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他の事務所
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詳細は　 http://kokoro.tax
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税理士法人心
津税理士事務所

イオンモール名古屋みなと・ヴィッツ豊田タウン内・岐阜駅・東京駅・池袋駅・柏駅 近く他
＜東海＞

税理士法人心
松阪税理士事務所

＜東海＞

税理士法人心
（本部）
＜名古屋＞

松阪駅1分
税理士法人心

四日市税理士事務所
＜東海＞

近鉄四日市駅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＞

他

  平日  9時～21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

津市出身の写真家・浅田政志さんの写真集が原案となった映画「浅田家！」を津市消防隊員の皆さんも応援！(７月29日 中消防署)表紙

津 市 が ロ ケ 地 に

な っ
た よ ！

映画「浅田家！」
10月２日全国ロードショー

News
P19 国勢調査が実施されます国勢調査が実施されます

特集
P２

職務経験者採用職員と津市長の座談会職務経験者採用職員と津市長の座談会

映画「浅田家！」特集映画「浅田家！」特集
津市からはじまる物語津市からはじまる物語

10月１日全国一斉10月１日全国一斉

特集
P４



2 広報 つ！　令和２年９月１日号

　「たった一枚の写真で自分を表現しなさい」。専門
学校時代の課題を突き詰めた結果、家族でさまざまな
シチュエーションになりきって撮影するというユニー
クな家族写真を世に送り出した津市出身の写真家・浅
田政志さん。この写真集「浅田家」は、写真界の芥川
賞ともいわれる第34回木村伊兵衛写真賞(2008年度)を
受賞しました。また、東日本大震災の津波で泥だらけ
になってしまったアルバムや写真を洗浄し、持ち主に

返すボランティア活動をする
人々を約２年間にわたり撮影
した「アルバムのチカラ」な
ど日本写真界において独特の
存在感を放ちます。
　映画「浅田家！」はこの２つの写真集を原案に、
「湯を沸かすほどの熱い愛」(2016年)でその年の映画賞
を総なめにした中野量太監督が映画化しました。

　１０月２日(金)に全国東宝系で公開される映画「浅田家！」は、津市出身の写真家・浅田政志さんの写

真集を原案に、実話に基づいて描かれた映画です。二宮和也さんが主演を務め、津市は撮影が行われ

ただけでなく、劇中でも実名で登場します。

　映画公開を記念して、津市ではパネル展の開催やロケ地マップの作成など、さまざまな事

業を展開していきます。ぜひ一緒に、映画「浅田家！」と浅田政志さんを応援していきましょう。

特集

浅田政志さん

モデルは津市出身の写真家・浅田政志さん01

問い合わせ　広報課
Ｔ229-3361　Ｆ229-3339

最新情報を
チェック！



3広報 つ！　令和２年９月１日号

写真集「浅田家」

映画「浅田家！」

　家族４人がバンドマンや消防士、ラーメン
屋などになりきり、その姿を収めた写真集
「浅田家」の撮影は、浅田さんの故郷である
津市が主な舞台となっています。映画「浅田
家！」に登場する写真集のカットも、出演者
を被写体に浅田さんによって実際に津市で撮
影されました。写真集や市内のロケ地と見比
べるのも、津市民ならではの映画「浅田
家！」の楽しみ方のひとつです。

あらすじ キャスト

超豪華キャストと中野量太監督が描く、
「家族」を撮り続けた写真家の

笑いと涙にあふれる感動の超大作

映画「浅田家！」
公式サイト

ロケ地の詳細は広報津10月16日号で！

©浅田政志

　主人公・浅田政志を演じるのは二宮和也さん。無茶で
自由奔放ながらどこか許せてしまう人間味溢れるキャラ
クター・政志を、圧倒的な存在感と演技力で魅せます。共
演の妻夫木聡さんは、やんちゃな弟・政志を温かく見守
り、コスプレ写真にもいやいやながらも付き合う心優し
い兄・幸宏を演じます。
　さらに、政志の父・章
役に、平田満さん。母・
順子役には、風吹ジュン
さん。政志の幼なじみの
若奈役に黒木華さん。
写真洗浄のボランティ
アで政志が出会う東北の大学院生・小野役に菅田将暉さ
んと、日本映画界を代表する俳優陣が集結しました！
　超豪華キャストと中野量太監督が描く、「家族」を撮り
続けた写真家の笑いと涙にあふれる感動の超大作にご
期待ください。

　幼いころ、写真
好きの父からカメ
ラを譲ってもらっ
た政志(二宮和也)
は、昔から写真を
撮るのが大好き
だった。そんな彼
が、家族全員を巻き込んで、消防士、レーサー、
ヒーロー、大食い選手権…。それぞれが“なりたかっ
た職業”や“やってみたかったこと”をテーマにコスプ
レし、その姿を撮影したユニークすぎる「家族写
真」が、なんと写真界の芥川賞・
木村伊兵衛写真賞を受賞！受賞を
きっかけに日本中の家族から撮影
依頼を受け、写真家としてようや
く軌道に乗り始めたとき、東日本
大震災が起こるー。

03

広報津10月１日号に浅田政志さん＆津市長の対談を掲載！

写真集「浅田家」と
映画「浅田家！」02

©2020「浅田家！」製作委員会   撮影：浅田政志　　



国体・障がい者
スポーツ大会推進局

総務企画課

自動車ディーラーで
営業企画・採用業務などに従事

4 広報 つ！　令和２年９月１日号

問い合わせ　人事課　　229－3106　　229－3347

　以前から行政職に興味がありま
したが、年齢制限などの先入観で諦
めていました。津市ホームページで
職務経験者採用の記事を見つけ、
自分の年齢でもチャレンジできるこ
とを知りました。前職で津市の職員
と仕事をする機会もあり、その懸命
な姿を見てさらに行政の仕事に興
味を持ち、受験を決心しました。

年齢にとらわれないチャレンジ
　子育てが一段落して何かに挑戦
したいと思っていたとき、広報津の
職務経験者採用の記事が目に留ま
りました。看護師として津市応急クリ
ニックで勤務して、市民の皆さんが
休日や夜間に体調が悪くなったとき
に、不安を軽減するため力になりた
い、津市のために微力ながら貢献し
たいと思い、応募しました。

第二の人生をスタート
　海外・県外での勤務経験が、ふる
さとの良さを再確認する機会とな
り、地元のために働きたいと考えて
いました。また、日本で生活する外
国人と、受け入れる側の日本人住民
の両方が快適に生活するための手
助けをしたいという夢があり、行政
だからこそできることがあると感じ、
津市への転職を決意しました。

ふるさとへ恩返し

　津市応急クリニックへの電話相談
では、来院を促したり、救急医療情
報センターを紹介したり、また救急
車を呼んでもらったりと、症状に応じ
た選択肢を迅速に伝える必要があ
ります。この時、的確な判断や対応
ができることは看護師としての経験
が役立っていると実感しています。

現場で培った知識で的確に判断
　三重とこわか国体・とこわか大会
の開催を控え、現在の部署では前
例にとらわれない取り組みや改善
策など、柔軟な発想が求められてい
ます。その中で、保険や協賛企業と
の契約など、専門的な分野で頼って
もらえるとやりがいを感じますし、役
に立てると嬉しく思います。

専門的分野で頼られる存在に
　現在は特に新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点からも、子
育て支援施設を運営する際に、現場
の意見を聞きながら、利用者の立場
に立って調整する業務が求められ
ています。これは前職での管理業務
や品質管理と似た部分があり、経験
が生かせていると感じています。

コロナ禍も経験を生かして

津市長からのエール
いっしんにしょう

　私の好きな言葉に「一身二生」という“１つの身で２つ以上の経験をす
る”というものがあります。平成27年にスタートした津市職務経験者採用
制度ですが、前職の経験を生かして新しいことにチャレンジし、のびのび
と活躍している職務経験者の皆さんの姿に、その言葉を実感しています。
　津市では18歳から59歳まで全ての方に門戸を開いています。業務内容は多岐に渡り、さまざまな活躍の場
がありますので、ぜひ職務経験者採用にご応募ください。一緒に住みやすい津市をつくりましょう。

応募のきっかけは？
TALK
01

前職での経験が役立っていること
TALK
02

　７月６日、令和２年度の職務経験者採用で入庁した職員が、前葉市長
と座談会を行いました。即戦力として各職場で活躍中の４人が、応募の
きっかけや現状、今後の目標について思いを語りました。



健康福祉部
地域医療推進室

健康福祉部
子育て推進課

津市長

総務部
情報企画課

製造工場で外国人労働者への
作業教育、管理業務に従事

製造・流通業を中心に、
企業向けのＩＴ全般の営業

看護師として、総合病院などで
計24年間勤務

5広報 つ！　令和２年９月１日号

　行政と民間の仕事の違いに不安
を抱く人もいるかもしれませんが、
今までの経験を生かす機会も、新た
に多くのことを学ぶ機会も両方が
あります。経験を生かしつつ、さらに
ステップアップしたいという人は、
ぜひ一緒に仕事をしましょう。

　福利厚生も充実しており、とても
働きやすい職場です。同期や同僚、
そして年々増える職務経験者の仲
間にも悩みを相談しやすく、安心し
て働けます。津市というブランドを
背負い、より良い市民サービスを目
指して働ける素晴らしい仕事です。

　上司や先輩職員が民間企業の発
想を積極的に取り入れようと、前職
での経験や強みを生かせるよう配
慮してくれます。ゼロスタートでな
く、これまで培ってきたものを生か
せる場面が必ずありますので、ぜひ
チャレンジしてみてください。

　夜間に初期救急医療に対応することで、輪番病院での
２次救急の負担が少しでも軽減できればと考えていま
す。また、今までは看護師業務のみに携わってきました
が、今後は診療所の運営や献血推進事業などを通して、
津市の地域医療の推進や啓発運動にも貢献していきた
いと思っています。市職員として仕事をする中で、税金を
いただいて仕事をすることの難しさや責任を感じる日々
ですが、津市の市章が付いた白衣を着ると、「市民の皆さ
んのために」というやりがいを感じることができます。

津市ブランドに見出した責任とやりがい

仲間と支え合い、一緒に国体を盛り上げる！
　入庁するまで国体にはあまり詳しくありませんでした
が、上司や先輩に支えられ日々知識を深めています。目下
の目的は来年開催される三重とこわか国体・とこわか大
会の成功ですが、これを機にスポーツ人口が増え、子ども
たちに将来津市を代表するような選手となって日本を盛
り上げてもらえるよう、しっかり取り組んでいきたいです。

　近年は外国人による家族単位での移住が増え、それに
伴い外国につながる子どもたちの保育所や認定こども園
の利用が増加傾向にあります。中には、生まれも育ちも日
本なのに、言葉や文化の壁で苦しむ子どもたちもいます。
今後は、津市で生活する外国人住民が、人種や言語の隔
たりを感じることなく共生していける環境づくりなどに携
わっていきたいと思っています。

外国人と日本人の橋渡し役へ

　新型コロナウイルス感染症拡大の中での入庁となり、
特別定額給付金の手続きに携わったり、災害対策本部が
立ち上がった際には避難所対応を行ったりもしました。こ
れらを通して市役所と市民がいかに密接に関わっている
かを知り、市民目線で業務を行うことの大切さを身をもっ
て経験することができました。市職員になったからには、
配属先の業務だけでなく、状況に応じた優先度を見極
め、柔軟に対応できる知識を身に付けていきたいです。

状況に応じて柔軟に動ける職員に

公務員としての今と、今後の目標
TALK
03

受験を検討している皆さんへのメッセージ
TALK
04

今年も職務経験者(事務職２人程度)を募集しています！
詳しくは受験案内または津市ホームページをご覧ください。

金9/25
締め切り
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国民健康保険に関するお知らせ
問い合わせ　保険医療助成課　　229－3160　　229－5001

10月１日から国民健康保険被保険者証が変わります
　現在使っている国民健康保険被保険者証(以下、
保険証という)の有効期限は、９月30日です。10月
１日からは新しい保険証を窓口で提示してくださ
い。
　新しい保険証は、９月中旬に国民健康保険被保険
者のいる世帯主宛てに簡易書留郵便で送付します。
１通の封筒につき３枚までの保険証が入っていま
す。被保険者が４人以上の場合は、複数の封筒で送
付しますので、ご注意ください。
　旧保険証は、10月１日以降に各自で処分してく
ださい。処分する場合は、有効期限を確認の上、住
所・氏名などが分からないように細断するなど、十
分注意してください。
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　なお、後期高齢者医療制度加入などに伴い、有効
期限が９月30日ではない場合があります。その場
合は有効期限までに新しい医療制度適用後の保険証
が届きます。

こんなときは手続きが必要です

ジェネリック医薬品を使っていますか？ジェネリック医薬品を使っていますか？
　ジェネリック医薬品とは、最初に開発された薬(新薬)の特許が切れた後に作られ
た薬のことです。開発のためのコストが低く抑えられるため、新薬に比べて安いこ
とが多く、経済的負担が軽減されます。また、効き目や安全性などは新薬と同等で
あることが厚生労働省に認められていて安心です。まずは、医師や薬剤師にご相談
の上、ぜひジェネリック医薬品を活用してください。

交付年月日　 令和　　　年　　  月　　  日２
有効期限　　令和　　　年　　  月　　  日

記号番号

被保険者氏名
生年月日
適用開始年月日
世帯主氏名　　　  津市　太郎
世帯主住所　　　  三重県津市西丸之内23番1号

３ 309三重県国民健康保険
被 保 険 者 証

保険者番号
交付者名　　　　  三重県津市

1234567

津市　太郎
ツ シ    タロウ

240010

10 1

平成　　　年　　  月　　  日28
昭和　　　年　　  月　　  日　　性別　男17 110

7 21

新しい保険証

みほん

他の健康保険(社会保険など)に加入したとき
　社会保険の加入手続きは勤務先を通して行います
が、国民健康保険の資格喪失の届け出に関しては、
ご自身で行う必要があります。
手続きに必要なもの 
・新しい健康保険証
・津市国民健康保険の保険証
・印鑑
・マイナンバーカード、またはマイナンバーが分か
るものと本人確認できるもの
保険証を破損や紛失したとき
　破損や紛失をして保険証が使え
なくなったときは、すぐに保険医
療助成課または各総合支所市民福
祉課(市民課)、各出張所に届け出
て、再交付を受けてください。

再交付に必要なもの　
・印鑑
・マイナンバーカード、またはマイナンバーが分か
るものと本人確認できるもの
交通事故などで国民健康保険を使いたいとき
　交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外の人)の
行為によるけがの治療に国民健康保険を使う場合
は、保険者(市)への届け出が義務付けられています。
本来は、加害者が医療費の全額を負担しますが、国
民健康保険を使う場合は、国民健康保険が加害者に
代わって一時的に医療費を立て替えて支払い、後で
加害者へ請求することになりますので、必ず事前に
連絡し、必要書類を提出してください。自損事故の
場合でも、国民健康保険を使うためには届け出が必
要です。ただし、飲酒運転や無免許運転など悪質な
法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
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ＣＫＤの指標

ＣＫＤ（慢性腎臓病）について
　ＣＫＤ(慢性腎臓病)を知っていますか。ＣＫＤとは腎臓の働きを示すｅＧ
ＦＲ(血清クレアチニン値を基に推算した糸球体ろ過量)の低下、あるいは尿
タンパクが陽性など腎機能に問題のある状態が３カ月以上続く状態です。Ｃ
ＫＤは日本人の８人に１人がかかるといわれていますが、重症化するまで自
覚症状がなく、発見が遅れることが多い病気です。

特定健康診査を受けましょう特定健康診査を受けましょう
　特定健康診査を受診することで、ＣＫＤだけではなくその原因となる、肥満、高
血圧症、糖尿病、脂質異常症などの早期発見・治療につながります。
　40歳以上の津市国民健康保険加入者で対象となる人には、順次受診券を送付し
ています。詳細については、受診券に同封の案内をご覧ください。　
　なお、特定健康診査を受けていない人には、10月ごろに受診勧奨はがきを送付
します。健診受診啓発のため、ご理解ください。

腎臓の働き
・尿を作る…体内の血液をろ過して老廃物を尿として体外
へ出し、必要なものは再吸収します。
・電解質(イオン)の調整…電解質バランスを調整します。
・血圧の調整…塩分と水分の排せつ量をコントロールして
血圧を調整します。
・造血ホルモンの分泌…骨髄に赤血球を作らせます。
・骨形成のサポート…カルシウムの吸収に必要な活性型ビ
タミンDを生成します。

健康診査を定期的に受診して、ＣＫＤの重症化を防ぎましょう
　特に自覚症状がなくても、健康診査を受けることで、体の中の変化を早く
知ることができます。健康診査は受けてからが大切です。自身の健診結果を
見て、基準値を外れていないか、もう少しで基準を外れそうな検査値がない
かチェックしてみましょう。
　ＣＫＤの指標となる尿タンパクやｅＧＦＲを確認して自身の健康管理に役
立てましょう。

ＣＫＤにならないために
・適正な体重を維持する。
・塩分の摂り過ぎ、大量飲酒、喫煙、鎮痛剤の常用は避ける。
・糖尿病などの生活習慣病の治療が必要な場合は自らの判断で中断しない。
※日本腎臓学会「生活習慣病からの新規透析導入患者の減少に向けた提言」より

腎機能が低下すると

放置すると

ＣＫＤ

腎不全

初期は自覚症状なし

脳卒中、心筋梗塞、
心不全などの原因にも

尿タンパク (―) (±) (＋)以上

正常 要保健指導 要受診

45.0以上
59.9以下

自身の対応

健診の結果

ｅＧＦＲ 60以上 44.9以下

特に問題がなくても、過去の
データから変化がないか確認
しましょう。

今は病気でなくても、放って
おくと病気になる可能性があ
ります。生活習慣を見直して
みましょう。

自覚症状がなくてもすぐに医
療機関を受診しましょう。

腎臓
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問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

来年４月からの保育所等利用申し込み

利用申し込みをするには
教育・保育給付認定の申請
　保育所等を利用する場合は、２号認定または３号認
定の「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
※１号認定を受けて認定こども園を利用する場合の申
し込み方法は、広報津８月１日・16日合併号をご覧
ください。
認定区分の種類
　保育の必要性や年齢によって分かれます。

保育所等とは
　保護者が働いている場合や、病気などのために保育が必要と認められた小学校就学前の子どもに、
保護者に代わって保育を行う施設です。保育所、保育を提供する認定こども園、地域型保育事業があ
ります。

保育必要量と保育利用時間
　２号認定または３号認定を受けた場合、保育を必
要とする事由や内容に応じて「保育必要量」が認定
されます。認定された「保育必要
量」によって、保育所等を利用で
きる時間が変わります。

１号認定

認定区分 対象となる子ども 利用先
満３歳以上で小学校就学
前の子ども（２号認定を
除く）
満３歳以上で保護者の就労
や疾病等により保育を必要
とする小学校就学前の子ども
満３歳未満で保護者の就労
や疾病等により保育を必要
とする小学校就学前の子ども

市立幼稚園、新制度に移行し
た私立幼稚園、認定こども園
（おおむね４時間の利用）

保育所、認定こども園

保育所、認定こども園、地
域型保育事業

２号認定

３号認定

保育必要量

保育
標準時間

必要に応じて最長11時間
（おおむね７時30分～18時）
※保育所等により異なりま
す。

月120時間以上の就労ま
たは介護・看護、就学、妊
娠・出産、障がい・疾病、
災害復旧により保育が
必要と認められる場合

月60時間以上120時間未
満の就労または介護・看
護、就学、求職活動など
により保育が必要と認
められる場合

必要に応じて最長８時間
（８時30分～16時30分）

保育
短時間

利用可能時間（１日当たり） 認定条件の例

提出書類と申し込み方法

利用までのスケジュール

受付期間 10月１日木 ～30日金

９月

10月

11月

２月

３月

提出書類
●子どものための教育・保育給付認定申請書
●就労証明書など保育の必要性を確認するための書
類(９ページ表参照)

●保育所等利用申込書
●意見書(教育・保育給付認定を希望する子どもに
障がいがあるなど配慮が必要な場合のみ)

●利用申し込みをする子どもと保護者のマイナン
バーカードまたは通知カードと面接に来る人の本
人確認ができるもの(運転免許証など）

申し込み　子育て推進課または各総合支所市民福祉
　課(福祉課)、各保育所等で配布する申込書類に必
　要事項を記入し提出
提出先　子育て推進課、各総合支所市民福祉課(福
　祉課)、各保育所等
　※５月１日以降に利用
　　開始を希望する場合
　　は、利用希望開始日
　　の２カ月前から受け
　　付けます。

申込書類の配布
保育所等利用申し込み、教育・保育給付
認定申請の受け付け
保育所等の利用に当たっての面接(日時と
実施場所は、申込書類受け付け時にお知
らせ)

保育所等利用決定のお知らせ
利用開始に伴う各保育所等での説明会
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教育・保育給付認定申請書に添付する保育の必要性を確認するための必要書類の例

※利用を希望する保育所等の定員に余裕がない場合は、教育・保育給付認定を受けても希望する保育所等を利用できない場合があります。
※教育・保育給付認定申請の内容に虚偽がある場合は、認定を取り消し、保育所等の利用もできません。

就労

保育を必要とする事由 必要書類

妊娠・出産

保護者の
疾病・障がい
同居親族等の
介護・看護

災害復旧

求職

就学

その他

保護者が、常に月60時間以
上労働している（パートタイ
ム、夜間、居宅内労働など、
基本的に全ての就労が対象）

子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいがある人
がいて、保護者が常時介護または看護にあたっている

災害復旧にあたっている

求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っている

大学、職業訓練校、専門学校などに通学している（趣味の
講座、カルチャースクールなどは認められません）

上記に類する状態として津市が認める場合

保護者が病気、負傷または心身に障がいがある

母親が出産前後（出産予定日の前後２カ月程度）

被雇用者（会社員、パート、
アルバイト、臨時社員など）

●就労（予定）証明書（雇用主等による証明が必要）
※月60時間以上の就労が確認できない場合は、求職として申請
※産休明け・育休明けの利用申し込みの場合は、職場復帰日の記入が必要
●就労申告書自営業
●就労申告書（内職業者からの証明が必要）
●就労申告書
●水稲共済細目書異動申告書の控え（写し）または耕作状況証明書
●賃借契約書の写し（耕作地を賃借している場合）

内職

農業

●妊産婦医療費受給資格者証の写し、または出産予定日が分かる書類
（例…妊娠証明書の写し、母子健康手帳の写しなど）

●意見書

●意見書（要介護者・要看護者のもの）
●介護・看護・付添状況申立書
●り災証明書
●申立書
●求職中の保育の必要性の認定に係る誓約書
※求職中で就職した場合は、必ず月60時間以上で就労
●在学（在籍）証明書の原本（受講期間が明記されたもの）
●受講状況が分かるカリキュラムなどの写し
●合格通知書（就学予定の場合）
●就学状況申立書
●その他保育の必要性を証明できる書類（津市が認めたもの）

市内の保育所等一覧
施設名（公立） 住　所 電話番号

認定こども園（幼保連携型）保育所

来年４月以降も引き続き利用を希望する場合
　就労状況等届出書の提出が必要です。保育所等を
通じて書類を配付しますので、就労証明書など保育
を必要とすることを証明する書類を添えて、期日ま
でにご利用の各保育所等に提出してください。
　また、現在利用している保育所等から別の保育
所等へ転所を希望する場合は、転所申請書も併せ
て提出してください。
　なお、幼稚園や教育を提供する認定こども園な
どへ転園を希望する場合は、手続きが異なります
ので、お問い合わせください。

現在保育所等を利用している人へ

栗真保育園
立誠保育園
観音寺保育園
相愛保育園
高洲保育園
中央保育園
乙部保育園
橋南保育園
雲出保育園
高茶屋保育園
北口保育園
野村保育園
ひとみね保育園
こべき保育園
北部保育園
千里ヶ丘保育園
上野保育園
安濃保育園
川合保育園
八知保育園

栗真小川町
島崎町
観音寺町
相生町
高洲町
中央
寿町
船頭町津興
雲出本郷町
高茶屋三丁目
久居北口町
久居野村町
久居一色町
久居元町
久居北口町
河芸町千里ヶ丘
河芸町上野
安濃町曽根
一志町八太
美杉町八知

232－3218
228－6342
227－5910
228－2062
225－3157
226－4120
226－0115
228－6344
234－3940
234－2063
255－4566
256－0303
252－0854
256－3331
256－3679
245－0098
245－1167
268－2761
293－1633
272－0224

施設名（私立） 住　所 電話番号
白塚愛児園
高田保育園
津愛児園
清泉愛育園
三重保育院
三重保育院乳児保育所
片田保育園
つ保育園
泉ヶ丘保育園
大里保育園
公園西保育園
豊野保育園
ひかり保育園
志登茂保育園
上浜保育園
はなこま保育園
第二はなこま保育園
大川乳幼児保育園
久居保育園
さくら保育園
美里さつき保育園
つまちなか保育園

白塚町
一身田町
桜橋三丁目
新町一丁目
柳山津興
柳山津興
片田志袋町
藤方
野田
大里睦合町
長岡町
一身田豊野
半田
一身田平野
上浜町五丁目
高茶屋小森町
高茶屋小森上野町
大谷町
久居西鷹跡町
河芸町影重
美里町五百野
大門

232－3214
232－2075
226－0117
228－6380
228－4406
228－4406
237－0585
225－5255
237－1655
232－1522
224－0150
231－1364
226－8085
231－1854
227－7592
235－5665
238－1616
080-9370-5783
259－0080
245－1163
279－2000
253－5454

施設名（公立） 住　所 電話番号
津みどりの森こども園
香良洲浜っ子幼児園
白山こども園
一志こども園

神戸
香良洲町
白山町南出
一志町高野

226－0204
292－2511
264－0080
293－0024
265－2027

施設名（私立） 住　所 電話番号
藤認定こども園
津カトリックこども園
ぼだいじこども園
認定こども園杜の街ゆたか園
認定こども園みらいの森ゆたか園
認定こども園こどもの杜ゆたか園
認定子供園清泉幼稚園
ルーテル二葉認定こども園
NOBENOこども園
藤水保育園
風の子藤水保育園
風の丘藤水保育園
幼保連携型認定こども園すぎのこ保育園
ゆたか認定こども園
津こども園

豊が丘二丁目
西丸之内
南中央
河芸町杜の街一丁目
河芸町三行
一身田上津部田
南丸之内
南が丘一丁目
久居井戸山町
藤方
雲出島貫町
戸木町
久居中町
河芸町中別保
南河路

271－6970
227－2512
228－7473
244－1166
244－1515
236－6100
228－5341
226－9945
269－5500
225－1501
238－0355
253－7708
255－5100
245－1128
228－8897地域型保育事業（小規模保育事業A型）

施設名（私立） 住　所 電話番号
どんど子保育園
えがお保育園

久居寺町
久居寺町

254－6080
253－7277

９月は利用者負担額(保育料)の切り替え時期
　９月分から来年８月分までの保育料は、令和２
年度の市町村民税額に基づいて算定するため、９
月分から保育料が変更になります。切り替え後の
金額は、利用している保育所等を通じてお知らせ
します。
　なお、保育料は、保護者の市町村民税額の合計
によって決まりますが、津市に保護者の課税情報
がなく、またそれらに関する書類の提出がない場
合は、適正に算出されません。場合によっては、
さかのぼって保育料を変更することがあります。

(仮)ぼだいじ第二保育園※ 久居藤ヶ丘町 228－7473
※令和３年４月開園予定です。開園までの問い合わせ
はぼだいじこども園へお願いします。

芸濃こども園 芸濃町椋本
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津市 令和２年度公民館講座│

10月９日～来年１月
22日の第２・４金曜
日10時～12時（全８
回）

30人
市内に在住・
在勤のおおむ
ね60歳以上の
人

無料

10月７日～来年３月
17日の第１・３水曜
日19時30分～20時30
分（全12回）

20人
市内に在住・
在勤・在学の
女性

10月10日～来年３月
27日の第２・４土曜
日13時30分～15時30
分（全12回）

30人
市内に在住・
在勤・在学の
人

各3,600円

中央公民館出張セミナー
2

TSU NEWS

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150

橋南公民館リニューアルオープン
1

TSU NEWS

　安濃津ガイド会の皆さんの案内で、橋南地域を
ゆっくり歩きながら地域の歴史を再発見しませんか。
と　き　10月29日、11月26日、来年３月25日
いずれも木曜日９時30分～11時30分(全３回)
ところ　橋南公民館　
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選40人
講　師　高森孝一さん(安濃津ガイド会副会長)、
安濃津ガイド会
持ち物　飲み物、雨具(小雨決行、雨天時は館内
で講演)
申し込み　直接窓口(返信用はがきを持参)、また
は往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号を記入し、橋南公民館(〒514－0835 幸
町18－22)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　９月30日(水)必着

10月５日　供用開始月

※冷暖房を使用する場合は、使用料が３割増
※会議室Ａ・Ｂはパーテーションで仕切られていて、
取り外して使用することも可能です。その場合は
使用する部屋両方の使用料が必要です。 津市 令和２年度公民館講座│

新町会館開館記念

持ち物　②のみヨガマット、バスタオル
申し込み　直接窓口(返信用はがきを持参)、または
往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号を記入し、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　９月18日(金)必着

①地域力創造セミナー
　コミュニケーション体操
～体と心の活力アップでフ
レイル予防～

②教養セミナー
　バレトン～お仕事帰りに
デトックス＆リフレッシュ～

③教養セミナー
　はじめての太極拳入門

仲間づくりをしながら、椅子を使った
体操などをして、楽しく体を動かしま
す。

バレトンとは、フィットネス・バレ
エ・ヨガを組み合わせた有酸素運動
で、基礎代謝の向上や姿勢の改善、ダ
イエット効果などが期待できます。

太極拳は、老若男女問わず誰もが楽し
くできる手軽な健康法です。いつまで
も元気で健康な人生を送るため太極拳
を始めてみませんか。

問い合わせ　橋南公民館　　・　226－3220　

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、広報津に掲載のイベント等は中止または延期の可能性が
あります。参加される場合は各問い合わせ先へ確認をお願いします。

　旧修成幼稚園を改修し、新たに橋南公民館として
10月５日(月)にリニューアルオープンします。地域
活動や学習活動の場などに利用できるよう、会議室
２室と研修室３室を備えています。
住　所　修成町12－1
予約方法　直接窓口または電話で橋南公民館へ
　※利用日の３カ月前から受け付け
施設内容と使用料

開館記念特別講座
　「歩いて橋南地域の歴史を知ろう」

施設名

会議室Ａ
会議室Ｂ
研修室Ａ

研修室Ｂ

研修室Ｃ

机、椅子
机、椅子
机、椅子

机、椅子

各730円

各380円

240円

各970円

各500円

320円

各970円

各500円

320円

畳、座卓、
座椅子

33人
33人
18人

18人

12人

収容
人数 設　備 ９時～

12時
13時～
17時

18時～
22時

　 新たに整備され７月に開館した新町会館(新町三丁目4－23)で公民館講座を開講します。
講座名 内　容 と　き 定員対　象 費　用
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地域包括ケア推進室　　229－3294
担当地域　津、河芸、芸濃、美里、安濃、香良洲

津久居地域包括支援センター　　254－4165
担当地域　久居、一志、白山、美杉

3
TSU NEWS

津市の認知症支援の取り組みを紹介します4
TSU NEWS

問い合わせ　地域包括ケア推進室　　229－3294　　229－3334

　地域包括支援センターは、必要に応じた適切な保
健・医療・福祉サービスが包括的に受けられるように、
専門の職員が高齢者とその家族などの相談に応じて
います。認知症についても気軽にご相談ください。

勤労青少年講座参加者募集
39歳までの勤労者の皆さんへ

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

講座期間　10月～来年３月　※詳しくは申込時に
連絡
対　象　市内に在住･在勤の39歳までの勤労者(学
生不可)
申し込み　直接窓口またはファクス、Ｅメールで講

座名、住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号、
Ｅメールアドレス、勤務先を商業振興労政課(　
229－3114@city.tsu.lg.jp)へ
　※津市ホームページからも申し込み可
申込期間　９月４日(金)～18日(金)

※講座運営費は、講座初回日
に全額納付してください。
また、状況に応じて、追加
負担が必要になる場合があ
ります。
※申込者の少ない(おおむね
５人未満)講座は、開講し
ないことがあります。

９月21日は世界アルツハイマーデー、９月は世界アルツハイマー月間

　「最近物忘れが増えてきた」「もしかして認知症？」
など少しでも不安があれば津市認知症初期集中支援
チームへご相談ください。医療・介護・福祉の専門
家が、認知症が疑われる人や認知症の人の家庭を訪
問して状況を伺い、認知症の専門医と共に地域で安
心して生活を続けられるよう支援します。

　認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、偏
見を持たず、認知症の人やその家族を温かく見守る
応援者です。養成講座を受講した人には、認知症サ
ポーターの証として、オレンジリングをお渡ししま
す。当講座は、５人以上の団体に対し
地域に出向いて実施しています。詳し
くはお問い合わせください。

講座名 曜日 時　間 定員（先着） 回数 会　場 費　用
料理
写真
手話
英会話
ヨガ・ピラティス
楽しい声の表現
美文字（書道）
抹茶

18時30分～20時20分
19時～20時45分
19時～20時45分
19時～20時30分
19時～20時30分
19時～20時30分
19時～20時45分
19時～20時45分

中央保健センター
サン・ワーク津
サン・ワーク津
サン・ワーク津
サン・ワーク津
サン・ワーク津
サン・ワーク津
サン・ワーク津

9,700円
3,200円
6,200円
7,200円
3,800円
3,500円
6,200円
7,200円

月
水
水
水
木
木
金
金

センター名

津中央

津中部中

津中部北

津中部東

津中部西

津中部南

津北部東

津北部西

津久居

津一志

津市

Ｔ253－5225

Ｔ271－6535

Ｔ213－3181

Ｔ213－8115

Ｔ237－2018

Ｔ238－6511

Ｔ245－6666

Ｔ267－1125

Ｔ254－4165

Ｔ262－7295

Ｔ229－3294

津地域（敬和・養正・新町）

津地域（一身田・安東・櫛形・津西）

津地域（北立誠・南立誠・栗真・白塚）

津地域（修成・育生・藤水・南が丘）

津地域（片田・神戸）、美里地域

津地域（高茶屋・雲出）、香良洲地域

河芸地域

久居地域

一志地域、白山地域、美杉地域

津市全域

担当地域 電話番号

18人
12人
15人
15人
10人
12人
15人
10人

10
10
10
10
10
10
10
10

認知症初期集中支援チーム

認知症サポーター養成講座

認知症カフェ

地域包括支援センター

　身近にあるカフェのようにお茶を飲みながら、交
流を深めてみませんか。認知症の人やその家族をは

じめ、認知症について学びたい・考えたいという人
も参加できます。
　開催場所や日程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。

津地域（大里・高野尾・豊が丘）、芸
濃地域、安濃地域



○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
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高齢福祉課
　229－3156　　229－3334

80・90・100歳の人に
お祝い品を贈ります

都市政策課
　229－3290　　229－3336

９月10日は屋外広告の日

保険医療助成課
　229－3158　　229－5001
各総合支所市民福祉課（市民課）

福祉医療費受給資格証の更新

教委学校教育課
　229－3245　　229－3257

就学時健康診断

地域医療推進室
　229－3372　　229－3018

９月の献血（400ml）

福祉政策課
　229－3283　　229－3334

第70回社会を明るくする運動
環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー（津地域）

お知らせ

　80・90歳の人に
お祝いとして商品券
を、100歳の人に祝
い金をお贈りします。９～10月
中旬に、商品券は配送業者を通じ
てお届けし、祝い金は指定の口座
へ振り込みます。
対　象　市内に１年以上居住して
いる今年度中に80・90・100
歳の節目を迎える人

●80歳…昭和15年４月２日～昭
和16年４月１日に生まれた人

●90歳…昭和５年４月２日～昭
和６年４月１日に生まれた人

●100歳…大正９年４月２日～大
正10年４月１日に生まれた人

と　き　９月27日(日)７時～９時
(小雨決行)　※荒天時は10月４
日(日)に延期
ところ　津地域の道路や公園など

　来年４月に小学校または義務教
育学校へ入学予定の子どもを対象
に、健康診断を無料で行います。
該当する家庭には、10月初旬に
お知らせを郵送しますので、指定
の日時や会場を確認の上、子ども
と保護者が一緒にお越しくださ
い。なお、詳しい日程などについ
ては、津市ホームページにも掲載
しています。

と　き　９月28日(月)９時30分～
11時20分、12時50分～16時30分

ところ　市本庁舎１階ロビー
対　象　男性17～69歳、女性18
～69歳で男女とも体重が50kg
以上の人　※65歳以上の人は、
60～64歳の間に献血経験のあ
る人

　社会を明るくする運動は、犯罪
や非行の防止と、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深める全
国的な運動です。
　津市では、第70回“社会を明る
くする運動”津市推進委員会が組
織され、市長を委員長として啓発
活動を行います。

　屋外に設置する広告物には設置
場所や大きさ、その他の規格にさ
まざまな規制があり、許可が必要
です。また、貼り紙などの簡易な
ものを除く全ての屋外広告物には
点検が義務付けられています。事
故を防ぐため、適正な管理・点検
をお願いします。

　福祉医療費受給資格証の更新手
続きが必要な人は、早めに手続き
を行ってください。９月中に更新
手続きを行わないと、受給資格を
失って医療費の助成が受けられな
くなります。
　10月以降に更新手続きを行っ
た場合は、改めて受給資格申請手
続きが必要になり、申請月初日の
診療分からの助成になります。詳
しくはお問い合わせください。
更新手続きが必要な人
●精神障がい者医療費を受けてい
る人
●障がい者医療費・65歳以上障が
い者医療費・一人親家庭等医療
費・子ども医療費を受けている
人のうち更新申請書が届いた人
※更新手続きが不要な人には、新
しい受給資格証または受給資格
喪失の案内を送付しています。社会を明るくする運動│

●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、Ｔ229－3216)
●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)
●利用者負担額等(保育料・給
食費)…子育て推進課(市本庁
舎３階、Ｔ229－3167)

休日納付相談・納付窓口

９：00～15：00
９月27日日

コミュニティ助成事業（宝くじ助成金）で整備しました

◆豊が丘地区自治会連合会(令和２年度実施)◆
　サロンなど、自治会等主催事業へ多くの人に積極的に参加して
もらうために、椅子や机などの備品を集会所に整備しました。

　コミュニティ助成事業は、自治総合センターが宝くじの社会貢
献広報事業として地域コミュニティ活動を推進し、その健全な発
展を図るために行っているものです。令和３年度に、当事業で設
備などの整備を希望する自治会は、９月末までに地域連携課(　
229－3110)までお問い合わせください。



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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市民交流課
　229－3142　　227－8070

後付け安全運転支援装置
購入設置費補助金

子育て推進課
　229－3152　　229－3451

お忘れなく
子育て世帯家計支援金の申請

環境保全課
　229－3259　　229－3354

屋外焼却の禁止

久居総合支所生活課
　255－8841　　256－7666

小中学生による
人権に関するポスター展

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

ジュニアフェンシング教室

教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

久居誕生350年記念歴史講座

資産税課
　229－3132　　229－3331

会計年度任用職員（短期）

介護保険課
　229－3149　　229－3334

地域密着型サービス事業者
の公募

　国の認定を受けた後付けのペダ
ル踏み間違い急発進等抑制装置の
購入設置に対し、補助金を交付し
ます。
対　象　来年３月31日時点で70
歳以上の運転免許保有者
補助金額　購入設置費用の２分の
１(障害物検知機能有り…上限
２万円、障害物検知機能なし…
上限１万円)
締め切り　設置から60日以内で
来年３月31日(水)まで　※補助
金がなくなり次第終了
申請方法　市民交流課または各総
合支所地域振興課(生活課)にあ
る申請書を提出　※申請書は津
市ホームページからもダウン
ロード可

　子育て世帯家計支援金として、
未就学児などを対象に給食費３カ
月分相当額を交付しています。ま
だ申請していない人は、９月30
日(水)までに申請
してください。詳
しくは津市ホーム
ページをご覧くだ
さい。

　ごみの焼却は、原則禁止されて
います。ごみを焼却すると、悪臭
や煙が発生し、近隣の迷惑になる
だけでなく、ダイオキシン類が発
生するなどの問題もあります。家
庭で出たごみは決められた収集日
に出してください。
　禁止の例外として、風俗慣習上
や宗教上の行事を行うために必要
な焼却や、農林漁業を営むために
やむを得ない焼却などがあります
が、この場合も近所迷惑にならな

いよう、風向きや付近の状況に十
分な配慮をお願いします。

　久居地域の小学５・６年生と中
学生が描いた人権に関するポス
ター展を開催します。
と　き　９月12日(土)～22日(火・祝)
ところ　イオン久居店２階(久居
明神町)

と　き　10月18日～11月29日
の毎週日曜日９時30分～12時
(全６回)　※11月15日は除く
ところ　三重武道館柔剣道場
対　象　市内に在住・在学の小中
学生
定　員　抽選15人(新規優先)
費　用　4,000円(傷害保険料を含む)
申し込み　スポーツ振興課または
各総合支所地域振興課、久居体
育館、津市スポーツ協会にある
所定の用紙に必要事項を記入
し、直接窓口またはファクスで
提出　
締め切り　９月25日(金)

　地域密着型サービスの整備を推
進するため、地域密着型サービス
事業者を公募します。応募方法な
ど詳しくは津市ホームページをご
覧ください。
公募対象サービス
●定期巡回・随時対応型訪問介護
看護

●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護

募　　集

イベント
任用期間　11月２
　日(月)～来年３月
　31日(水)
定　員　２人
勤務時間　８時30分～17時15分
※土・日曜日、祝・休日、12月
29日(火)～１月３日(日)を除く
勤務場所　市本庁舎
業務内容　データ入力、その他事
務補助　※詳しくは面接時に説
明
対　象　パソコンを使った事務の
経験があり、実務的な入力・計
算・表作成などができる人
試験内容　パソコンでのデータ入
力試験、面接
賃　金　日額6,852円(通勤手当・
地域手当は別途支給、駐車場な
し)
申し込み　直接窓口または電話で
資産税課へ
申込期間　９月１日(火)～30日
(水)

と　き　10月31日、11月28日
いずれも土曜日10時～11時30
分(全２回)
ところ　久居公民館大会議室３
演　題　①中世の久居～北畠一族
木造氏の興亡～ ②久居藩の成
立
講　師　①岡野友彦さん(皇學館
大学文学部国史学科教授) ②上
野秀治さん(同大学名誉教授)
対　象　２回とも参加できる人
定　員　抽選50人
費　用　300円
申し込み　直接窓口または、はが
き、ファクス、Ｅメールで「歴
史講座」と明記し、郵便番号、
住所、氏名、電話番号を教委生
涯学習課(〒514－0035 西丸之
内37－8、　229－3248@city.

　tsu.lg.jp)へ
締め切り　９月30日(水)必着



　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方
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消防総務課
　254－0353　　256－7755

防火管理資格取得等講習会

美杉総合支所地域振興課
　272－8082　　272－1119

森林セラピーイベント

農林水産政策課
　229－3238　　229－3168

有害鳥獣捕獲基礎知識研修会
男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

女性のための就職応援セミナー
見つけよう！私の幸せな働き方

白塚公民館
　・　232－3043

地域力創造セミナー
わくわく読み聞かせ

白塚公民館
　・　232－3043

教養セミナー「健康ウクレレ」
とき

（10月）

①
４日㈰９
時～15時
（８時30
分集合）

10日㈯10
時～15時
（９時30
分集合）

９月14日
㈪～25日
㈮

９月18日
㈮～10月
２日㈮

②

10人

30人

3,000円

2,000円

定員
（先着）

費用（昼食
代、保険料
を含む）　

申込
期間

　消防法の規定で、学校・病院など
大勢の人が出入りする所や、勤務・
居住する建物で一定規模以上のも
のは、資格を持つ人の中から防火管
理者等を定めて消防機関に届け出
る必要があります。11月にも甲・乙
種防火管理講習を予定しています。
と　き　①防災管理新規講習(甲
種防火管理新規講習修了者が対
象)…10月７日(水)９時30分～
15時35分 ②甲種防火管理新規
講習…10月８日(木)９時40分
～15時55分、９日(金)９時40
分～15時30分(全２回) ③乙種
防火管理講習…10月８日(木)９
時40分～16時30分
ところ　①消防本部３階研修室 ②
　③メッセウイング・みえ大研修室
定　員　①先着15人 ②③先着合
計70人
費　用　4,000円(テキスト代を含
む)　※受講日に支払い
申し込み　消防総務課または各消
防署(分署・分遣所)で配布する受
講申請書に写真を添付し、直接
消防総務課へ(郵送・ファクスは不
可)　※申請書などは津市ホーム
ページからもダウンロード可
申込期間　９月７日(月)～15日
(火)　※市内に在住・在勤・在
学でない人の申し込みは９月
10日(木)から

　家族や子どもは大切、でも自分も
大切にして生きていきたい。人生
100年時代を迎え、自分たちにとっ
て幸せな時間の使い方・働き方を考
えるヒントをつかみませんか。
と　き　10月９日(金)10時～12
時

ところ　中央公民館会議室
講　師　山口友美さん(NPO法人

a trio理事長)
対　象　市内に在住・在勤・在学
の女性

定　員　20人　
申し込み　はがき、またはファクス、
Ｅメールで郵便番号、住所、氏
名、年齢、電話番号、Ｅメールアド
レス、応募動機を男女共同参画
室(〒514－8611 住所不要、　
229－3103@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　９月30日(水)必着
無料託児(６カ月～就学前の子ども)
定　員　10人
申し込み　電話で男女共同参画室へ

①里山を歩くウェルネスウオーキン
グ３～君ヶ野～…自然の中で歩
いて、食べて、寝転がって元気に
なりましょう。
②アサギマダラと触れ合う塚原コー
スウオーク…渡り蝶アサギマダラ
を見るならこのイベント。コース沿
いにフジバカマ畑が広がります。

ところ　①君ヶ野ダム湖畔コー
ス ②塚原ヒストリーコース
申し込み　電話で美杉総合支所地
域振興課へ

　銃やわなを使った捕獲などにつ
いての技術研修会です。
と　き　10月24日(土)９時30分
～15時30分
ところ　美里水源の森など
対　象　市内に在住の18歳以上
定　員　先着35人
申し込み　農林水産政策課、各総
合支所地域振興課にある申込用

紙を直接窓口またはファクスで
提出　※申込用紙は津市ホーム
ページからもダウンロード可
申込期間　９月７日(月)～10月
15日(木)

　すてきな絵本と出会い、その魅
力を味わい伝えませんか(学校や
幼稚園などでの実践あり)。
と　き　10月～来年３月の第３月
曜日10時～11時30分(全６回)
ところ　白塚公民館
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選15人
申し込み　直接窓口(返信用はが
きを持参)または往復はがきで
講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号を白塚公民館(〒514－
0101 白塚町5205)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　９月30日(水)

　簡単なコードで、楽しく歌って
ウクレレを楽しみましょう。
と　き　10月～来年３月の第３土
曜日13時30分～15時(全６回)
ところ　白塚公民館
講　師　宮﨑順一さん(日本ギター
連盟指導者)
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選15人
費　用　1,800円
持ち物　ウクレレ
申し込み　直接窓口(返信用はが
きを持参)または往復はがきで
講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号を白塚公民館(〒514－
0101 白塚町5205)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　９月30日(水)

募　　集

津市 令和２年度公民館講座│

津市 令和２年度公民館講座│
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子育て推進課
　229－3390　　229－3451

結婚♡支援事業を募集

南郊公民館
　・　234－5703

教養セミナー
くらしに役立つパソコン講座

文化振興課（津リージョンプラザ）
　229－3300　　229－3344

津市民文化祭音楽部門
出演団体

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

日本語指導ボランティア
養成講座

教委人権教育課
　229－3249　　229－3017

日本語指導ボランティアバンクへ
登録を

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

津ぅのお菓子屋さんが教える
スイーツ教室

太鼓
演奏

器楽
音楽

合唱
音楽

三曲

軽
音楽

１月17日㈰
13時～

２月21日㈰
12時30分～

３月７日㈰
10時～

３月14日㈰
13時～

３月27日㈯
18時30分～

白山総合文化センター
しらさぎホール

白山総合文化センター
しらさぎホール

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

久居アルスプラザ
ときの風ホール

ところ部門 とき（来年）

費用
（材料費
含む）

内容
（講師店名）と　き

①

②

③

④

⑤

⑥

10月４日
㈰14時～
16時

抹茶のムース作り
（パティスリーナカ
ジマヤ）

キッシュ作り
（洋菓子 タカクワ）

栗まんじゅうと季
節のねりきり作り
（菓子の館 とね）
まるごとみかん大
福と季節のねりき
り作り
（銘菓創庵 新月）

フルーツタルト作り
（和・洋菓子 岡田屋）

クリスマスデコレー
ションケーキ作り
（洋菓子 タカクワ）

１人
500円

１人
1,000円

１人
550円

１人
500円

１人
800円

１人
1,200円

10月６日
㈫14時～
17時
11月１日
㈰14時～
16時

11月８日
㈰14時～
16時

11月17日
㈫14時～
16時
12月８日
㈫14時～
17時

　インターネットを利用したり、
年賀状をワードで作ったりしてパ
ソコンを基礎から学びます。
と　き　10月～来年３月の第２・４
水曜日10時～11時30分(全12回)
ところ　南郊公民館
対　象　市内に在住・在勤・在学
の人　
定　員　抽選15人
費　用　3,600円(教材費別途必要)
持ち物　ワード・エクセルが使用
できるパソコン
申し込み　往復はがきで講座名、
住所、氏名、年齢、電話番号を
南郊公民館(〒514－0819 高茶
屋三丁目25－6)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　９月30日(水)必着

対　象　市内に活動拠点を置く音
楽団体(軽音楽は音源による審
査あり、それ以外は応募者多数
の場合に選考)

申し込み　文化振興課または各総
合支所地域振興課、教委生涯学
習課、各公民館、各ホールにあ
る所定の応募用紙に必要事項を
記入し、直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで文化振興
課(〒514－8611 住所不要、　
229－3300＠city.tsu.lg.jp)へ
※軽音楽は、ファクス・Ｅメー

ルでの申し込みはできません。
締め切り　10月31日(土)
※出演料など詳しくは、募集要項
をご覧ください。募集要項・応
募用紙は、津市ホームページか
らもダウンロード可

　外国につながる人に日本語を教
える際に知っておきたい動詞や形
容詞のポイントを学びます。地域の
日本語教室の見学会も行います。
と　き　主に10・11月の第２・
４土曜日13時30分～16時30
分(全７回)

ところ　中央公民館情報研修室など
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　９月７日(月)

　外国につながる子どもたちを対
象に開催している初期日本語教室
「きずな」でご協力いただける日本
語指導ボランティアを募集します。
と　き　月曜日～金曜日９時～
11時15分
ところ　敬和幼稚園会議室
申し込み　電話で教委人権教育課
へ

　少子化対策の取り組みの一つと
して、結婚しやすい環境づくりを
目的とした「結婚支援事業」を募
集します。創意工夫ある優秀な企
画を提案し、実施した事業の経費
に対して補助金を交付します。
募集内容　結婚を希望する独身男
女への出会いの場の提供、出会
いから結婚までを円滑にするサ
ポート事業、結婚への意識啓発
など、津市の実情を踏まえた結

婚支援に関わる事業　※令和３
年３月末までに実施できるもの
に限ります。また、他の団体な
どから助成金等の資金援助を受
けているものは対象外です。

応募資格　市内に主たる事務所を
有する民間非営利団体
選定方法　提出書類などをもとに
選定委員会で審査し、補助金を
交付する事業を決定します。
補助金額　対象経費のうち上限10
万円
申込期間　９月１日(火)～30日(水)
※詳しくは津市ホームページまた
は子育て推進課で配布の募集要領
をご覧ください。

　

ところ　中央公民館調理実習室
定　員　抽選各４組(１組２人まで)
対　象　①③④のみ小中学生と保
護者
申し込み　津市
　ホームページ
　から、または
　はがきで郵便
　番号、住所、氏名、年齢、電話
番号、参加希望回(１回のみ受け
付け)を商業振興労政課(〒514－
　8611 住所不要、　229－3114
　@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　９月11日(金)必着

津市 令和２年度公民館講座│
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お知らせ

募　　集

学　生

既卒者

在学中に借受予定の奨
学金総額の４分の１
（上限100万円）

対　象 助成金額

認定時点の奨学金借入
残額の４分の１
（上限100万円）

三重県奨学金支援│

裁判員裁判の実施状況
　平成21年から始まった裁判員
裁判はこれまでに７万2,000人の
裁判員を選出し、１人当たり平均
5.9日従事していただいていま
す。詳しくは、裁判員制度ウェブ
サイトをご覧ください。
　津地方裁判所総務課(　226－
4172)

中小企業退職金共済制度
　中小企業の事業主が、従業員の
退職金を計画的に準備できる国の
退職金制度です。掛け金は全額非
課税で一部を国が助成、家族従業
員やパートタイマーも加入できま
す。
　同共済事業本部(　03－6907－
1234)

英会話講座(後期)
　９月25日～
11月20日の毎
週金曜日19時
～20時30分
(全８回)　※10月30日は休講　
　河芸公民館　　市内に在住・在
勤・在学の人　　25人　　5,000
円　※津市国際交流協会入会金
2,000円が別途必要
　９月11日(金)までに直接窓口ま
たは電話で、同協会津北部支部
(河芸総合支所地域振興課内、　
244－1701)へ

音声訳入門講座
　10月７日～11月18日の毎週水
曜日13時30分～15時30分(全７
回)　　津センターパレス３階津
市社会福祉協議会　　受講後、広
報津などの録音ボランティアに参

加できる人　　　20人　　880
円(テキスト代)
　９月３日(木)～16日(水)に津市
社会福祉協議会(　246－1165)へ

大学生等奨学金返還支援事業助成金
　三重県では若者の県内定着を促
進するため、過疎地域など指定地
域への居住や県内での居住および
県内産業への就業などの条件を満
たした場合、大学生等の奨学金返
還額の一部を助成しています。

　40人
　来年１月29日(金)までに三重県
戦略企画総務課(　224－2009)へ
※応募資格など詳しくは、三重県
ホームページをご覧いただくか、
お問い合わせください。

介護に関する入門的研修(テーマ
別研修)
　介護に関する基礎的な知識や技
術を習得するため、団体を対象に
Webで行う研修です。
　来年２月28日(日)までの任意の
日時　　申込者所有のインター
ネットに接続したパソコンがある
会議室など　　県内の企業、自治
体、学校法人などの団体(県内に
居住する５人以上を１グループと
する)　　無料(インターネット通
信料は申込者負担)
　来年２月12日(金)までに電話で、
または申請書を郵送、ファクスで
三重県社会福祉協議会(〒514－
8552　桜橋二丁目131、　227－
5160、　222－0170)へ

①生活援助従事者研修 ②介護職
員初任者研修(通信講座)
　①10月14日(水)～12月４日
(金) ②12月10日(木)～来年３月
９日(火)　　県社会福祉会館(桜橋
二丁目)　　県内に住民登録してい
るおおむね70歳未満の働いていな
い人で、研修修了後、県内の福祉・
介護職場に就労できる人　　　
39人　　①2,750円 ②5,500円
(教材費)
　①９月16日(水) ②11月18日
(水)までに申請書に住民票か運転
免許証の写しと健康保険証の写し
を添え、直接窓口または郵送で三
重県社会福祉協議会(〒514－
8552 桜橋二丁目131)へ
　同協議会(　227－5160)

チーム対抗ジュニアボウリング大会
　11月15日(日)９時～12時30
分、13時30分～17時　　津グラ
ンドボウル(垂水)　　市内に在
住・在学の小学生　　各50チー
ム程度(１チーム３人)　　１チー
ム500円(ゲーム代、貸し靴代、
保険代を含む)
　９月７日(月)～10月２日(金)に
津市スポーツ少年団本部事務局に
ある所定の申込用紙に必要事項を
記入し、直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで津市スポー
ツ少年団本部事務局(津市スポー
ツ協会内、〒514－0056 北河路
町19－1 メッセウイング・みえ１
階、　273－5588、　jsca.tsu
city@gmail.com)へ
　同本部事務局(　273－5522)

太極拳初級講習会(無料体験可)
　10月～来年３月の毎週木曜日
19時～21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) 
　９月30日(水)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



　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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無料相談

健　　康

面談・
電話相談

（予約優先）

第１～４火曜日13時～18時

第３金曜日17時～19時

とき（毎月） 内　容

※祝・休日、年末年始を除く

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお茶
を飲みながら、日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　９月15日(火)10時～12時　　
高田短期大学(一身田豊野)　　市
内に在住の子育て中の母親(１人
目の子どもが未就学児であるこ
と)　　　７人　　500円　※託
児無料
　９月７日(月)から
同短期大学総務課
(　232－2310)へ
※土・日曜日を除く

高田短期大学公開講座
　11月７日(土)10時30分～12時
　同短期大学介護棟(一身田豊野)
　福田洋子さん(同短期大学准教
授)による講座「どうする人生のし
まいかた」　　　30人
　10月23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)

第18回アビリンピックみえ参加者
　障がい者が日頃培った技能を互
いに競い合うことで、その能力を
向上させると共に、企業や社会の
人々が障がい者に対する理解を深
め、雇用の促進を図ることを目的
に開催します。対象など詳しくは
お問い合わせください。
　11月29日(日)９時30分～12時
30分　　ポリテクセンター三重
(四日市市)　　パソコン文書作
成、電子機器組み立て、喫茶サー
ビスなど　
　９月18日(金)までに直接窓口ま
たは郵送で高齢・障害・求職者雇
用支援機構三重支部高齢・障害者
業務課(〒514－0002 島崎町327－
1)へ
　同支部(　213－9255)

すい臓がん啓発キャンペーン
ウォーク&セミナー
「パープルリボン 2020 in 津」
　９月13日(日)①９時～11時30分 
②13時～16時30分　　三重大学
三翠ホール(栗真町屋町)ほか　　
①啓発ウォーク(約４㎞) ②市民公
開講座　　①400人 ②600人　
　三重パープルリボン実行委員会
担当(　090－3584－6085)

転倒予防教室
　①10月２日(金)13時30分～15
時 ②10月22日(木)10時～11
時、11時15分～12時15分　　
①サンデルタ香良洲 ②津セン
ターパレス地下１階市民オープン
ステージ　　①３Ｂ体操 ②転倒
予防体操　　市内に在住の65歳
以上　　①30人 ②各35人
　①津市社会福祉協議会香良洲支
部(　292－7711) ②同協議会津支
部(　213－7111)へ

認知症予防教室
　①10月９日(金)10時～11時30分 
②10月13日(火)13時30分～15時
　①津センターパレス３階会議室１
②とことめの里一志　　①音楽を
聴いて体を動かそう ②認知症予
防と高齢期の食事　　市内に在住
の65歳以上　　①15人 ②25人
　①津市社会福祉協議会津支部
(　213－7111) ②同協議会一志
支部(　295－0066)へ

暮らしとこころの相談会
　解雇、賃金未払い、生活保護、多
重債務、離婚、ＤＶなどのお悩みご
と全般に、弁護士と臨床心理士が電
話(　228－3143)でお答えします。
　９月10日(木)13時
～17時　
　三重弁護士会事務
局(　228－2232)

全国一斉 司法書士による手続支
援のための養育費相談会
　養育費でお困りの人に、司法書
士が電話(　0120－567－301)でお
答えします。ぜひご相談ください。
　９月12日(土)10時～16時
　三重県青年司法書士協議会担当
(　090－5035－1750)

司法書士による相談会
　９月16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
　９月８日(火)８時30分から地域
連携課(　229－3105)へ

弁護士による法律相談(面談・電話)
　９月28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(１人30分以内)
　９月23日(水)17時までに電話で
男女共同参画室(　229－3103)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

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、職場でのハラスメン
ト、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

カウンセラー相談(面談・電話)

　夫婦・親子の関係、生き方の問
題など　　市内に在住の人
　男女共同参画室(　229－3103)

さんすい



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
　津市民体育大会、津市民スポー
ツ教室…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…直接各窓口へ
※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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■津市民体育大会

軟式野球
（一般の部）

ソフトテニス
（一般の部）

エアロビック
（ダンス）

ラグビーフットボー
ル

グラウンド・ゴルフ

合気道

サッカー
（小学３年生の部）

サッカー（U８の部）

ラグビーフットボール

相撲

陸上

10月11日・18日・25日、
11月８日いずれも日曜日

10月13日㈫

９月27日㈰10：00～11：45 三重武道館柔剣道場

海浜公園内陸上競技場

海浜公園内陸上競技場

海浜公園内陸上競技場

９月27日㈰10：00～12：00

10月10日㈯10：00～12：00

10月24日㈯10：00～12：00

10月18日㈰

10月11日㈰

11月１日㈰

10月31日㈯

11月14日㈯

安濃中央総合公園内野
球場、芸濃グラウンド、
北部グラウンド、香良
洲グラウンド

河芸第１・２グラウン
ド

観音山公園内相撲場
（亀山市）

三重交通Ｇスポーツの
杜伊勢補助競技場（伊
勢市）

三重武道館柔剣道場

古道公園内テニスコー
ト

海浜公園内陸上競技場

大学・社会人チーム
※三重県軟式野球連
盟各支部に加盟の
チーム、選手を除く

60歳以上

４歳以上

小学生以上

４歳以上～高校生

中学３年生以上

高校生以上

５歳以上

４歳～中学生

小学３年生

５歳～小学２年生

先着
24チーム ９月７日㈪～24日㈭

９月７日㈪～30日㈬

９月７日㈪～23日㈬

９月７日㈪～25日㈮

当日受け付け

９月７日㈪～10月２日㈮

９月14日㈪まで

９月７日㈪～10月12日㈪

９月７日㈪～10月16日㈮

９月７日㈪～10月16日㈮

９月７日㈪～10月30日㈮

先着400人

先着50人

50人

50人

100人

100人

200人

先着
30チーム
（１チーム
２人以上）

なし

先着
５チーム

種　目 と　き ところ 対　象 定　員 申込期間

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

Martial artsエクサ
サイズ

～頭と体の活性化～
かんたんレクダンス

キッズ・ジュニア
コンディショニング

安濃中央総合公園内体
育館会議室

海浜公園内会議室

安濃中央総合公園内体
育館サブアリーナ

10月６日～27日の毎週火
曜日10：40～11：50（全４
回）

10月５日～12月21日の月
曜日19：30～20：30（全６
回）

10月５日～12月７日の毎
週月曜日（キッズ）15：30～
16：30、（ジュニア）16：45
～17：45（全８回）

16歳以上

16歳以上

（キッズ）５歳～未就
学児、（ジュニア）小
学生

９月７日㈪～30日
㈬（津市スポーツ
協会窓口）

９月７日㈪～30日
㈬（安濃中央総合
公園内体育館窓口）

９月７日㈪～30日
㈬（安濃中央総合
公園内体育館窓口）

10人 2,000円

3,000円

4,000円

20人

各30人

■津市民スポーツ健康教室

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間
（申込先）

費用（申込時
に支払い）　
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対　象　10月１日時点で津市に住んでいる人・世
帯　※住民票などの届け出は関係ありません。
ところ　普段住んでいる場所　※病院などに入院し
ている人で、入院してから３カ月未満の人は自宅
で調査しますが、すでに３カ月以上入院している
人は入院先の病院で行います。

世帯員に関する事項(15項目)
　氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、
配偶の関係、国籍、現在の住居における居住期
間、５年前の住居の所在地、在学・卒業等教育の
状況、就業状態、所属の事業所の名称および事業
の種類、仕事の種類(職業)、従業上の地位、従業
地または通学地、従業地または通学地までの利用
交通手段
世帯に関する事項(４項目)
　世帯の種類、世帯員の
　数、住居の種類、住宅の
　建て方

対象と調査の場所

調査スケジュール

調査項目

　インターネットで回答する方法と紙の調査票に記
入し回答する方法が選べます。

　　　　

　調査員が配布する調査書類の「インターネット利
用ガイド」に記載されているＩＤとアクセスキーを
使用し、インターネットで回答

　
　調査票と一緒に配布される返信用封筒を使用し、
郵送で提出(郵送料金はかかりません)

　調査結果は、国や地方公共団体の施策に利用され
るほか、民間企業や研究機関でも広く利用され、よ
り快適で住み良い日本、安心できる未来を築くため
の道しるべとなります。
　例えば、以下のことに利用されます。
●衆議院小選挙区の画定
●地方交付税の算定
●国や地方公共団体の総合計画などの制定
●福祉施策・防災対策など行政の基礎資料
●地理学・経済学・社会学などの学術研究
●小・中学校などの教育用資料

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するた
め、調査員と皆さんが直接接することのないよう、
インターホン越しの会話や、ポスト投函などにより
調査書類を配布します。
　また、調査への回答は、原則、インターネットま
たは調査票の郵送でお願いします。インターネット
や郵送による回答が難しい場合は、担当調査員また
は国勢調査津市実施本部(総務課)、各総合支所地域
振興課へお知らせください。

回答方法

調査結果

感染症の拡大防止対策

インターネット(パソコン、スマートフォン
など)で回答する場合

紙の調査票に記入し、回答する場合９月上旬

９月14日(月)
～30日(水)

９月14日(月)
～10月７日(水)

10月１日(木)
～７日(水)

10月16日(金)
～20日(火)

●調査員が担当調査区を確認

●各世帯に調査書類(インターネッ
　ト利用ガイド、調査票、返信用
　封筒など)を配布

●インターネット回答期間

●調査票提出期間(郵送など)
●調査票提出の確認状の配布

●調査票未提出世帯へ再度調査票
　を配布

とうかん

NEWS

国勢調査が実施されます
問い合わせ　国勢調査津市実施本部(総務課)　Ｔ229－3112　Ｆ229－3255　各総合支所地域振興課

10月１日全国一斉

　10月１日を調査期日とした国勢調査が全国一斉に行われます。この調査は、大正９年の第１
回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として５年ごとに行われ、今回で開始から100
年を迎えます。人口減少、少子高齢化社会を迎えた日本の未来を描く上で欠くことのできない
統計データを得る国勢調査の趣旨をご理解いただき、調査にご回答ください。
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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

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
Vol.100 (2020.9.1)

　新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事
態宣言が発令された４月７日以降、津市政はコロ
ナ対策を最優先課題と位置付け、これまでに４回
の補正予算を編成して対応策を積み重ねてまいり
ました。
　一旦は沈静化に向かった感染症も、７月に入る
と都市部を中心に高水準で新規感染者の確認が相
次ぎ、地方でも感染再拡大の傾向が顕著となって
きました。新型ウイルスの影響が全ての年代層と
47都道府県全ての地方に波及する中、５回目とな
る補正予算には新型コロナウイルスありきの社会
が当分の間続くことを前提とした政策を中心に据
え、この度の９月議会に提出したところです。
　まずは、コロナ禍のもと今なお厳しい状況が続
く事業者にさらに一歩踏み込んだ支援策を創設す
ることにしました。
　一部の業種においては感染防止対策を講じて営
業を再開した後も国内の感染状況が落ち着くまで
は客足が遠のいたまま回復基調に戻すことが困難
なことが懸念されています。そこで、国の持続化
給付金をはじめとする各種支援制度を活用しても
なお10月以降の売り上げが前年同月比で半減して
いる宿泊事業者、旅行業者、タクシー・観光バス
会社、イベント事業者と高速船の運行事業者に津
市独自の支援金を交付し、事業継続のためのセー
フティーネットをより強固なものにします。
　同様に多大な影響を免れないのが文化施設を活
動と発信の場とする文化芸術活動です。感染防止
対策を講じるための費用および観客や出演者の
ソーシャルディスタンスを確保するためにより広
い会場を借りる時の追加的経費を主催団体に独自
に支援します。
　新型コロナウイルスと共存しながら地域の社会

経済活動のレベルを上げていくためには、感染リ
スクを抑えた、より安全で安心な環境を整えなけ
ればなりません。
　人が集まる場所では体温のチェックが常時求め
られるようになったことを踏まえ、小中学校、幼
稚園、保育所、子育て支援施設、児童館、放課後
児童クラブなど子どもたちの施設はもちろん、図
書館などの公共施設にも非接触型体温計を配備し
ます。文化ホールやスポーツ施設には来館者の発
熱を瞬時に検知する赤外線サーモグラフィーカメ
ラを設置し事業開催時の安全性の向上を図ります。
これらの施設には消毒液や空気清浄機、パーテー
ションを追加配備して衛生対策も強化します。
　地震や豪雨災害時の避難先となる避難所でも感
染防止対策を推し進めます。簡易間仕切りやプラ
イベートテントに加え、折りたたみベッド、敷
マット、ガウン、フェースシールドなどを配備す
るための費用を追加することにしました。
　感染防止対策用品の増強にとどまらず、施設を
整備して衛生的な環境を確保する津市独自の対策
も展開します。
　災害時の避難所となる会館、市民センター、集
会所では、今年から５カ年計画でトイレの洋式化
改修を進める予定でしたが、前倒しして今年度中
に完了させることにしました。今後、小中学校を
避難所として使用する際には、より広い空間を確
保するため体育館に加えてテレビやエアコンが設
置されている教室も避難場所として開放すること
になります。避難された方々にもトイレを不自由
なく衛生的にご利用いただけるよう体育館と校舎
のトイレ189基を一気に洋式化します。
　一部の津市立幼稚園では、暑くなると複数学年
の園児たちがエアコンのある遊戯室で過ごしてい
ます。保育室へのエアコン設置も順次進めてきま
したが、密にならない空間を確保するため、今年
度中に10園での増設を完了させます。
　９月補正予算は、議会の議決が得られ次第迅速
に実行に移します。ウィズコロナ時代のスタン
ダードに適合する環境の整備が地域に活力を取り
戻す確実な取り組みだと見定め、これからも徹底
した感染防止策を進めてまいります。

　プレミアム付商品券推進
室職員辞令交付式…７月３日
　プレミアム率40％、県
下最大規模となる19億６
千万円の商品券の発行には
津市職員11名が専属で携
わり、家計支援と地域経済
の活性化を図ります。

　第129回社会保障審議会
医療保険部会…７月９日
　３月下旬より東京出張
を取りやめ審議会にはオ
ンラインで参加。医療保
険制度改革も感染症の影
響を勘案して協議を進め
る必要が出てきました。

ウィズコロナ時代に向けた
　　　　　　　　環境整備
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問い合わせ制度・条件など 問い合わせ制度・条件など

新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金・給付金

コールセンター

Ｔ 0120-221-276

国
対 象

津市健康福祉部

援護課

Ｔ 229-3541

国

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

個人・世帯向け個人・世帯向け

上限額

１日当たり平均賃金の80％×休業実績（日数）
１万1,000円／日

中小企業に勤めている方で、令和２年４月１日～９月30日の間に事業主の指示

を受けて休業した方(勤め先から休業手当を支給されている方を除く)

※申請期限：休業した期間により異なる

家賃実費額
単身世帯…３万5,200円、２人世帯…４万2,000円、３～５人世帯…４万5,800円など

原則３カ月(最長９カ月)

離職・廃業から２年以内の方、休業等により収入が減少し離職等と同程度の状

況にある方(収入や預貯金等の基準を満たす方)　　　

津市健康福祉部

保険医療助成課

(国民健康保険)

Ｔ 229-3160

(後期高齢者医療)

Ｔ 229-3285

国

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
１日につき、直近３カ月間の給与の平均から算定した額の２／３（上限あり）

勤め先から給与の支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に

感染した(または発熱等の症状により感染が疑われた)場合に療養のた

め連続する３日間を超えて仕事を休み、その間の給与の支払いを受け

られなかった方　※申請期限：令和２年９月30日(水)

三重県子ども・福祉部

子育て支援課

Ｔ 224-2248

県

三重県特定不妊治療費助成
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう年齢要件・申請期
限・所得要件を緩和
・年齢要件…①43歳になるまで助成対象→44歳になるまで助成対象 ②治療開始時に40歳未満

なら43歳になるまでに通算６回助成(40歳以上は３回)→治療開始時に41歳未満なら43歳に

なるまでに通算６回助成　※令和３年３月31日までに治療を開始したものに限る

①令和２年３月31日時点の妻の年齢が42歳である夫婦が、令和２年度に新型コロナウ

イルスの感染防止の観点から治療を延期した場合 ②令和２年３月31日時点の妻の年齢

が39歳である夫婦が、令和２年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延

期した場合

・申請期限…治療終了日から61日以上経過していても令和２年９月30日(水)まで申請可

令和２年２月２日～３月31日に終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申請期限内に

申請できなかったもの

・所得要件…前年の夫婦の所得の合計額が730万円以上でも助成対象となる場合あり　※令和３

年３月31日までに申請したものに限る

新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、夫婦の本年の所得の合

計額が730万円未満となる見込み　など

(国保) (後期高齢)対 象

対 象

対 象

対 象

(令和２年７月末時点の情報を基に作成)

新型コロナウイルス感染症関連

国・三重県・津市 の 支援策
個人・世帯向け、子育て世帯・学生向け、事業者向けに分類

※「制度・条件など」は主な内容のみを掲載しています。また、支援策によっては申請
期限などが定められており、場合によっては期限が変更になることもありますの
で、詳細や最新情報については各問い合わせ先へご確認ください。

対 象

上限額

広報津 令和２年９月１日号 別冊
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問い合わせ制度・条件など

三重県子ども・福祉部

子育て支援課

Ｔ 224-2248

県

新型コロナウイルス感染症に係る三重県特定不妊治療費助成

対 象

１回の治療につき上限５万円
次の条件を満たす夫婦

・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２～12月のいずれかの期間(１カ月以

　上)の夫婦の収入の合計額が前年に比べて10％以上減少

・指定医療機関で治療を受けた

・治療開始時の妻の年齢が43歳未満(前ページの年齢要件緩和①に該当するものを含む)

・令和２年４月１日以降に治療を開始し、令和３年３月31日までに治療が終了し 

　た　など

※申請期限：令和３年３月31日(水)

津市健康福祉部

保険医療助成課

Ｔ 229-3158

市

特定不妊治療費・一般不妊治療費助成
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう年齢要件・申請期限
を緩和
・年齢要件…①43歳になるまで助成対象→44歳になるまで助成対象 ②治療開始時に40歳未満

なら43歳になるまでに通算６回助成(40歳以上は３回)→治療開始時に41歳未満なら43歳に

なるまでに通算６回助成　※令和３年３月31日までに治療を開始したものに限る

①令和２年３月31日時点の妻の年齢が42歳である夫婦が、令和２年度に新型コロナウ

イルスの感染防止の観点から治療を延期した場合 ②令和２年３月31日時点の妻の年齢

が39歳である夫婦が、令和２年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延

期した場合

・申請期限…治療終了日から61日以上経過していても令和２年９月30日(水)まで申請可

令和２年２月２日～３月31日に終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申

請期限内に申請できなかったもの

市

不育症治療費助成
新型コロナウイルス感染症の影響で治療を延期しても助成を受けられるよう申請期限を緩和し、
令和２年９月30日（水）まで申請可

令和２年２月２日～３月31日に終了した治療で、緊急事態宣言発令に伴い申請期

限内に申請できなかったもの

支
払
い
の
猶
予
な
ど

名古屋国税局

猶予相談センター

Ｔ 0120-380-769

国

徴収猶予の特例制度（国税）
相続税・贈与税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

三重県津総合県税事務所

納税課

Ｔ 223-5020

国

徴収猶予の特例制度（県税）

対 象

不動産取得税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

津市政策財務部

収税課

Ｔ 229-3136

国

徴収猶予の特例制度（市税）

対 象

市民税・固定資産税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

津市健康福祉部

保険医療助成課

(国民健康保険)

Ｔ 229-3160

(後期高齢者医療)

Ｔ 229-3285

国

国民健康保険料等の減免
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の全額または一部を免除

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・重篤な傷

病を負った世帯、同感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見

込まれる世帯　※申請期限：令和３年３月31日(水)

津市健康福祉部

介護保険課

Ｔ 229-3149

国

介護保険料の減免
介護保険料の全額または一部を免除

新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負っ

た方、同感染症の影響により主たる生計維持者の減収が見込まれる方

※申請期限：令和３年３月31日(水)

対 象

対 象

対 象

対 象

対 象

対 象

(国保) (後期高齢)

（個人・世帯向け）（個人・世帯向け）
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津市健康福祉部

保険医療助成課

Ｔ 229-3162

国

国民年金保険料の免除

対 象

国民年金保険料の全額または一部を免除・猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、所得見込額が国民年金

保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる方

問い合わせ制度・条件など

貸
付
︵
借
り
る
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津市社会福祉協議会

Ｔ 246-1165

国

緊急小口資金（特例貸付）
上限20万円

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ

一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯　※申請期限：令和２年９月

30日(水)

国

総合支援資金（特例貸付）
単身世帯…上限15万円／月　２人以上世帯…上限20万円／月

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業により生活に困窮し、日

常生活の維持が困難になっている世帯　※申請期限：令和２年９月30日(水)

津市上下水道管理局

営業課

Ｔ 237-5805

市

水道料金・下水道使用料の納付に関する相談

対 象

支払いが困難な方からの相談を受け付け
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したなど水道料

金・下水道使用料の支払いが困難な方

津市政策財務部

市民税課

Ｔ 229-3130

国

市・県民税の申告期限の延長
令和２年４月17日以降も期限を区切らず柔軟に受け付け

令和２年４月16日までに市・県民税の申告を行っていない方

三重県運転免許センター

Ｔ 229-1212
国

運転免許証の有効期間の延長
有効期間を３カ月延長

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続きをとることが困難

な方(運転免許証の有効期間が令和２年９月30日までの方)

津市政策財務部

市民税課

Ｔ 229-3129

国

軽自動車税環境性能割の税率軽減措置の延長
軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減する措置の期限を半年間延長

令和元年10月１日～令和３年３月31日に軽自動車を取得した方

国

水道料金・下水道料金の納付に関する相談

対 象

津税務署

Ｔ 228-3131
国

確定申告期限の延長

対 象

対 象

対 象

対 象

対 象

対 象

令和２年４月17日以降も期限を区切らず柔軟に受け付け
令和２年４月16日までに申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・

納付を行っていない方

支
払
い
の
猶
予
な
ど

子育て世帯・学生向け子育て世帯・学生向け 問い合わせ制度・条件など

給
付
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る
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津市健康福祉部

こども支援課

Ｔ 229-3155

国

子育て世帯臨時特別給付金
子ども１人当たり１万円

児童手当を受給している世帯(令和２年６月15日振込済み)

※公務員のみ申請が必要(申請期限：令和２年11月30日(月))

津市教育委員会事務局

教育総務課

Ｔ 229-3246

市

給食費の無償化

対 象対 象

対 象

６・７・９月分の３カ月分の給食費を無償化
津市立小中学校・義務教育学校、給食を実施している津市立幼稚園に在籍する

児童・生徒　※手続き不要　　

（個人・世帯向け）（個人・世帯向け）
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市

給食費相当額の支援
給食費相当額（３カ月分）の支援金を交付
未就学児…１万2,000円  小学生…１万2,900円  中学生…１万4,400円

津市立以外の小中学校・幼稚園、給食を実施していない津市立幼稚園に在籍する児童・生

徒、保育園・認定こども園・認可外保育園などの園児、未就園児　

※申請期限：令和２年９月30日(水)

対 象

(小中学校・幼稚園)

津市教育委員会事務局

学校教育課　

Ｔ 229-3245

(幼稚園を除く未就学児)

津市健康福祉部

子育て推進課

Ｔ 229-3167

問い合わせ制度・条件など

給
付
︵
も
ら
え
る
︶

猶
予
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各大学等の窓口国

授業料・入学金減免

対 象

授業料…国公立大学約54万円、私立大学約70万円　など
入学金…国公立大学約28万円、私立大学約26万円　など
（または上記の２／３～１／３）

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生(学習意欲や対象校の条件あり)

貸
付
︵
借
り
る
︶

各大学等の窓口、

日本学生支援機構

奨学金相談センター

Ｔ 0570-666-301

国

緊急採用（無利子）奨学金
上限6.4万円／月

保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生

じた学生・生徒

国

応急採用（有利子）奨学金

対 象

上限12万円／月
保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生

じた学生・生徒

津市教育委員会事務局

学校教育課

Ｔ 229-3245

津市健康福祉部

こども支援課

Ｔ 229-3155

国

ひとり親世帯臨時特別給付金

対 象

基本給付…１世帯当たり５万円、第２子以降１人につき３万円
追加給付…１世帯当たり５万円

基本給付…①児童扶養手当を受給している方(令和２年７月30日振込済み) ②公的年金給

付等を受給している方で児童扶養手当を受給していない方 ③家計が急変し、直近の収入が

児童扶養手当の対象となる水準に下がった方　追加給付…上記①、②の支給対

象者のうち、家計が急変し収入が大きく減少している方

※申請期限：令和３年３月１日(月)

(国公立)

三重県教育委員会事務局

教育財務課

Ｔ 224-2827

(私立)

三重県環境生活部

私学課

Ｔ 224-2161

県

高校生等奨学給付金（家計急変世帯向け）

対 象

国公立…８万4,000円（第１子）　私立…11万3,500円（第１子）など
次の条件を全て満たす世帯

・高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する高校生等がいる

・保護者等が三重県内に居住している

・家計が急変し、保護者等が「道府県民税所得割及び市町村民税所得

　割が非課税である世帯」に相当すると認められる

※申請期限：令和３年３月１日(月)

市

就学援助

対 象

学用品・給食費・修学旅行費など
生活保護を停止・廃止された方、市民税が非課税の方、児童扶養手当を受給し

ている方、子どもの就学に当たり経済的な理由で困っている方

各大学等の窓口、

日本学生支援機構

奨学金相談センター

Ｔ 0570-666-301

国

給付型奨学金（家計急変）

対 象

自宅生…国公立大学約2.9万円／月、私立大学約3.8万円／月　など
自宅外生…国公立大学約6.6万円／月、私立大学約7.5万円／月　など

保護者の失職、倒産や災害などにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生

じた学生・生徒

三重県戦略企画部

戦略企画総務課

Ｔ 224-2009
県

新型コロナウイルス感染症に係る学生支援
三重県生活衛生同業組合に加盟する飲食店で使用できる食事券１万円分を配布

県内の大学等に在学する学生で、日本学生支援機構等の奨学金を受給している

方　※申請期限：令和２年10月30日(金)

対 象

対 象

(国公立) (私立)

（子育て世帯・学生向け）（子育て世帯・学生向け）
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学校等休業助成金・支援金、

雇用調整助成金コールセンター

Ｔ 0120-60-3999

国

小学校休業等対応助成金
賃金相当額　１日当たり上限8,330円(令和２年４月１日以降の休暇は上限１万5,000円)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合に、その小学

校等に通う子どもの保護者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取

得させた事業主(令和２年２月27日～９月30日に取得した有給休暇が対象)

※申請期限：令和２年12月28日(月)

問い合わせ制度・条件など

給
付
︵
も
ら
え
る
︶

持続化給付金事業

コールセンター

Ｔ 0120-115-570

国

持続化給付金

対 象

法人200万円、個人事業主100万円
昨年１年間の売上からの減少分

新型コロナウイルス感染症の影響により、１カ月の売上が前年に比べて50％以

上減少している事業者　※申請期限：令和３年１月15日(金)

事業者向け事業者向け

上限額

津市商工観光部

経営支援課

Ｔ 236-3355

市

事業継続支援金
１事業者当たり10万円

昨年１年間の売上からの減少分

新型コロナウイルス感染症の影響により、１カ月の売上が前年に比べて30％以上

50％未満減少している事業者(国の持続化給付金との併用不可)　

※申請期限：令和３年１月29日(金)

学校等休業助成金・支援金、

雇用調整助成金コールセンター

Ｔ 0120-60-3999

三重県産業支援センターよろず支援

拠点雇用関係助成金等相談窓口

Ｔ 228-3326

国

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

対 象

休業手当分　※助成率は企業規模・雇用条件による（中小企業は最大10／10）
新型コロナウイルス感染症の影響により１カ月の売上高等が前年に比べて５％

以上低下しており、従業員を休業させて休業手当を支払った事業主

※申請期限：対象となる期間の最終日の翌日から２カ月以内

三重労働局雇用環境・均等室

Ｔ 261-2978

国
対 象

従業員１人当たり25万円（休暇取得計５日以上20日未満、以降20日ごとに15万円加算）
100万円　※１事業所当たり20人まで

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の

従業員のために、令和２年５月７日～９月30日に有給の休暇制度を設け、令和

３年１月31日までにその休暇を取得させた事業主　※申請期限：令和３年２月

28日(日)

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

上限額

サービス等生産性向上

ＩＴ導入支援事業

コールセンター

Ｔ 0570-666-424

国

ＩＴ導入補助金

対 象 ＩＴツール導入による業務効率化等に取り組む中小企業・小規模事業者

※特別枠…新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資

を行う事業者を支援

通常枠　
特別枠

30～450万円

30～450万円

上限額

上限額

１／２

２／３または３／４

補助率

補助率

国
従業員１人当たり20万円（休暇取得計５日以上10日未満）、35万円（休暇取得計10日以上）　
※１企業当たり５人まで

新型コロナウイルス感染症の影響により家族の介護を行う必要がある従業員のた

めに有給の休暇制度を設け、令和２年４月1日～令和３年３月31日にその休暇を

取得させた中小企業　※申請期限：条件を満たした翌日から２カ月以内

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース
（新型コロナウイルス感染症対応特例））

国

小学校休業等対応支援金
１日当たり定額4,100円（令和２年４月１日以降の休暇は定額7,500円）

フリーランスとして働いており、新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校

等が臨時休業した場合に、子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなっ

た方(令和２年２月27日～９月30日が対象)　※申請期限：令和２年12月28日(月)

対 象

対 象

対 象

上限額

対 象
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日本年金機構津年金事務所

Ｔ 228-9112

問い合わせ制度・条件など

給
付
︵
も
ら
え
る
︶

ものづくり補助金事務局

サポートセンター

Ｔ 050-8880-4053

国

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を行う中小企業・小

規模事業者

※事業再開枠…業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を支援

通常枠
特別枠
事業再開枠（特別枠の上乗せ）

1,000万円

1,000万円

上限額

上限額

上限額

中小１／２、小規模２／３

２／３または３／４

50万円 10／10

補助率

補助率

補助率

日本商工会議所

(一般型)

Ｔ 03-6447-2389

(コロナ特別対応型)

Ｔ 03-6447-5485

全国商工会連合会

(一般型)

Ｔ 03-6670-2540

(コロナ特別対応型)

Ｔ 03-6670-3960

国

小規模事業者持続化補助金

対 象 経営計画を作成して販路開拓等に取り組む小規模事業者　

※追加対策枠…クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者が対象

一般型
コロナ特別対応型
上記に加えて、次の枠を追加して申請可能
事業再開枠
追加対策枠

50万円

100万円

50万円

50万円

上限額

上限額

上限額

２／３

２／３または３／４

10／10

２／３または10／10

補助率

補助率

補助率

補助率上限額

東海農政局生産部

園芸特産課

Ｔ 052-223-4624

国

基本単価…５万円／10ａ　※対象品目・対象施設に該当する場合は25万円／10ａまたは80万円／10ａ
新品種導入等の取り組みごとに…２万円／10ａ
高品質なものを厳選出荷する取り組みに対して…2,200円／人・日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物(野菜、花き、果樹、茶)に

ついて、令和２年２～４月に出荷実績がある(または廃棄等により出荷できな

かった)生産者で、次期作に向けた取り組みを行う方

高収益作物次期作支援交付金

家賃支援給付金

コールセンター

Ｔ 0120-653-930

国

直近の支払家賃（月額）の２／３を６カ月分
法人50万円／月、個人事業主25万円／月　※上限を超える場合の例外措置あり

中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業主等のテナント事業者で、令和２年５

～12月の１カ月の売上が前年に比べて50％以上減少したか、連続する３カ月の

売上が前年に比べて30％以上減少した方　※申請期限：令和３年１月15日(金)

家賃支援給付金

上限額

対 象

全国農業会議所

経営継続補助金事務局

Ｔ 03-6447-1253

国

農林漁業者のための経営継続補助金

対 象

上限100万円
３／４　※感染拡大防止の取り組みに対する経費には上限50万円(10／10)を上乗せ

常時従業員数が20人以下の農林漁業者で、農協・森林組合・漁協等の支援を受

けて販路開拓等に取り組む方　※申請期限：令和２年10月中旬目途

補助率

日本スポーツ協会

スポーツ事業継続支援補助金

事務局

Ｔ 03-6804-2571

国

スポーツ事業継続支援補助金

対 象

上限100万円
２／３　※感染拡大予防ガイドラインに即した取り組みには上限50万円(10／10)を上乗せ

対価を得てスポーツに関する事業を行っている、常時従業員数20人以下の団体(営利企

業除く)もしくは個人事業主で、スポーツ実施者や観客の回復・開拓やスポーツ大会・

教室等の継続・回復のための取り組みを行う方　※申請期限：令和２年10月31日(土)

補助率

三重県雇用経済部

観光局観光政策課

Ｔ 224-2077

県

三重県内周遊促進支援補助金

対 象

バス事業者…貸切バス１台当たり上限６万円／日(１事業者当たり上限120万円）
旅行業者…旅行１件当たり上限８万円(１事業者当たり上限40万円)

バス事業者…三重県内に本社を置き、旅行業者が造成する県民向けの県内周遊旅行に対

し、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上でバスを提供する方

旅行業者…主たる営業所の所在地を三重県内とし、新型コロナウイルス感染予

防対策を徹底した県民向け県内旅行商品を造成する方　※申請期限：(最終)令和

３年３月17日(水) (旅行を催行する日により申請受付期間が異なる)

国

猶
予
な
ど

(商工会議所) (商工会)

厚生年金保険料等の猶予制度の特例

対 象

厚生年金保険料等の納付を１年間猶予（無担保・延滞金なし）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

（事業者向け）（事業者向け）

対 象

対 象
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国

名古屋国税局

猶予相談センター

Ｔ 0120-380-769

三重県津総合県税事務所

納税課

Ｔ 223-5020

国

徴収猶予の特例制度（県税）

対 象

事業税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

津市政策財務部

資産税課

Ｔ 229-3132

国

固定資産税・都市計画税の減免

対 象

令和３年度の固定資産税および都市計画税を、事業収入に応じて１／２またはゼロとする
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２～10月までの連続する３カ

月間の事業収入が前年に比べて30％以上減少している中小企業・小規模事業者

※申告期限：令和３年２月１日(月)

津市政策財務部

収税課

Ｔ 229-3136

国

徴収猶予の特例制度（市税）
法人市民税・市民税特別徴収分・固定資産税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以上

減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

対 象

津市政策財務部

市民税課

Ｔ 229-3129

国

法人市民税の申告・納付期限の延長
法人市民税の申告および納付の期限を新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由
がやんだ日から２カ月以内まで延長

新型コロナウィルス感染症の影響により、従業員等の感染や取引先や関係会社に

おいて感染の影響が生じ決算作業が間に合わないなど、やむを得ない理由によ

り、期限までに法人市民税の申告が困難な法人

対 象

貸
付
︵
借
り
る
︶

各金融機関の窓口

国

セーフティネット保証（４号・５号）
融資限度額8,000万円（４号・５号合算の金額）
※信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が前年に比べて20％

以上(４号)または５％以上(５号)減少している中小企業・小規模事業者

※適用期限あり

各金融機関の窓口、

三重県雇用経済部

中小企業・サービス産業振興課

Ｔ 224-2447

県

セーフティネット保証等の保証料無料化
セーフティネット保証４号、危機関連保証の借入をする事業者が負担する保証料を無料化

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、直近１カ月の売上高等が前年に比べ

て50％以上減少しており、その後も同じくらいの減少が見込まれる中小企業・小

規模事業者　※適用期限あり

国

危機関連保証

対 象

融資限度額8,000万円　
※信用保証協会がセーフティネット保証（４号・５号）とはさらに別枠で保証

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が前年に比べて15％以上減少し

ている中小企業・小規模事業者　※適用期限あり

日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル

Ｔ 0120-154-505

国

セーフティネット貸付

対 象

融資限度額　中小企業事業7.2億円、国民生活事業4,800万円
一時的に売上高の減少など業況悪化を来している中小企業等

津商工会議所 T 228-9141

津市商工会　 T 262-3250

津北商工会　 T 245-5678

国

新型コロナウイルス対策マル経融資

対 象

融資限度額1,000万円
最近１カ月の売上高が前年または前々年に比べて５％以上減少している小規模

事業者で、商工会議所・商工会等の経営指導を受けた方

対 象

対 象

問い合わせ制度・条件など

(４号) (５号)

(中小企業事業)(国民生活事業)

支
払
い
の
猶
予
な
ど

所得税・法人税・消費税等の納付を１年間猶予（無担保・延滞税なし）
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が前年に比べておおむね20％以

上減少しており、税金を一度に納付することが困難な方

対 象

徴収猶予の特例制度（国税）

（事業者向け）（事業者向け）
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中小企業基盤整備機構

新型コロナウイルス感染症

特別利子補給制度事務局

Ｔ 0570-06-0515

国

特別利子補給制度（実質無利子）

対 象

補給対象上限　中小企業事業・商工中金２億円、国民生活事業4,000万円（借入後当初３年間）
日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策

マル経融資」もしくは「商工中金による危機対応融資」により借入を行った中小企業等の

うち、売上高が急減した方

日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル

Ｔ 0120-154-505

国

新型コロナウイルス対策衛経融資

対 象

融資限度額1,000万円
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む方

で、最近１カ月の売上高が前年または前々年に比べて５％以上減少した方

日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル

Ｔ 0120-154-505

国

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

対 象

融資限度額8,000万円
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一

時的に業況が悪化し、最近１カ月の売上高が前年または前々年に比べて５％以

上減少した方　※業歴の浅い方などは、過去３カ月の平均売上高等に比べて最

近１カ月の売上高が５％以上減少した方

創業・再挑戦アシスト資金

を借入した金融機関の窓口、

三重県信用保証協会

Ｔ 229-6011

各金融機関の窓口、

三重県雇用経済部

中小企業・サービス産業振興課

Ｔ 224-2447

県

三重県新型コロナウイルス感染症対応資金
融資限度額4,000万円（保証料ゼロ、当初３年間実質無利子または保証料１／２減免）

セーフティネット保証(４号・５号)、危機関連保証の認定を受けた中小企業・小

規模事業者　※取扱期限：令和２年12月31日(木)までに保証申し込みを受け付

けたもので、かつ令和３年１月31日(日)までに融資実行されたもの

県

リフレッシュ資金

対 象

融資限度額5,000万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて最近１カ月の売上高が過去３カ年の

いずれかの同じ時期に比べて３％以上減少し、今後も減少が見込まれる方

県

創業・再挑戦アシスト借換資金

対 象

融資限度額2,000万円
創業・再挑戦アシスト資金を利用している創業前か業歴３カ月未満の方

※適用期限：令和３年１月31日(日)

日本政策金融公庫

事業資金相談ダイヤル

Ｔ 0120-154-505

国

新型コロナウイルス感染症特別貸付

対 象

融資限度額　中小企業事業６億円、国民生活事業8,000万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況が悪化し、

最近１カ月の売上高が前年または前々年に比べて５％以上減少した

方　※業歴の浅い方などは、過去３カ月の平均売上高等に比べて最

近１カ月の売上高が５％以上減少した方

商工中金

新型コロナウイルス感染症に

関する特別相談窓口

Ｔ 0120-542-711

国

商工中金による危機対応融資

対 象

融資限度額６億円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的に業況が悪化し、最近１カ月

の売上高が前年または前々年に比べて５％以上減少した方　※業歴の浅い方な

どは、過去３カ月の平均売上高等に比べて最近１カ月の売上高が５％以上減少

した方

中小企業基盤整備機構

新型コロナウイルス感染症

特別利子補給制度事務局

Ｔ 0570-06-0515

国

特別利子補給制度（実質無利子）※生活衛生関係

対 象

補給対象上限4,000万円（借入後当初３年間）
日本政策金融公庫の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイ

ルス対策衛経融資」により借入を行った中小企業等のうち、売上高が急減した方　※事業

規模により要件が異なる

対 象

問い合わせ制度・条件など

(中小企業事業)(国民生活事業)

貸
付
︵
借
り
る
︶

（事業者向け）（事業者向け）
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