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夜間・土日祝相談可 （要予約）
に　 し　お　さんは　 い

詳細は　 https://www.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・社会保険労務士会です※本広告は，令和3年3月時点のものです
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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
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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

三重短期大学生が津東高校ハンドボール部員の体と食事をチェックして、効果的な栄養の取得をサポート！(３月26日 津東高校)表紙

５月は消費者月間５月は消費者月間

新型コロナワクチン接種のお知らせ新型コロナワクチン接種のお知らせ
65歳以上の皆さんへ65歳以上の皆さんへ

体組成計で
筋肉量や体脂肪
などをチェック！

三重短期大学食物栄養学科

津東高校

ハンドボー
ル部

News
P８ 住まい耐震化のススメ住まい耐震化のススメ

あなたの家は地震が起きても大丈夫！？あなたの家は地震が起きても大丈夫！？

強い体づくりを

　　　　サポート！

　　　

津市消費生活センターに相談を津市消費生活センターに相談をNews
P４

特集
P２
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229-3353 229-3346問い合わせ　新型コロナウイルスワクチン接種推進室

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、津市では、高齢者等へのワクチン接種が始ま
りました。ワクチンは優先順位に沿って、全ての人が無料で接種を受けることができます。
　今回は、４月に接種券を発送した65歳以上の皆さんに、予約方法などについてご案内します。接
種を希望する人は、集団接種会場または接種協力医療機関のいずれかを選んで予約してください。

津市に住民登録のある65歳以上の人(昭和32年４月１日以前に生まれた人)
※やむを得ない事情がある場合は、市外に住民登録がある人も接種が受けられますのでお問い合わせください。

※掲載内容は４月13日時点の情報のため変更になる場合があります。

５月13日木
５月１日
８時30分～

土

津市 ワクチン予約

津センターパレス１階
(大門7-15) 木・土曜日 日曜日、祝・休日

９時30分～12時30分、
14時～17時

イオンモール津南３階
イオンホール
(高茶屋小森町145)

久居インターガーデン内
(久居明神町2490)

14時～17時

木・土曜日 日曜日、祝・休日
10時15分～13時15分、
14時45分～17時45分

14時～17時

電話またはインターネットで、接種を受けたい会場・日時を予約する

0570-059567
(コールセンター)

津市新型コロナワクチン
接種予約・相談電話窓口

津市新型コロナワクチン
接種予約サイト

※予約時には接種券に記載されている券番号、生年月日の情報が必要です。
※ワクチンは２回接種する必要があります。予約時に２回分の接種日時を一度に予約してください。

※公共施設等を活用した巡回型集団接種については、進捗状況に応じて６月中旬以降に実施予定です。

５月24日 ～月５月12日 ～水市内の接種協力
医療機関(125カ所)

各医療機関で順次接種が始まります。
また、現在医療従事者の接種を行って
いる医療機関については、６月以降と
なる場合があります。

接種協力医療機関に直接電話で予約
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教えて
！

Ａ．内容に応じて以下までお問い合わせください

・ワクチン接種に関する質問・相談
　みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
　　　　　　　　　　　　

・ワクチンの有効性や安全性など制度全般
　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　　　　　　　　　　

Ｑ．接種当日の持ち物は？

Ｑ．詳しく知りたいときは？

・津市のワクチン接種の手続きや予約
　津市新型コロナワクチン
　接種予約・相談電話窓口(コールセンター)
0570－059567　(８時30分～18時、土・日曜日、祝・休日も可)

059－224－2825　(９時～21時、土・日曜日、祝・休日も可)

0120－761770　(９時～21時、土・日曜日、祝・休日も可)

・接種会場の予約状況など、
　ワクチン接種に関する総合案内サイト
　コロナワクチンナビ

Ａ．以下のものを持参してください

Ｑ．接種券をなくしてしまったら？
Ａ．再発行できます

　予診票には、接種意思を自署によって確認する項目が
あります。本人が接種を希望しているものの、何らかの
理由で自署が困難な場合は、家族などに代筆してもらう
ことが可能です。
　なお、意思を確認しにくい場合は、家族などのご協力
の下、本人の接種意思の確認をお願いします。

Ｑ．予診票は本人以外が記入してもいい？
Ａ．本人の接種意思の確認が必要です

　薬を飲んでいるために、ワクチンが接
種できないということはありませんが、
基礎疾患のある人や免疫不全の人、病状
が重い人等は、慎重に検討した方がよい
場合もありますので、かかりつけ医にご
相談ください。
　また、抗凝固薬(血をサラサラにする薬)
を飲んでいる人は、ワクチン接種後に接
種部位を２分以上しっかり押さえるなど
の注意が必要です。

Ｑ．持病があり薬を飲んでいます。
　　接種しても大丈夫？
Ａ．かかりつけ医に相談の上、
　　接種をご検討ください

事前に必要事項を記入して持参すると、
接種場所での待ち時間が短縮されます。

① 接種券
(台紙からはがさずそのまま)

② 本人確認書類
(運転免許証、健康保険証など)

③ 予診票
(接種各回1枚ずつ)

④ お薬手帳
(持っている人のみ)

※接種前に自宅で体温を測り、37.5度以上の発熱がある場合や体調が悪い
　場合などは接種を控え、医療機関や津市新型コロナワクチン接種予約・
　相談電話窓口に予約取り消しの連絡をしてください。

　接種券を紛失・破損した場合や、発送
後の住所変更などにより接種券が届かな
い場合は、原則住民票所在地の市町村で
再発行を受けることができます。
　接種券の再発行には申請が必要ですの
で、詳しくは津市新型コロナワクチン接
種予約・相談電話窓口(Ｔ0570－059567)
までお問い合わせください。

　接種券に同封
　されています
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問い合わせ　市民交流課　　229－3252　　227－8070

津市消費生活センターに相談を
５月は消費者月間

一人で悩まずお気軽に

市役所職員をかたった還付金詐欺にご注意ください

出前講座をご利用ください

　津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・
在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費
生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があ
るかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言す
る身近な相談窓口です。万一、悪質商法や商品事故
など消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩ま
ず、津市消費生活センターに相談しましょう。

相談日　月～金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間　９時～12時、13時～16時
場　所　市本庁舎３階市民交流課内

出前講座の様子

　津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出
前講座を無料で開催しています。市職員または消費生活相
談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商
法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話ししま
す。
申し込み　市民交流課へ

　電話で、津市役所の「保険課」「介護課」など
と実在しない部署を名乗って「健康保険料の還付
のため」等の理由で、銀行の口座番号、キャッ
シュカードの暗証番号、預金残高等を聞き出す事
案が発生しています。不審な電話があった場合に
は以下の点にご注意ください。
●市職員が、保険料の還付のために電話で口座番
号、キャッシュカードの暗証番号、預金残高を
問い合わせることはありません。
●市職員が還付金の受け取り方法を電話で誘導し
たり、現金自動預払機(ATM)の操作を誘導した
りすることはありません。
●市職員が、納税のために金融機関の口座を指定
し、振り込みを求めることはありません。

　少しでもおかしいと思ったら、津警察署、
津南警察署に連絡しましょう。
津警察署　Ｔ213－0110
津南警察署　Ｔ254－0110

過去３年間の相談件数と相談内容

年 度 相談件数 主な相談内容
平成30
年度 1,159件

令和元
年度 1,232件

令和２
年度 1,223件

インターネットサイトの架空請求・
不当請求、インターネット回線契約
の相談、はがきによる架空請求・情
報商材などの相談、健康食品などの
定期購入の相談

津市消費生活センター
　229－3313
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知っていますか？クーリング・オフ
　クーリング･オフは、契約した後、冷静に考え直
す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件
で契約を解除することができる制度です。クーリン
グ・オフできる取り引きは主に下表のものです。

　ただし、取引内容によってはクーリング・オフで
きない場合もありますので、詳しくは津市消費生活
センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きとその内容

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

契約日　　　　　　　○年○月○日

書面受領日　　　　　○年○月○日

商品名　　　　　　　○○○○○○

契約金額　　　　　　金○○○○円

販売者名　　　　　　株式会社○○

上記日付の契約を解除しますので、
支払済の○○○○円を直ちに返金し
てください。なお、商品は早急に引
き取ってください。

○○○年○月○日
○市○町○番地　氏名○○○○

▶クーリング・オフは必ず、はがきなど書面
で通知しましょう。

▶簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方
法で送付しましょう。

▶書面を作成したら、両面ともコピーを取っ
て契約書や郵便の受領証などと一緒に大切
に保管しておきましょう。

▶クレジット契約も結んでいる場合は、信販
会社にもクーリング・オフの書面を出して
おきましょう。

市長からのメッセージ

　消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進
展、少子高齢化などにより年々変化しており、高齢者
を狙ったはがき等による架空請求が多発しているこ
とに加え、最近では新型コロナウイルス感染症に関
連した消費者トラブルや、市職員をかたった還付金等
に関する不審な電話も発生しています。
　これらのさまざまな消費者トラブルに対応するた
め、本市においては、平成19年１月に消費生活セン
ターを開設後、専門の相談員を配置して相談、助言

などを行うとともに、広報紙、ホームページ、出前講
座の開催等による啓発に努めています。
　今後とも、消費者トラブル未然防止のため、市民が
信頼できる身近な相談窓口としての機能を充実・強
化するとともに、警察署等の関係機関と連携した啓
発活動を活発に行うなど、市民が安全で安心な消費
生活を送ることができるよう、消費者行政の推進に
取り組んでまいります。

津市長　前葉　泰幸

※期間は契約書などの法定書面を受け取った日から起算します。

取引内容 適用対象 期　間

訪問販売 自宅など店舗以外の場所での契約（キャッチセールス、催眠商法、アポ
イントメントセールスでは店舗契約を含む）

訪問購入（訪問買取） 業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る契約

電話勧誘販売 電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

特定継続的役務提供
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教
室、結婚相手紹介、サービスを一定期間継続する５万円を超える契
約（エステ・美容医療は１カ月を超えるもの、その他は２カ月を超
えるもの）

連鎖販売取引 マルチ商法（ネットワークビジネス）

業務提供誘引販売取引 内職・モニター商法など

原則８日間

原則20日間
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問い合わせ　地域連携課　　229－3105　　229－3366

国や市の行政に関するご意見・ご要望を受け付けます

津市市政相談員制度

　市政相談員は、行政に関する身近な相談窓口です。津市では、総務大臣が委嘱した行政相談委員の
うち、津市の区域を担当する12人を市政相談員として委嘱しています。毎月、市政相談員が応じる行
政相談を、市内各地の公共施設で開催していますので、行政区分にとらわれない身近な相談の場とし
てご利用ください。

市政相談員を紹介します

伊藤　庄吉 岩間　知之小宮　教子

若林　千枝子 松田　澄子

藤谷　弘一 鈴木　浩一鈴木　達也

和田　忍

辻　義則

矢倉　千年寺井　一栄

津市市政相談員証

み ほ ん

　令和３年４月に国から委嘱された次の行政相談委員12人(再
任６人、新任６人)を、津市市政相談員として委嘱しました。
　任期は令和５年３月31日までの２年間で、市政相談員は相談
員証を携帯しています。

津地域担当 久居地域担当

久居・香良洲地域担当 河芸地域担当 芸濃地域担当 美里地域担当

安濃地域担当 一志地域担当 白山地域担当 美杉地域担当

津地域担当津地域担当
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※日時、場所など内容を変更する場合があります。
※音楽部門は来年１～３月に開催予定です。また、９～10月に出演団体を募集します。
※美術部門、文芸部門の開催内容については、広報津４月16日号をご覧ください。  
※生活文化部門 茶の湯大会については、日程、場所を調整中です。
※？発見塾の開催内容については、別途広報津でお知らせします。        

定期的に行政相談を開催（無料、秘密厳守）
　市内各地の公共施設で開催される行政相談では、市政相談員が皆さんの相談に応じます。今年度の
開催日程は下表のとおりで、事前の申し込みは不要です。

　地域の代表から「県道のセンターラインや外側
線が消えて危険なので引き直してほしい。歩道が
ない箇所もあり、小学生の通学にも危険」との相
談を受け、道路標示が消えていたり、薄くなって
いたりする箇所が多く、道路利用者にとって危険
な状況であることを確認しました。
　三重行政監視行政相談センターを通じて、管理
する三重県に通知したところ、補修されて事故を
未然に防止することができました。

照明灯などを設置してほしい

どこの窓口に相談してよいか分
からない

○○事業について説明してほ
しい

公共施設などを整備してほし
い

相談場所 と　き 問い合わせ

アスト津４階
会議室４

毎月第１火曜日13時30分～15時30分
※５月は11日㈫

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

毎月第３月曜日13時30分～15時30分
※８月は23日㈪、９月は27日㈪、来年１月は24
　日㈪、来年３月は28日㈪

久居総合福祉会館北館２階
会議室

毎月第２月曜日13時30分～15時30分
※８月は16日㈪、来年１月は17日㈪

久居総合支所生活課
　255－8839

市河芸庁舎１階
相談室１ ５月21日、11月５日いずれも金曜日９時～12時 河芸総合支所地域振興課

　244－1700
芸濃福祉センター１階
相談室１

６月２日㈬、９月２日㈭、11月４日㈭、12月１日
㈬、来年３月２日㈬９時30分～11時30分

芸濃総合支所地域振興課
　266－2510

市美里庁舎２階
会議室４ ６月１日㈫、10月８日㈮９時30分～11時30分 美里総合支所地域振興課

　279－8111
安濃中公民館
研修室３

６月11日、11月19日いずれも金曜日13時30分～
15時30分

安濃総合支所地域振興課
　268－5511

サンデルタ香良洲
相談室 ５月31日㈪、10月29日㈮13時30分～15時 香良洲総合支所地域振興課

　292－4374
市一志庁舎２階
第１会議室

６月18日、11月19日いずれも金曜日９時30分～
11時30分

一志総合支所地域振興課
　293－3000

市白山庁舎２階
住民活動室 ５月20日㈭、10月８日㈮13時30分～15時30分 白山総合支所地域振興課

　262－7011
グリーンハウス美杉２階
小研修室

６月３日、10月14日、12月２日、来年１月13日い
ずれも木曜日13時30分～15時

三重行政監視行政相談
センター
　227－6661

美杉総合支所地域振興課
　272－8080

これまでこんな相談が寄せられています

行政相談活動事例

改善前

改善後
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耐震診断・耐震補強で住まいの耐震対策

無料

あなたの家は地震が起きても大丈夫！？

住まい耐震化のススメ

　いつ発生してもおかしくないといわれている南海トラフ地震。来るべき地震に備え、まず
は住まいの耐震化に取り組みましょう。申請方法など、詳しくは津市ホームページをご覧い
ただくか、お問い合わせください。

　昭和56年５月31日以前に建築(着工)された木造住宅
の耐震診断を無料で行います。

　耐震補強後の評点が1.0以上となる補強計画
(耐震補強設計)の作成などの費用を補助しま
す。これから耐震補強設計を行い、来年１月
までに完了する見込みのものに限ります。
補助金額　補助対象経費の2/3(上限18万円)

　耐震補強後の評点
が0.7以上1.0未満、
または1.0以上とする耐震補強工事の費用を
補助します。これから耐震補強工事を行い、
今年12月末までに完了する見込みのものに限
ります。
補助金額　補強工事の費用による(上限100万
円、ただし補強工事と同時にリフォーム工
事を行う場合は上限120万円)

※詳しくはお問い合わせください。

　耐震診断の結果、倒壊する危険性があると
された住宅等の除却費用を補助します。
※申し込み以前(交付決定前)に除却工事の契
約・着手をしたものは対象外です。

補助金額　補助対象経費の23％(上限30万円)

木造住宅無料耐震診断

木造住宅耐震
補強計画事業補助金

木造住宅耐震
補強事業補助金

木造住宅
除却事業補助金

最大補助額18万円 最大補助額30万円

最大補助額100万円
リフォーム補助金最大20万円

小さな地震や暴風雨
のとき、以前より風
圧や揺れをあまり感
じなくなり、安心感
が持てまし
た。

建築士に、大地震が
起きても命は安全と
いわれ、安心しまし
た。災害時に慌てず
に対処できそう
です！

シロアリ被害箇所が
あらわになり、修理
できた。同時にリ
フォームもできて、
家がきれいに
なりました。

家の中で「ここにい
れば大丈夫」という
安心感が持てるよう
になった。防災意識
も高まりまし
た！

耐震補強工事を行った皆さんの声

耐震診断

補強計画

補強工事

  除　却

問い合わせ　木造住宅耐震補助事業　

▲

建築指導課　　229－3187　　229－3336
　　　　　　家具固定　

▲

防災室　　229－3104　　223－6247
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家具の固定などで住まいの耐震対策

　自らが居住する住宅で、地震などによる家具等の転倒を防止するため
の固定具の取り付けに要した費用の一部を補助します。ただし、三重県
木造耐震促進協議会の会員で、必要な講習を修了した人などが取り付け
る場合に限ります。
補助金額　補助対象経費の9/10(上限１万円)

家具等転倒防止対策事業補助金

最大補助額１万円

　木造住宅の耐震診断・耐震補強工事や、無料耐
震診断の申し込み、補助制度、補強方法・費用な
どについて、設計士と津市職員が相談に応じま
す。
申し込み　建築指導課へ

各総合支所で開催！

木造住宅の耐震診断・耐震補強相談会

と　き ところ
５月26日㈬
６月９日㈬
６月23日㈬
７月14日㈬
７月28日㈬
９月８日㈬
９月22日㈬
10月20日㈬

市美里庁舎
市一志庁舎
市白山庁舎
市美杉庁舎
市安濃庁舎
市芸濃庁舎
市河芸庁舎
市久居庁舎

※開催日は変更する場合があります。詳しく
は建築指導課へお問い合わせください。

今後の開催予定

耐地(たいち)くん
津市耐震事業ＰＲキャラクター

５月12日　 10時～13時
市香良洲庁舎　玄関ロビー

水

ブロック塀等の
防災対策についても
ご相談ください！

　自らが居住する住宅で、地震などによる家具等の転倒を防止するため
の固定金具を無償で配布します。また、配布する固定金具の取り付けが
困難な場合、65歳以上の高齢者のみの世帯、障がいのある人※と同居し
ている世帯を対象に取り付け支援を無償で行います。
　取り付け支援を希望する場合は配布申請をする際に同時に申請してく
ださい。なお、固定金具の配布・取り付け支援は、それぞれの実施年度
を問わず１世帯につき１回限りです。

家具等転倒防止対策啓発事業

無料

配付・取り付け支援する固定金具

※障がいのある人とは「身体障害者手
帳の等級が１～３級」「精神障害
者保健福祉手帳の等級が１級」
「要介護認定の区分が３～５」
「療育手帳の区分がＡ」のいずれ
かに該当する人を示します。
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補助金をご活用ください！

ブロック塀等の防災対策

　強度不足や老朽化が著しいブロック塀等は大規模な地震の際に倒壊しやすく、多くの二次災害をも
たらします。津市では、災害時の市民の安全を守り避難経路を確保するため、道路に面するブロック
塀等を撤去・改修する際に費用の一部を補助します。ぜひご活用ください。

どちらか
少ない額 × ＝

１
２

補助金額
(上限10万円)

どちらか
少ない額 × ＝

１
２

補助金額
(上限10万円)

ブロック塀が倒れると…

ブロック塀等撤去改修事業補助金制度

生け垣緑化推進事業補助金

撤去するブロック
塀等の長さ(１ｍ当
たり)×１万円

ブロック塀等の撤
去に要する費用

設置するフェンス
等の長さ(１ｍ当た
り)×１万円

フェンス等の設置
に要する費用

撤　去

改　修

倒壊によりけがを
する危険があります

緊急車両の通行の
妨げになります

津波などからの
迅速な避難を妨げます

　公道に面した
ブロック塀等を
撤去した後、生
け垣を設置する
場合に、生け垣
の設置費用の一
部を補助しま
す。生け垣は都市景観に潤いと安らぎを与えてくれ
ます。また、災害時にもブロック塀等のように倒壊
による危険がなく、避難経路を確保できるなど、安
全なまちづくりにつながります。

対　象　市内に住宅または事業所・事務所等を所有
する個人・法人など

対象経費　公道に面して設置する生け垣の樹木・支
柱等の材料購入費、土壌改良費、業者施工の場合
の人件費など　

補助金額　補助対象経費の1/2(上限10万円)
申し込み　都市政策課にある申請書に必要事項を記
入し、添付書類を添えて提出

※詳しくは津市ホームページをご覧いただ
　くか、お問い合わせください。

対　象　市内に設置されているブロック塀等を所有
する個人・法人
対象要件　道路に面するもので、高さ１ｍ以上※1、
かつ２段積み以上のブロック塀等を全て撤去する
工事、または撤去と併せてフェンス等を設置する工
事※2

　※１　道路と敷地地盤面の高さが異なる場合は、
　　　道路面からの高さが１ｍ以上
　※２　フェンス等の設置のみの工事は対象外
補助金額

申し込み　建築指導課または各総合支所地域振興課
にある申請書に必要事項を記入し、添付書類を添
えていずれかに提出
※申し込み前(交付決定前)に工事の契約・着手した
ものは対象外です。詳しくは津市ホーム
　ページをご覧いただくか、お問い合わせ
　ください。

問い合わせ　ブロック塀等撤去改修事業補助金　

▲

建築指導課　　229－3187　　229－3336
　　　　　　生け垣緑化推進事業補助金　

▲

都市政策課　　229－3290　　229－3336
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不妊治療費
助成事業

不育症治療費
助成事業

全ての助成申請について
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－
5094)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、不育症治療が終了した日か
ら60日以内(終了した日を１日目とする)

※令和３年１月１日～３月31日に終了した治療
にかかる助成申請は５月28日
(金)まで(郵送の場合は、５月
29日(土)消印有効)

保険適用外の不妊治療費等の助成
令和３年１月１日以降の治療終了分から制度を改正

　特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)、男性不妊
治療費、一般不妊治療費(人工授精)、不育症治療費
で、令和３年１月１日以降に終了した治療に対
し、三重県または津市が行う助成制度が改正され
ました。主な改正内容は右表のとおりです。

特定不妊治療費(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療費、一般不妊治療費(人工授精)の助成

問い合わせ　保険医療助成課　　229－3158　　229－5001

第２子以降の特定不妊治療費の助成（津市不妊治療費助成事業）

不育症治療費の助成（津市不育症治療費助成事業）
査費や治療費
※１治療期間とはその妊娠に係る不育症治療を開始
した日から、出産(流産、死産などを含む)により
不育症治療が終了するまでの期間のことです。
助成金額　上限10万円(１年度に１回、通算して
５回まで)

　１人以上の実子がいる夫婦で、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。

三重県特定不妊治療費助成事業

30万円を上限に助成

10万円を上限に助成

30万円を上限に助成（治療内容により対象
外になる場合あり）

助成なし

７万5,000円を上限に助成

５万円を上限に助成（１子につき１回に限る）

10万円を上限に費用の２/３を助成

10万円を上限に助成（１子につき特定不妊
治療の初回申請に限る）

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）

男性不妊治療

一般不妊治療(人工授精)

Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ

Ｃ・Ｆ
治療ステージ

津市不妊治療費助成事業

助成内容・
助成金額
(１回の治
療につき)

対　象

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。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染防
　止の観点から治療を延期した場合は、年齢要件の緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。
※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。
※津市不妊治療費助成事業では、治療に要した費用から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を助成します。

次の全ての要件を満たす人
●法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦　●夫婦双方または一方が市内に居住　
●特定不妊治療、男性不妊治療は、指定医療機関で治療を受けた人　

●39歳以下…通算６回　●40歳以上43歳未満…通算３回　※いずれも１子につき 生涯で通算６回（３回）から、１子につ
き６回（３回）までに助成回数を拡大

対象(次の全ての要件を満たす人　※所得額にかか
わらず受給可）
●法律上の夫婦および事実上の婚姻関係にある夫婦
●夫婦の双方または一方が市内に居住している人
●医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者
助成の内容　１治療期間に受けた保険適用外の検

主な改正内容
●所得制限の撤廃　●特定不妊治療費の助成額の拡充
●特定不妊治療費、男性不妊治療費、一般不妊治療費の助成
　回数の拡充
●対象者に事実上の婚姻関係にある夫婦を追加

所得額にかかわらず受給可



問い合わせ　総務企画課　　229－3373　　229－3260

＆

 みんなが主役！国体・大会に参加しよう！

Vol.７
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　三重とこわか国体・三重とこわか大会(国体・大会)の主役は出場する選手だけではありません。国
体・大会を盛り上げる地元の皆さんも主役の一人です。応援メッセージ動画の応募やボランティア
活動への参加など自身ができる範囲で取り組んで、思い出を作りませんか。

問　題　●に入る文字をお答えください。
「津市独自のボランティアで、家族で登録できる
のは、●●●●●ボランティアです。」
　正解者の中から抽選で30人に、オリ
ジナル色鉛筆セットをプレゼント！
※当選者の発表は発送をもって代えさ
　せていただきます。

応募資格　市内に在住の人
応募方法　はがき、またはファクス、Ｅメールで住
所、氏名、電話番号、クイズの答えを三重とこわ
か国体・三重とこわか大会津市実行委員会プレゼ
ント係(〒514ー0056 北河路町19ー1 メッセウイ
ング・みえ２階、　229-3373@city.tsu.lg.jp)へ

締め切り　５月31日(月)必着

とこわかクイズ

応援メッセージ動画
「津市とこわか応援メッセージプロジェクト」

三重とこわか国体ボランティア
津おもてなし隊

ＳＮＳをフォローして応援してね♪

Facebook Twitter Instagram YouTube

選手の
皆さん

頑張っ
てくださ

い！

ファミリー
ボランティアの皆

さん

　他にも関連イベントがたくさん！詳
しくは、津市実行委員会
ホームページをチェックし
てね。

　選手の皆さんを応援する１本15秒以内の
メッセージ動画を募集しています。応募して
いただいた動画は市内の競技会場入り口など
で放映します。友達や家族で参加して国体・
大会を盛り上げましょう。　※応募者にはプ

レゼントあり。応募方法
など詳しくは、総務企画課へお問い
合わせください。
対　象　市内に在住・在勤・在学の人または団体
締め切り　７月30日(金)

　さまざまな事前イベントでのＰＲ活動、と
こわかダンスの普及などを行う「広報ボラン
ティア」や、会場受け付け、総合案内などを
行う「運営ボランティア」のほか、家族で登
録ができる津市独自の「ファミリーボラン
ティア(５歳から登録可)」があります。一緒
に国体をつくり上げませんか。５月は募集強
化月間。登録でエコバッグをプレゼントしま
す。　※応募方法など詳しくは、総務企画課
へお問い合わせください。

対象(次のいずれかに
該当する人・団体)
・市内に在住・在勤・在
学の平成21年４月１
日以前に生まれた人　※ファミリーボラン
ティアは平成21年４月２日以後生まれでも
可

・市内に活動拠点を有する団体
・上記以外に実行委員会が認める人・団体
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津市 令和３年度公民館講座│

1
TSU NEWS 美杉小学校・美杉中学校を見学してみませんか？

自然豊かな小規模特認校で健やかな学校生活を

オンラインでの地域との交流学習

小規模特認校制度とは
　小規模な学校で学びたい、子どもを学ばせたいとい
う希望者に、所定の条件の下、従来の通学区域を越え
て小中学校への入学(転入)を特別に認める制度です。
津市では、美杉小学校と美杉中学校にこの小規模特認
校制度を採用しています。
入学(転学)の条件
●小規模特認校の趣旨と美杉小学校・美杉中学校の
教育活動などに賛同すること
●市内に住所があること
●通学は保護者の負担と責任で行うこと
※美杉小学校・美杉中学校の学校区は、スクールバ

スが運行していますので、最寄りの停留場所から
スクールバスを利用できます。
学校見学について
　見学や問い合わせは、随時受け付けています。お
気軽にお問い合わせください。
　教委学校教育課　Ｔ229－3245
　美杉小学校　　　Ｔ274－0802
　美杉中学校　　　Ｔ272－1191
申請の手続き
　教委学校教育課または教委各教育事務所で入学
(転学)の申請を受け付けています。

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3257

美杉小学校 美杉中学校

稲刈り体験 太鼓練習 林業体験

2
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問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150
楽しみながら学ぶ子どもICTクラブ（全４回）

時　間　13時30分～16時30分
ところ　中央公民館情報研修室
定　員　抽選20人
対　象　市内に在住・在学の小学４年生～中学生
費　用　2,500円(材料費など)　
申し込み　往復はがきで「楽しみながら学ぶ子ども
ICTクラブ」と明記し、住所、氏名、年齢、電話
番号を中央公民館(〒514－0027 大門7－15 津セ
ンターパレス２階)へ　
　※１通につき１人有効
　※津市ホームページからも申し込み可
締め切り　５月21日(金)必着

６月
12日
㈯

７月
10日
㈯

９月
11日
㈯

11月
13日
㈯

項目・内容とき

　ICTとは、インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーの略です。ICTクラ
ブでは、インターネット、セキュリティー、プログラミング、IoTなどについて、子どもでも分かり
やすく楽しく学べます。この講座に参加して興味のあることをもっと深く追求してみませんか。

　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。
　また、イベント等の会場では手指消毒、マスク着用、検温、連絡先の確認などにご協力ください。

＜インターネット＞
ゲームのネット対戦の仕組み、YouTubeが見られる仕
組みなどを、クイズ形式で楽しく学びましょう！また、
ネットワークの速さを目で確認してみましょう。

＜セキュリティー＞
なぜセキュリティーが大切なのかな？どのようにしたら
安全なのかな？家の鍵とインターネットの鍵を比べて、
安全対策を考えましょう。

＜プログラミング＞
Scratchを利用してプログラミングを学びます。Scratch
でAIを体験し、自分のアイデアをプログラミングで実現
してみませんか。

＜IoT＞
プログラミングでロボットカーやドローンなどの自動走
行を実現してみましょう。身近なものをインターネット
で繋げるアイデアをみんなで考えてみましょう。
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文化活動の発表の場！

4
TSU NEWS 津市民文化祭のお知らせ

問い合わせ　文化振興課（津リージョンプラザ）　　229－3300　　229－3344

部　門 催し物 ところ

５月16日㈰13時～15時30分

５月26日㈬12時～16時

６月20日㈰12時30分～16時

諸流いけばな展

邦楽と舞踊の会

民踊新舞踊の会

民謡の会

津リージョンプラザ３階
お城ホール

津リージョンプラザ３階
お城ホール

久居アルスプラザ
ときの風ホール

７月10日㈯13時30分～15時30分

８月22日㈰10時～16時30分

10月３日㈰13時30分～15時30分

10月30日㈯13時～16時30分

12月12日㈰11時～16時

５月12日㈬・13日㈭12時15分～12時45分

謡と舞の会

津リージョンプラザ３階
お城ホール

津リージョンプラザ３階
お城ホール

前売り
大人 1,500円
学生 1,000円
小学生600円

当　日
大人 1,800円
学生 1,200円
小学生800円

吹奏楽の午後

久居アルスプラザ
ときの風ホール

津市民吟剣詩舞の
つどい

津リージョンプラザ１階
出会いの広場

与津の会

洋舞フェスティバル

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール
津リージョンプラザ３階
お城ホール

無料

無料（要整理券）

無料

無料

無料

無料

無料（要入場券）

無料

参加費・入場料

生活文化

出会いの広場ミニコンサート

津リージョンプラザ３階
お城ホール

７月３日㈯18時30分～20時30分、
４日㈰14時～16時演劇「仇討」

舞台芸術

と　き

※日時、場所など内容を変更する場合があります。
※音楽部門は来年１～３月に開催予定です。また、９～10月に出演団体を募集します。
※美術部門、文芸部門の開催内容については、広報津４月16日号をご覧ください。  
※生活文化部門 茶の湯大会については、日程、場所を調整中です。
※？発見塾の開催内容については、別途広報津でお知らせします。        

文化活動の発表の場として津市民文化祭を開催します。ぜひお誘い合わせの上ご来場ください。

10月23日㈯９時30分～16時30分、
24日㈰９時30分～16時

津リージョンプラザ３階生活文化情
報センター（展示室）・ギャラリー

レッドヒルヒーサーの森で森林セラピーイベント

　森林の癒やし効果を生かして人間が本来持っている「こころ」と
「からだ」の元気を取り戻そうとする森林セラピー。新緑が美しい
季節に、森林セラピーイベントに参加してリフレッシュしてみませ
んか。
　市街地から近い自然豊かなレッドヒルヒーサーの森で、森林浴の
魅力を気軽に体験し、ひとときのリラックスを！
と　き　６月５日(土)10時～12時、13時～15時
ところ　レッドヒルヒーサーの森(高野尾町)
定　員　先着各15人
費　用　2,000円、中高生1,400円、小学生以下800円
申し込み　電話で美杉総合支所地域振興課へ
申込期間　５月17日(月)～28日(金)

3
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　Ｔ272－8082　Ｆ272－1119
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未

５月12日は 　 民生委員・児童委員の日6
TSU NEWS

問い合わせ　福祉政策課　　229－3283　　229－3334

あたたかい ことばがつなぐ こころのわ(令和３年度児童福祉週間標語)

地域の身近な相談相手

５月５日～11日は 児童福祉週間5
TSU NEWS

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3451

　子どもが家庭や地域で豊かな愛情に包まれ、たくましく育っていく環境・
社会づくりは、とても重要です。子どもの健やかな成長についてみんなで考
えようと、毎年５月５日のこどもの日からの１週間は「児童福祉週間」と定
められています。これにちなみ、児童館では以下のイベントを開催します。

まん中こどもまつり
と　き　５月８日(土)13時30分～15時30分
ところ　まん中こども館(大門)
内　容　映画「みんなの学校」の上映会
申し込み　直接窓口またはファクス、Ｅメールで同
こども館(　213－2132、　mail@mannaka-

　kodomokan.net)へ
問い合わせ　同こども館(　213－2131)

すばるこどもフェスティバル
と　き　５月８日(土)13時30分～17時30分
ところ　すばる児童館(一身田平野)
内　容　積み木、シャボン玉、工作教室など
問い合わせ　同児童館(　236－0115)

民生委員・児童委員の日とは
　昭和52年に当時の全国民生委員児童委員協
議会(現在は全国民生委員児童委員連合会)が定
めたもので、大正６年５月12日に民生委員・
児童委員制度の前身である岡山県済世顧問制度
設置規程が公布されたことに由来します。
　また、５月12日からの１週間は「活動強化
週間」とされ、民生委員・児童委員活動につい
て一層の理解促進が図られています。

民生委員・児童委員とは
 　厚生労働大臣から委嘱され、地域のボランティア
として高齢者福祉、障がい者(児)福祉、児童福祉、
母子父子寡婦福祉、低所得者福祉等、地域福祉に関
することについて、行政や市社会福祉協議会などと
連携を図りながら、社会福祉の増進のために活動し
ています。
　市民の皆さんには民生委員・児童委員を身近に感
じていただき、その活動に対するご理解ご協力をお
願いします。
活動内容
　地域住民の立場に立った相談、援助活動、高齢者
に対する見守り活動や、行政と住民のパイプ役など
が主な職務の内容です。
　具体的には、民生委員法第14条で次の職務を行
うことと規定されています。
●住民の生活状態を必要に応じ適切に把握する
●援助を必要とする者が、自立した日常生活を営む
ことができるように生活に関する相談に応じ、助
言やその他の援助を行う
●援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用

するために、必要な情報の提供やその他の援助を
行う
●社会福祉を目的とする事業を経営する者、または
社会福祉に関する活動を
　行う者と密接に連携し、
　支援する
●社会福祉法に定める福祉
　に関する事務所、その他
　の関係行政機関の業務に
　協力する



○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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環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー

地域医療推進室
　229－3372　　229－3018

５月の献血（400ml）

営業課
　237－5805　　237－5819

悪質業者にご注意ください

お知らせ

環境保全課
　229－3282　　229－3354

狂犬病予防注射の
接種時期について

援護課
　229－3541　　229－2550

生活福祉・自立応援包括支援
窓口へ早めにご相談ください

募　　集

地
域

津

河
芸

久
居

美
杉

芸
濃

美
里

安
濃

香
良
洲

一
志

白
山

と　き 問い合わせ

９月19日㈰７時～９時
荒天時は９月26日㈰

実施の日時については、自治
会により異なります。

５月～12月に各自治会単位で
実施

５月30日㈰８時～11時予定
荒天時は６月６日㈰予定
※実施するかどうかは、後日
　回覧でお知らせ

５月30日㈰８時～10時予定
荒天時は６月６日㈰予定
※実施するかどうかは、後日
　回覧でお知らせ

５月30日㈰９時～12時予定
荒天中止
※実施するかどうかは、後日
　回覧でお知らせ

５月30日㈰８時30分～10時
荒天中止

６月13日㈰８時30分～10時
荒天中止

６月６日㈰
※実施するかどうかは、後日
　美杉だよりでお知らせ

各自治会単位で実施

環境政策課
　229－3258

久居総合支所
地域振興課
　255－8843

河芸総合支所
地域振興課
　244－1706

芸濃総合支所
地域振興課
　266－2516

美里総合支所
地域振興課
　279－8119

安濃総合支所
地域振興課
　268－5517

香良洲総合支所
地域振興課
　292－4308

一志総合支所
地域振興課
　293－3008

白山総合支所
地域振興課
　262－7032

美杉総合支所
地域振興課
　272－8085

市営住宅課
　229－3190　　229－3213

市営住宅入居者

久居分室
　255－8853　　255－5586

　地域や自治会の皆さんの協力
で、道路や公園などの清掃を行い
ます。ごみのないきれいなまちづ
くりにご協力ください。

　

　狂犬病予防注射は法律で年に１
回、４月１日～６月30日の期間
内に飼い犬に受けさせることと定
められていますが、新型コロナウ
イルス感染症の流行状況を踏まえ
た特例措置として今年度に限り注
射の接種期間が12月31日(金)ま
で延長されます。
　動物病院を受診する際は、待合
室での混雑を避けるため、予約の
必要性や料金などの心配事につい

て事前に電話で相談するなど、感
染症防止のための配慮をお願いし
ます。
狂犬病について
　狂犬病は犬だけでなく人にも感
染し、発症するとほぼ100％死亡
する病気です。現在、日本での発
生はありませんが、周辺国を含む
世界のほとんどの地域で依然とし
て発生していることから、万が一
の侵入に備
え、飼い犬
の登録と予
防注射を必
ず行ってく
ださい。

　失業や病気などにより生活が困
窮している人や家族の引きこもり
で困っている人はご相談くださ
い。相談内容に応じて、解決に向
けて一緒に考え取り組んでいきま
す。相談は無料で、秘密・個人情
報は厳守します。
こんな悩みや困りごとを抱えてい
ませんか？
●仕事がなかなか見つからない
●仕事を辞めて家賃が支払えない
●家族の引きこもり、未就労
●借金が多
　く生活が
　苦しい
●どこに相
　談すれば
　よいか分
　からない

　市の職員や委託業者を装い、浄
水器の購入や水道管の洗浄を勧め
る訪問販売が増えています。ま
た、水道メーターの交換を装って
料金を請求するなど、より悪質な

ケースも発生しています(市が行う
水道メーターの交換は無料で行っ
ています)。トラブルに巻き込ま
れないよう十分注意し、不審な点
があればお問い合わせください。

と　き　５月19日(水)９時30分
～11時20分、12時50分～16
時30分
ところ　津リージョンンプラザ１
階出会いの広場北側
対　象　男性17～69歳、女性18
～69歳で男女とも体重が50㎏
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

　５月６日(木)から配布する所定
の申込用紙に必要書類を添えて、
直接市営住宅課または同課久居分
室へ提出してください。
申込期間　５月11日(火)～14日
(金)８時30分～17時15分　
※郵便・ファクスでの申込用紙の
配布、受け付けはできません。
※一部の住宅では随時入居者を募
集しています。詳しくはお問い
合わせください。
犯罪被害者世帯を市営住宅の優先
抽選対象者に
　これまで対象としていた心身障
がい者世帯などに加え、犯罪被害
者等基本法に規定する犯罪被害者
世帯も対象となりました。詳しく
は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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津市ホーム
ページ

環境保全課
　229－3140　　229－3354

ホタル観察会

環境学習センター
　237－1185　　237－5385

エコバッグ講習会

安濃総合支所地域振興課
　268－5517　　268－3357

安濃ふれあい農園利用者

都市政策課
　229－3290　　229－3336

津市景観審議会委員

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画をテーマとした
講師を派遣します

環境政策課
　229－3212　　229－3354

エコエコ家族
～家族でエコを考えよう～

と　き　６月５日(土)19時～21
時　※小雨決行

ところ　市内(後日参加者に連絡)
対　象　市内に在住の小中学生と
保護者

定　員　抽選30人程度
申し込み　電話またはファクスで
環境保全課へ

締め切り　５月14日(金)

　着なくなった洋服や着物を使っ
て、エコバッグを作ってみませんか。
と　き　６月６日(日)午前の部…
９時30分～12時、午後の部…
13時30分～16時

ところ　環境学習センター(津市
リサイクルセンター２階)

対　象　市内に在住の人
定　員　抽選各８人　
申し込み　電 話
またはファク
スで環境学習
センターへ

締め切り　５月
15日(土)17時
※月曜日休館

　市内で活動する団体の皆さんが
集まる場に、男女共同参画をテー
マに講師を無料で派遣します。男
女共同参画について考えてみませ
んか。
対　象　自治会、老人会、NPO
法人等市内で活動する団体など

内　容　①「男女共同参画とは」と
各論(５つのテーマから１つ選択)

のトーク ②男性や家族への家
事・育児参画を目的とした実体
験を交えたトーク　※①②選択

派遣期間　７月１日(木)～来年２
月28日(月)　※講師の日程都合
により派遣できない場合あり

申し込み　男女共同参画室などの
窓口にある所定の申込用紙に必
要事項を記入し、郵送またはＥ
メールで男女共同参画室(〒

　514－8611 住所不要、　229－
3103@city.tsu.lg.jp)へ　※申
込用紙は津市ホームページから
もダウンロード可。書類選考あり
申込期間　５月10日(月)～31日
(月)　※詳しくは申
込用紙または津市
ホームページをご
覧ください。

利用期間　６月１日(火)～来年３
月31日(木)　※以後も更新可　

ところ　安濃町内多1038-1
面積・費用　１区画当たり約19
㎡、年額3,000円

募集区画　抽選５区画
申し込み　安濃総合支所地域振興
課にある申込書に必要事項を記
入し、直接窓口または郵送で安
濃総合支所地域振興課(〒514－
2326 住所不要)へ　※申込書
は津市ホームページからもダウ
ンロード可

申込期間　５月６日(木)～14日(金)

　身近な省エネ・節約で環境への
負荷が少ない生活に取り組む「エ
コエコ家族」になりませんか。

エコエコ家族になるために
①環境政策課または各総合支所地
域振興課でエコエコシートを受
け取ります。
②家庭でできる環境に優しい行動
を考えて実行し、エコエコシー
トに記録します。
③１カ月間エコな生活ができた家
族には、「エコエコ家族認定証」
をお渡しします。
対　象　市 内 に 在
　住・在勤・在学の
　人を含む家族
申し込み　環境政策
　課へ

　景観づくりに関する重要事項
や、景観計画の変更に関する事項
を調査・審議する景観審議会の委
員を公募します。
対　象　市内に在住・在勤・在学
で４月１日時点で20歳以上の人
※津市の議員・常勤職員・審議
会などの委員の人、過去に津市
景観審議会の委員に選任された
ことがある人を除く
任　期　委嘱した日から２年間
定　員　３人程度　※書類選考あ
り
報　酬　審議会１回につき9,000円
申し込み　都市政策課にある所定
の応募用紙に必要事項を記入し、
800字程度の作文「津市の景観
について思うこと」(様式自由)を
添えて、直接窓口または郵送、
ファクス、Ｅメールで都市政策
課(〒514－8611 住所不要、　
229－3177@city.tsu.lg.jp)へ
※応募用紙は津市ホームページ
からもダウンロード可
締め切り　５月21日(金)必着



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

…直接海浜公園管理事務所窓口へ
※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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募　　集

イベント
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」～
　５月22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　　塚田森
生さん(三重大学大学院生物資源
学研究科准教授)による講演「花と
昆虫の深くて長い歴史～なぜいろ
いろな花があるのか～」
　津文化協会担当(　090－1236－
1144)

河川愛護モニター
　日常生活の範囲内で、河川のご
みの不法投棄、水質異常などを河
川管理者へご連絡いただける河川
愛護モニターを募集します。　※期
間は７月１日(木)～来年６月30日
(木)

　20歳以上　　雲出川雲出古川
区間…１人、波瀬川区間…１人　
　５月27日(木)までに応募用紙を
直接窓口または郵送、ファクス、
Ｅメールで三重河川国道事務所河
川占用調整課(〒514－8502 広明
町297、　229－2231、　cbr－
ir-mika5@milt.go.jp)へ　※必
着。応募用紙は同課(　229－
2218)へ請求、または同事務所
ホームページからダウンロード

親子エンジョイテニス教室
　初心者から上級
者まで一緒に楽し
みましょう。
　①５月８日～８
月21日 ②８月28
日～12月11日のいずれも土曜日
９時～11時(各全10回)　　古道公
園内テニスコート　　５歳以上　
　4,000円(５歳～小学生は4,500
円)
　電話またはファクス、Ｅメール
で津テニス協会(　・　232－
7365、　fiftybells－0427@jg7.
so－net.ne.jp)へ

ジュニアユースヨットクラブ
ヨット試乗会
　５月16日・23
日、６月６日、
７月４日・1 1
日・25日、８月
８日・22日いずれも日曜日９時
～12時　　津ヨットハーバー(津興)
　小型ヨットを使用した体験試乗
会　※運動のできる服装でウイン
ドブレーカー、着替えを持参　　
小学３年生～中学生　　各10人
　800円／回
　三重県ヨット連盟担当(　050－
3694－1951)へ

春の町民囲碁まつり
　５月23日
(日)10時～
(受け付けは
９時30分～)
　一身田公民
館　　棋力別のリーグ戦　　　
24人　　1,500円(昼食代を含む)
　５月10日(月)～21日(金)に同公
民館囲碁サークル木曜会担当(　
232－1079)へ

■津市民体育大会

サッカー
（シニア50の部） ６月20日㈰ 海浜公園内陸上

競技場 45歳以上 ５月17日㈪～６月11日㈮６チーム

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

■津市民スポーツ教室

日本拳法 ５月28日㈮
19：00～21：00

三重武道館柔剣
道場 小学生以上 ５月６日㈭～24日㈪20人

スポーツウエルネス
吹矢

６月27日㈰
①10：00～11：30 ②13：30～
15：00

サオリーナサブ
アリーナ

小学４年生以上
（①初心者・経験者
②経験者）

５月６日㈭～31日㈪50人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間

■津市民スポーツ健康教室

ストレッチポール＆
リラクゼーションス
トレッチ

５月26日、６月９日・23日、７
月14日・28日いずれも水曜日
10：00～11：15（全５回）

海浜公園内陸上
競技場会議室 16歳以上 ５月６日㈭～

21日㈮ 2,500円12人

種　目 と　き ところ 対　象 定員（先着） 申込期間 費　用



　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

介護に関する入門的研修(Web研修)
　８月２日(月)～来
年２月15日(火)の間
で３週間　　講義動
画の視聴と教材で学
習し、各科目修了後にレポートを
提出　　県内に在住の介護未経験
者　　　150人　　無料(イン
ターネット通信料は自己負担)
　５月10日(月)～来年１月21日(金)
に電話で、または受講申込書を郵送・
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

介護に関する入門的研修(出前研修)
　介護に関する基礎知識や基本な
どの研修に講師を派遣します。オ
ンライン研修もあります。
　来年２月15日(火)まで　　県内
の企業などの団体(最低遂行人数
５人)　　無料(会場費、オンライ
ン研修時のインターネット通信料
は自己負担)
　来年１月31日(月)までに電話
で、または受講申込書を郵送・
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(通信講座)
②介護職員初任者研修(通信講座) 
　①６月29日(火)～９月１日(水)
②８月10日(火)～11月12日(金)
　テキストなどの資料で学習し、指
定の各期日までにレポート課題を提
出　※①３日間 ②10日間のスクー
リング研修あり　　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　
　　各39人　　①2,750円 ②
5,500円　※いずれもテキスト代
　①５月７日(金)～６月２日(水) 
②５月７日(金)～７月16日(金)に
参加申請書を、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)

認知症の人と家族の会 
津地区つどい
　認知症の人や家族介護者、専門
職等が集まり、介護の悩み解決に
向けて意見や情報を交換します。
　５月８日(土)10時～12時　　
新町会館研修室１　　認知症の人
や家族介護者　　30人　　300
円(認知症の人は無料)
　認知症の人と家族の会三重県支
部担当(　090－6462－8365)へ

転倒予防教室
　５月27日(木)①10時～11時 ②
11時15分～12時15分　※①②
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「のばそう！健康寿命」と転倒
予防体操　　市内に在住の65歳
以上　　各35人
　津市社会福祉協議会(　213－
7111)へ

①暮らしの保健室 
②みかん大 よりみちカフェ
　５月20日(木)①
10時～12時 ②13
時30分～15時　　
県立看護大学(夢が
丘一丁目)　　①看
護師・保健師による健康相談 ②
看護師・保健師とのゲームやお
しゃべり
　同大学(　233－5655)

依存問題に関する相談
　毎日９時30分～18時30分　　
三重ダルク(栄町三丁目)　　アル
コールや薬物などの依存問題から
回復を図る人やその家族
　三重ダルク(　222－7510)へ

法的な困りごとは法テラスへ
　毎週月～金曜日９時～21時、
土曜日９時～17時(祝・休日、年

末年始を除く)　　法的トラブル
の解決に役立つ法制度や相談窓口
の情報提供
　法テラスサポートダイヤル(法的
トラブル)…　0570－078374、法
テラス犯罪被害者支援ダイヤル…
　0570－079714

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談　※電話相
談や法律相談(予約制)などもあり
ます。
　同センター(　221－7830)

社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県社
会保険労務士会(島崎町)　　解
雇、賃金、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

行政書士定例相談(要予約)
　毎月第２木曜日10時～12時、
13時～16時(祝・休日、年末年始
を除く)　　三重県行政書士会事
務局(広明町)　※電話相談に変更
する場合あり　　遺産相続にかか
る遺言書、遺産分割協議書、各種
契約書などの作成や法人設立、許
認可申請書類の作成または提出手
続き代理に関すること
　同行政書士会(　226－3137)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)



毎
月
1日
・
16日

発
行

編
集・発

行
／
津
市
政
策
財
務
部
広
報
課
 

〒
514－8611 西

丸
之
内
23－1　

　
　
059－229－3111　

　
059－229－3339

印
刷
／
寿
印
刷
工
業
株
式
会
社

広
報
 つ！

津市長　前葉　泰幸

Mayor’s Column

ワクチンの接種体制を
　　　　　　整えました
               

Vol.108 (2021.5.1)

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

　第11回ロケーションジャ
パン大賞授賞式…２月18日
　最も地域を沸かせ、人を
動かした作品・地域に贈ら
れるロケーションジャパン
大賞で、「浅田家！×津
市」がグランプリを獲得。
津市からリモートで喜びの
声を届けました。

　退職者辞令交付式(津リー
ジョンプラザ)…３月31日
　感染リスクを避けお城
ホールで退職辞令を交付。
71人の市政への貢献に感
謝を申し上げ、皆さんのご
健勝とこれまで培われた
経験と見識を生かした今
後のご活躍を祈念します。

　本年２月、国は新型コロナウイルスに対応する
医療従事者へのワクチン接種を国立病院機構など
全国100カ所の病院で先行して始めました。３月
からは県が一般の医療従事者への優先接種を進め
ており、４月には限定的ながら市町村が実施する
住民接種も始まりました。
　厚生労働省が市町村向けにワクチン接種に関す
る説明会を初めて開催したのは昨年12月中旬。当
時、医療従事者に次いで65歳以上の高齢者を対象
とした住民への優先接種が始まるのは３月下旬と
見込まれており、自治体には年度内を目途とした
接種体制の確保が求められました。
　津市は予防接種を担当する健康づくり課に１月
に３人、さらに２月に８人を増員し「新型コロナ
ウイルスワクチン接種推進室」を創設。組織体制
の整備と並行して高齢者施設側との合意形成を進
め、２月１日にはいち早く高齢者施設の入所者へ
の接種を施設内で行う方針を発表するなど、接種
体制の構築を急ぎました。
　政府のワクチン調達計画に狂いが生じ、それま
で自治体に早めの準備を要請していた国の姿勢に
変化が現れたのはその頃です。ＥＵ(欧州連合)の
ワクチン需給がひっ迫し、米英製ワクチンの輸入
に頼る日本は接種スケジュールの見直しを余儀な
くされました。会議を重ねるごとに国の担当官の
歯切れが悪くなり、ついに３月下旬からの高齢者
向け接種予定は４月以降にずれ込むことになりま
した。それでもワクチンへの期待から接種日程に
関するお問い合わせが途切れることはなく、国か
ら具体的な情報が入らず計画の策定もままならな
い市町村は返答に苦慮するばかりでした。
　ようやくワクチン配給第１弾の内容が明らかに

なったのは３月に入ってからです。国から三重県
内の市町に出荷されるのは４月５日の週に２箱、
12日の週に10箱、19日の週に10箱、合計22箱で
あることが通知され、29市町への配分は県の判断
に委ねられました。
　津市には４月５日の週に届く第１便の２箱のう
ち１箱が割り当てられました。１箱には487人が
２回接種を受ける分量のワクチンが入っています
が、優先接種の対象となる昭和32年４月１日以前
にお生まれになった津市在住の高齢者は８万
5,000人いらっしゃいます。初めて届くワクチン
はその0.5％分とごくわずかなことから、接種開始
日の４月12日は介護老人保健施設の入所者の方々
を優先することになりました。
　４月26日の週には全国の市町村にそれぞれワク
チン１箱が届き、５月の連休明けからは供給が潤
沢になることが予想されます。配給体制も自治体
の接種スピードに応じたものに切り替わります
が、16歳以上の全ての市民23万人を対象とした前
例のない大規模接種を遅滞なく進めるためには特
別の体制を整備する必要があります。
　津市は、集団接種会場として、①津センターパ
レス、②イオンモール津南、③久居インターガー
デンの３カ所を選定し、医師会、薬剤師会など医
療関係者のご協力の下、接種体制を整えました。
さらに、巡回型の集団接種会場を地域の公共施設
内に設置します。個別接種には125の協力医療機
関から合意をいただきました。
　４月からは接種券の発送も順次行い、あとはワ
クチンの到着を待つばかりとなりました。今後は
５月13日からの接種開始に向け、対象となる方へ
の迅速かつ正確な情報発信に努めてまいります。
接種可能な場所と日時、予約開始日とその方法な
ど、本誌・広報津はもとより、市のホームペー
ジ、ケーブルテレビの行政情報チャンネル、町内
回覧など、多様な媒体を使ってご案内します。
　感染拡大を抑え、感染症収束への道筋をつける
ためには速やかに住民接種を進めることが何より
大切です。住民の皆さまのご協力をいただきなが
ら全力で取り組んでまいります。

津市長コラムケーブルテレビ123chと津市ホームページでは、前葉市長がこのテーマについて語ります
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