよ
そ６万4,300世帯が使用できるんだ。これから公
共下水道の整備が進んでいけばどんどん使える世
帯は増えていくんだよ。

 

早くたくさんの人が公共下水道を使えるよ
うになるといいね。公共下水道以外の人はどう
やって汚れた水をきれいにしているの？

公共下水道の整備が予定されていない区域
では、市が「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」の３つの事業を行って汚
れた水を処理しているんだ。

市営浄化槽事業ってどんなものなの？

市営浄化槽事業は、公共下水道の整備が予
定されている区域や農業集落排水処理の区域、共
同汚水処理施設事業の区域以外の水質を保全する
ことを目的に市が合併浄化槽を設置したり、現在
設置されている合併浄化槽を引き継いだりして市
が維持管理を行う事業なんだよ。

今、どれくらいの人が使っているの？

この事業は平成27年度から始まって５年
目なんだけど、平成30年度末時点でおよそ
2,900世帯が使っているんだ。これからも、市で
新たに設置するものと、個人などから市へ引き継
ぐものを合わせて毎年400世帯くらい増えていく
見込みなんだ。

市内の事業別使用世帯数(平成31年３月31日時点)

公共下水道
64,300

125,600

(単位：世帯)

市営
浄化槽
2,900

共同汚
水処理
施設
3,000

農業集
落排水
処理施
設
3,300

個人が管理する
浄化槽、くみ取り
便所
52,100

市営浄化槽設置の様子

大里地区の農業集落排水処理施設

豊が丘団地の共同汚水処理施設
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汚水処理事業の経営状況汚水処理事業の経営状況

共同汚水処理施設事業はどんなものなの？

共同汚水処理施設事業は、公共下水道の整
備予定区域から外れた団地で、市の管理を希望する
団地の汚水処理場を市が維持管理をする事業だよ。

今、市が管理している団地はあるの？

希望している団地は９つあるんだけど、一
定の条件を満たした４つの団地を市が管理してい
るよ。その団地では、平成30年度末時点でおよ
そ3,000世帯が使用しているんだ。

各事業の経営状況はどうなっているの？

下の表を見て。汚れた水をきれいにするた
めに必要な費用は、全ての事業で使用料収

入だけでは賄えていないから、その不足分を税金
で補てんしているんだ。

事業によって状況が違うんだね。特に市営
浄化槽事業は不足の割合が大きいんだね。

そうなんだ。公共下水道事業、共同汚水処
理施設事業、農業集落排水事業は生活排水をまと
めて処理施設で処理しているけど、市営浄化槽事
業は、個人の家などに設置している合併浄化槽で
別々に処理しているからだよ。

去年の10月に使用料を改定したんだよね？

そう、農業集落排水事業以外は改定したん
だ。平成30年度の決算に当てはめると、不足額
は右上の表のとおり減少するよ。

じゃあ農業集落排水事業は？

農業用水の水質保全と農家の生活環境を改
善することを目的に、農村地域の集落から出る生
活排水をその地区ごとの処理場に集めて処理する
事業だよ。

農業集落排水の処理施設はいくつあるの？

全部で26施設あって、平成30年度末時点
でおよそ3,300世帯が使用しているんだよ。

でもまだ賄えていないんだね。中には共同
汚水処理施設事業のように、ほとんど使用料収入
で賄える事業もあるんだね。

そうでもないんだ。特に共同汚水処理施設
や農業集落排水などの施設は古くなってきてい
て、今後は施設の改修が必要になるから不足額が
増える見込みなんだ。

なるほど、それぞれの事業でこれから先、
整備や改築更新の費用が必要になるんだね。

そうなんだ。だから計画的な整備や改築更
新が必要になるんだよ。市営浄化槽事業、共同汚
水処理施設事業、農業集落排水事業は、今の特別
会計から公営企業会計に移行していく話もあるん
だ。そうなると経営状況や財政状況がよく分かる
ようになるから、計画的に効率よく事業を行うこ
とができるんだ。
　次回は令和２年度当初予算についてお話しするね。

本来使用料収入で賄うべき金額(使用料改定前)

使用料収入58.5％
（16億1,085万円）

使用料収入22.8％
（6,732万円）

使用料収入76.1％
（7,639万円）

使用料収入55.2％
（１億2,697万円）

公共下水道事業

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

不足額41.5％
（11億4,270万円）

不足額77.2％
（２億2,763万円）

不足額44.8％
（１億306万円）

不足額23.9％
（2,405万円）

本来使用料収入で賄うべき金額(使用料改定後)

使用料収入74.3％
（20億4,578万円）

使用料収入29.0％
（8,550万円）

使用料収入96.6％
（9,701万円）

使用料収入55.2％
（１億2,697万円）

※農業集落排水事業については、使用料改定を行っていません。

公共下水道事業

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

不足額25.7％
（７億777万円）

不足額71.0％
（２億945万円）

不足額44.8％
（１億306万円）

不足額3.4％
（342万円）

公共下水道以外に処理場を持つ２つの事業
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