
▼梨の受粉体験／香良洲小学校

ポルタ久居問題ってなあに？
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　　ねえねえ、シロモチくん。新
聞でも話題になってるけど、「ポ
ルタひさい」ってどんな問題
なの。
　それはね、平成10年8月に
約147億円の事業費を掛けて
住宅と商業施設を兼ねた「ポ
ルタひさい」を造ったんだよね。
だけど、住宅のところは売れ
たんだけど、商業施設のとこ
ろがほとんど売れなくて、事
業をやっていた久居駅前地区
市街地再開発組合が約44億
円の借金を返せなくなったんだ。

 

　　え、そんなに借金があったの。
それ、どうしたの？ 
　借金が返せなくて困った再
開発組合が、平成13年2月、ポ
ルタひさいの駐車場を買って
もらう予定だった久居都市開
発っていう会社とお金を借り
た銀行を相手に、裁判所へ調
停してほしいって申し出たんだ。
　久居都市開発はポルタひさ
いの駐車場などを管理する目
的で設立された会社で、合併
前の旧久居市が8,700万円出
資して会社の筆頭株主になっ
ているんだよ。
　その後、長い間いろいろ議
論があったみたいだけど、平
成16年6月に、再開発組合か
ら久居都市開発が12億6,000
万円で資産（駐車場・駐輪場
15,261㎡、商業床5,659㎡お

よび区分所有の土地）を買い
取ることで決着したんだ。 　

　へー、それじゃ、問題は解決
したんじゃないの。 
　そうじゃないんだ。久居都
市開発は、銀行から9億2,000
万円、旧久居市から2億円の
お金を借りて買ったんだけど、
金融機関から久居都市開発が
借金の返済ができないときに
は、旧久居市が損害を担保す
る契約をしてくれと言われて、
そういう契約をしてるんだ。

　え～～。じゃあ、今は津市が
その責任を負ってるっていう
ことなの？ 
　そうなんだよ。で、この久居
都市開発は、これまで経費削
減に努めて、家賃収入から減
価償却や借入金の返済を含む
経費を差し引いた若干の利益
を出しながらぎりぎりの経営
をしてきているんだけど、平
成26年からは旧久居市から
借り入れた2億円の償還（毎
年約1,300万円）が始まるんだ。
　元金だけでも3,500万円を

返済しなくちゃいけないんだ
けど、その資金が用意できな
いことになりそうなんだよ。 
　そうなの？じゃあ、会社が払
えないとなると、今の津市が
返済を肩代わりすることにな
るから、市の問題でもあるのね。
　そういうこと。久居都市開
発は平成16年に計画的な資
金運用のための収支シミュレー
ションを作っているんだけど、
実際には計画通り借入金の返
済に充てる資金がたまっては
いないんだ。
　それは大変だよね。でも、
もともとそのシミュレーショ
ンに無理はなかったの？
　そう、この収支シミュレーショ
ンにはもともと無理があると
言えるね。例えば、健全な会社
経営をするのなら、中・長期の

修繕計画がないといけないん
だけど、全くないとかね。
　そうそう、もっとすごいのは、
短期プライムレートっていう
金利水準でお金を借りること
になってるんだけど、返済が
終わるまで1.1％で計算され
ているんだ。短期プライムレー
トって、これまで一番低くても
1.375％までしか下がったこ
とがないんだ。逆にバブルの
時は8％台まで上がったこと
があるんだけど、これからは
そこまで上がることはないと
思うんだけどね。
　平成16年に久居都市開発
が借金をしちゃったときから、
こうなるのは分かっていたん
だね。35年にわたって家賃な
どの収入は一定に入ってくる
想定なのに、長期の修繕計画
がないなんておかしいよね。
　そうなんだ。それに加えて
昨年末に大手スーパーマーケッ
トがポルタひさいから退去し
たことで、この経営危機がやっ
て来るのが1～2年早まっちゃっ
たんだ。
　へ～～。そういうことがあ
るとは全然知らなかった。そ
れで、どうすればいいの？
　ん～～。いろいろあるだろ
うけど、例えば持ってる資産
や事業を売却したりして、根
本からの解決策を考えないと
ね。

ポルタひさいは、平成10年8月に市街地再
開発事業により近鉄久居駅前に建て
られた商業施設と共同住宅などから
なる複合ビルです。このポルタひさ

いの駐車場や商業床は、市が出資をす
る第三セクターの久居都市開発株式会社が保有して

いますが、現在、経営上の問題を抱えています。このポ
ルタひさいが抱える問題がどういうことなのか、津市ＰＲ

キャラクターのシロモチくんとゴーちゃんが分かりやすく
解説します。

ポルタひさいは、平成10年8月に市街地再
開発事業により近鉄久居駅前に建て
られた商業施設と共同住宅などから
なる複合ビルです。このポルタひさ

いの駐車場や商業床は、市が出資をす
る第三セクターの久居都市開発株式会社が保有して

いますが、現在、経営上の問題を抱えています。このポ
ルタひさいが抱える問題がどういうことなのか、津市ＰＲ

キャラクターのシロモチくんとゴーちゃんが分かりやすく
解説します。

ポルタひさい問題ってなあに？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政

ポルタひさい問題ってなあに？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政

シロモチくんシロモチくん
ゴーちゃんゴーちゃん

問い合わせ　都市整備課　　229－3183　　229－3336問い合わせ　都市整備課　　229－3183　　229－3336
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　　ねえねえ、シロモチくん。新
聞でも話題になってるけど、「ポ
ルタひさい」ってどんな問題
なの。
　それはね、平成10年8月に
約147億円の事業費を掛けて
住宅と商業施設を兼ねた「ポ
ルタひさい」を造ったんだよね。
だけど、住宅のところは売れ
たんだけど、商業施設のとこ
ろがほとんど売れなくて、事
業をやっていた久居駅前地区
市街地再開発組合が約44億
円の借金を返せなくなったんだ。

 

　　え、そんなに借金があったの。
それ、どうしたの？ 
　借金が返せなくて困った再
開発組合が、平成13年2月、ポ
ルタひさいの駐車場を買って
もらう予定だった久居都市開
発っていう会社とお金を借り
た銀行を相手に、裁判所へ調
停してほしいって申し出たんだ。
　久居都市開発はポルタひさ
いの駐車場などを管理する目
的で設立された会社で、合併
前の旧久居市が8,700万円出
資して会社の筆頭株主になっ
ているんだよ。
　その後、長い間いろいろ議
論があったみたいだけど、平
成16年6月に、再開発組合か
ら久居都市開発が12億6,000
万円で資産（駐車場・駐輪場
15,261㎡、商業床5,659㎡お

よび区分所有の土地）を買い
取ることで決着したんだ。 　

　へー、それじゃ、問題は解決
したんじゃないの。 
　そうじゃないんだ。久居都
市開発は、銀行から9億2,000
万円、旧久居市から2億円の
お金を借りて買ったんだけど、
金融機関から久居都市開発が
借金の返済ができないときに
は、旧久居市が損害を担保す
る契約をしてくれと言われて、
そういう契約をしてるんだ。

　え～～。じゃあ、今は津市が
その責任を負ってるっていう
ことなの？ 
　そうなんだよ。で、この久居
都市開発は、これまで経費削
減に努めて、家賃収入から減
価償却や借入金の返済を含む
経費を差し引いた若干の利益
を出しながらぎりぎりの経営
をしてきているんだけど、平
成26年からは旧久居市から
借り入れた2億円の償還（毎
年約1,300万円）が始まるんだ。
　元金だけでも3,500万円を

返済しなくちゃいけないんだ
けど、その資金が用意できな
いことになりそうなんだよ。 
　そうなの？じゃあ、会社が払
えないとなると、今の津市が
返済を肩代わりすることにな
るから、市の問題でもあるのね。
　そういうこと。久居都市開
発は平成16年に計画的な資
金運用のための収支シミュレー
ションを作っているんだけど、
実際には計画通り借入金の返
済に充てる資金がたまっては
いないんだ。
　それは大変だよね。でも、
もともとそのシミュレーショ
ンに無理はなかったの？
　そう、この収支シミュレーショ
ンにはもともと無理があると
言えるね。例えば、健全な会社
経営をするのなら、中・長期の

修繕計画がないといけないん
だけど、全くないとかね。
　そうそう、もっとすごいのは、
短期プライムレートっていう
金利水準でお金を借りること
になってるんだけど、返済が
終わるまで1.1％で計算され
ているんだ。短期プライムレー
トって、これまで一番低くても
1.375％までしか下がったこ
とがないんだ。逆にバブルの
時は8％台まで上がったこと
があるんだけど、これからは
そこまで上がることはないと
思うんだけどね。
　平成16年に久居都市開発
が借金をしちゃったときから、
こうなるのは分かっていたん
だね。35年にわたって家賃な
どの収入は一定に入ってくる
想定なのに、長期の修繕計画
がないなんておかしいよね。
　そうなんだ。それに加えて
昨年末に大手スーパーマーケッ
トがポルタひさいから退去し
たことで、この経営危機がやっ
て来るのが1～2年早まっちゃっ
たんだ。
　へ～～。そういうことがあ
るとは全然知らなかった。そ
れで、どうすればいいの？
　ん～～。いろいろあるだろ
うけど、例えば持ってる資産
や事業を売却したりして、根
本からの解決策を考えないと
ね。

ポルタひさいは、平成10年8月に市街地再
開発事業により近鉄久居駅前に建て
られた商業施設と共同住宅などから
なる複合ビルです。このポルタひさ

いの駐車場や商業床は、市が出資をす
る第三セクターの久居都市開発株式会社が保有して

いますが、現在、経営上の問題を抱えています。このポ
ルタひさいが抱える問題がどういうことなのか、津市ＰＲ

キャラクターのシロモチくんとゴーちゃんが分かりやすく
解説します。

ポルタひさいは、平成10年8月に市街地再
開発事業により近鉄久居駅前に建て
られた商業施設と共同住宅などから
なる複合ビルです。このポルタひさ

いの駐車場や商業床は、市が出資をす
る第三セクターの久居都市開発株式会社が保有して

いますが、現在、経営上の問題を抱えています。このポ
ルタひさいが抱える問題がどういうことなのか、津市ＰＲ

キャラクターのシロモチくんとゴーちゃんが分かりやすく
解説します。

ポルタひさい問題ってなあに？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政

ポルタひさい問題ってなあに？
シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政

シロモチくんシロモチくん
ゴーちゃんゴーちゃん

問い合わせ　都市整備課　　229－3183　　229－3336問い合わせ　都市整備課　　229－3183　　229－3336
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津市総合計画後期基本計画の策定を進めています津市総合計画後期基本計画の策定を進めています

　総合計画は、目指すべき将来像や、まちづくり
の方向性など、今後の市政運営の基本となる津市
の最上位の計画です。
　津市では、平成20年に津市総合計画を策定し、

「環境と共生し、心豊かで元気あふれる美しい県都」
の創造を目指し、まちづくりを進めています。　 
　現在の津市総合計画は、まちづくりの基本的な
理念や枠組みを示した平成29年度までの10年間
を計画期間とする「基本構想」と、基本構想の施
策に基づく具体的な目標と事業展開を定めた平
成24年度までの5年間を計画期間とする「前期基
本計画」で構成しています。

　今年度は、前期基本計画の終了年度で、次の平
成25～29年度を計画期間とする後期基本計画の
策定に向けた取り組みを進めています。
　策定に当たっては、前期基本計画に掲げる事業
の取り組み状況などを確認するとともに、市政を
取り巻く現状を把握するため、住民意識調査や人
口・経済などの客観的なデータ分析を行いました。
前期基本計画の点検結果や住民意識調査の結果、

データ分析の結果は、津市ホームページのトップペー
ジ中段「市政情報」の「津市総合計画について」
からご覧になれます。
　これらの情報とともに、あらゆる機会を通じて
まちづくりに関する市民の皆さんの「アイデア」
や「想い」などをいただきながら、後期基本計画
が市民の皆さんと共感できる計画となるよう取り
組んでいきます。

　津市総合計画に位置付けられた、5つのまちづ
くりの目標に関して、今後のまちづくりにおいて
最も力を入れるべき重点項目として回答が多かっ
たものは、右表のとおりでした。

　市の取り組みに対する評価や、まちづくりへの
意識を把握するため、今年2月にアンケート調査
を行いました。ご協力いただいた皆さん、ありが
とうございました。
　今回、その結果の一部をご紹介します。 

　

総合計画って？

これからどうするの？

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

住民意識調査の結果

■まちへの愛着度と定住意向について

■今後のまちづくりの最重点項目

　市民の皆さんとのコミュニケーションを計画策定の参考
とするための試みとして、後期基本計画の策定状況や、ま
ちづくりに関わる情報を提供できるよう､｢Facebook」に
専用のページを開設しました。
　このページで、津市の状況やこれまでの取り組みをお知
らせし、広く皆さんのご意見などをいただきながら進めて
いきます。　
Facebookページアドレス
http://www.facebook.com/tsuseisaku

Facebookの「津市まちづくり情報板」から情報発信！

まちづくりに関する皆さんからの「アイデア」や「想い」をぜひお聞かせください

ご意見などは、政策課（市本庁舎4階、　229－3101、　229－3330、　229－3101@city.tsu.lg.jp）へ

調査対象　市内に在住の15歳以上の人（無作為抽出）
調査時期　平成24年2月
調査方法　郵送による配布・回収
配布数　7,000（うち回収数2,954）
回収率　42.2％

調査の概要

市民の皆さんからの「アイデア」
や「想い」など

現在の人口・経済などの客観的な
データ分析

総合計画
後期基本計画の策定

前期基本計画における
点検結果

これから予想される
社会情勢の変化など

～後期基本計画策定のイメージ～

美しい環境と共生するまちづくり

安全で安心して暮らせるまちづくり

豊かな文化と心を育むまちづくり

活力のあるまちづくり

参加と協働のまちづくり

まちづくりの

５つの目標

将来像実現のための目標

将来像

平成20～24年度 平成25～29年度 平成30年度～

基　本　構　想

前期基本計画 後期基本計画
次期総合計画

計画期間

環境と共生し、
　心豊かで元気あふれる美しい県都

美しい環境と共生する

まちづくり

安全で安心して暮らせ

るまちづくり

豊かな文化と心を育む

まちづくり

活力のあるまちづくり

参加と協働のまちづくり

・生活道路の整備
・廃棄物等の適正な処理
・生活排水対策の推進　　　　　　など

・災害に強いまちの推進
・高齢者福祉の充実
・地域医療体制の充実　　　　　　など

・学校教育
・幼児教育
・青少年の健全育成　　　　　　　など

・勤労者福祉と雇用の推進
・道路ネットワークの整備
・農業の振興　　　　　　　　　　など

・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
・市民活動の促進
・協働のまちづくりの推進　　　　など

・上水道・簡易水道の整備
・資源の循環的利用の推進
・生活排水対策の推進　　　など

・消防体制の充実
・健康づくりの推進
・交通安全対策の推進　　　など

・生涯学習
・学校教育
・幼児教育　　　　　　　　など

・道路ネットワークの整備
・港湾の整備
・公共交通の充実　　　　　など

・広報広聴
・市民活動の促進
・情報公開の推進　　　　　など

・環境共生社会の実現に向けた活動
・住環境の整備
・市街地の整備　　　　　　　　　など

・低所得者福祉の充実
・母子・父子福祉の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　など

・青少年の健全育成
・高等教育機関
・人権・平和施策の推進　　　　　など

・林業の振興
・水産業の振興
・勤労者福祉と雇用の推進　　　　など

・都市間交流、国際交流の推進
・男女共同参画の推進
・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進　など

今後のまちづくりの最重点項目まちづくりの５つの目標 重要度の高い項目 満足度の低い項目

Q.あなたは、津市について､「自分のまち」として愛着を感

　じていますか。

とても愛着を感じている
26.6％

あまり愛着を
感じていない
9.5％

Q.あなたは、現在の居住地に、これからも住み続けたいと

　思いますか。

愛着を感じて
いない
2.8％

どちらとも
いえない
8.4％

無回答
5.7％

※比率はすべてパーセントで表示していますが、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合が
　あります。

どちらかというと
愛着を感じている
47.0％

無回答
5.5％

これからもずっと
住み続けたい
48.7％

当面は住み
続けたい
30.3％

できれば転居
したい
7.8％

すぐにでも転居
したい　1.0％

どちらとも
いえない
6.8％
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　津市総合計画に位置付けられた、5つのまちづ
くりの目標に関して、今後のまちづくりにおいて
最も力を入れるべき重点項目として回答が多かっ
たものは、右表のとおりでした。

　市の取り組みに対する評価や、まちづくりへの
意識を把握するため、今年2月にアンケート調査
を行いました。ご協力いただいた皆さん、ありが
とうございました。
　今回、その結果の一部をご紹介します。 

　

住民意識調査の結果

■まちへの愛着度と定住意向について

■今後のまちづくりの最重点項目

　市民の皆さんとのコミュニケーションを計画策定の参考
とするための試みとして、後期基本計画の策定状況や、ま
ちづくりに関わる情報を提供できるよう､｢Facebook」に
専用のページを開設しました。
　このページで、津市の状況やこれまでの取り組みをお知
らせし、広く皆さんのご意見などをいただきながら進めて
いきます。　
Facebookページアドレス
http://www.facebook.com/tsuseisaku

Facebookの「津市まちづくり情報板」から情報発信！

まちづくりに関する皆さんからの「アイデア」や「想い」をぜひお聞かせください

ご意見などは、政策課（市本庁舎4階、　229－3101、　229－3330、　229－3101@city.tsu.lg.jp）へ

調査対象　市内に在住の15歳以上の人（無作為抽出）
調査時期　平成24年2月
調査方法　郵送による配布・回収
配布数　7,000（うち回収数2,954）
回収率　42.2％

調査の概要

美しい環境と共生する

まちづくり

安全で安心して暮らせ

るまちづくり

豊かな文化と心を育む

まちづくり

活力のあるまちづくり

参加と協働のまちづくり

・生活道路の整備
・廃棄物等の適正な処理
・生活排水対策の推進　　　　　　など

・災害に強いまちの推進
・高齢者福祉の充実
・地域医療体制の充実　　　　　　など

・学校教育
・幼児教育
・青少年の健全育成　　　　　　　など

・勤労者福祉と雇用の推進
・道路ネットワークの整備
・農業の振興　　　　　　　　　　など

・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進
・市民活動の促進
・協働のまちづくりの推進　　　　など

・上水道・簡易水道の整備
・資源の循環的利用の推進
・生活排水対策の推進　　　など

・消防体制の充実
・健康づくりの推進
・交通安全対策の推進　　　など

・生涯学習
・学校教育
・幼児教育　　　　　　　　など

・道路ネットワークの整備
・港湾の整備
・公共交通の充実　　　　　など

・広報広聴
・市民活動の促進
・情報公開の推進　　　　　など

・環境共生社会の実現に向けた活動
・住環境の整備
・市街地の整備　　　　　　　　　など

・低所得者福祉の充実
・母子・父子福祉の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　など

・青少年の健全育成
・高等教育機関
・人権・平和施策の推進　　　　　など

・林業の振興
・水産業の振興
・勤労者福祉と雇用の推進　　　　など

・都市間交流、国際交流の推進
・男女共同参画の推進
・ユニバーサルデザインのまちづくりの推進　など

今後のまちづくりの最重点項目まちづくりの５つの目標 重要度の高い項目 満足度の低い項目

Q.あなたは、津市について､「自分のまち」として愛着を感

　じていますか。

とても愛着を感じている
26.6％

あまり愛着を
感じていない
9.5％

Q.あなたは、現在の居住地に、これからも住み続けたいと

　思いますか。

愛着を感じて
いない
2.8％

どちらとも
いえない
8.4％

無回答
5.7％

※比率はすべてパーセントで表示していますが、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合が
　あります。

どちらかというと
愛着を感じている
47.0％

無回答
5.5％

これからもずっと
住み続けたい
48.7％

当面は住み
続けたい
30.3％

できれば転居
したい
7.8％

すぐにでも転居
したい　1.0％

どちらとも
いえない
6.8％
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問い合わせ　男女共同参画室　　229－3103　　229－3366

　「津市男女共同参画基本計画」は、津市総合計画に掲げるまちづ
くりの目標の一つ「参加と協働のまちづくり」を進めるために、男女
共同参画を推進する具体的な方針や取り組みなどを示したものです。
　津市男女共同参画基本計画の計画期間が今年度で終了するため､
新たに「第2次津市男女共同参画基本計画」の策定を進めています｡
その基礎資料として、2月に「男女共同参画に関する市民意識調査・
事業所調査」を行いましたので、今回、その結果の一部を紹介します。
詳しい内容は、津市ホームページでお知らせしています。
　今後も、パブリックコメントなどを実施していきますので、ご協力
をお願いします。

第2次津市男女共同参画基本計画の策定に向けて第2次津市男女共同参画基本計画の策定に向けて
男女が支えあい、いきいきと暮らせるまちをめざして

特別滞納整理推進室の取り組み特別滞納整理推進室の取り組み

～未収金の解消に向けて～

調査対象　市内に在住の20歳以
　上の人（無作為抽出）
調査時期　平成24年2月
調査方法　郵送による配布・回収
配布数　3,000（うち回収数1,507）
回収率　50.2％

市民意識調査の概要

■家庭での役割について
　前回、平成19年度に行った調査と比較すると､「ほ
とんど男性」と「男性中心で女性も」を合わせた｢男
性が中心」の割合が「自治会・町内会などの地域
活動」で高くなっています。

また､「ほとんど女性」と「女性中心で男性も」を
合わせた｢女性が中心」の割合が「育児・子どもの
しつけ｣｢PTAなど学校行事への参加｣｢家族の介
護（要介護者や病人の世話）」で高くなっています。

※比率はすべてパーセントで表示していますが、小数点以下
　第2位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならな
　い場合があります。

※今回の調査では「家族で協力してする｣｢家族以外の人が 
　する｣｢現在は該当する子ども・要介護者がいないため、必
　要がない」の選択肢はありません。

洗濯、掃除

食事の支度・片付け

自治会・町内会
などの地域活動

育児･子どものしつけ

子どもの教育方針や
進路の決定

PTAなど学校
行事への参加

家族の介護

その他
無回答

ほとんど男性
男性中心で女性も
同程度
女性中心で男性も
ほとんど女性

家族で協力してする
家族以外の人がする
現在は該当する子ども・要介護者が
いないため、必要がない
無回答

ほとんど男性
男性中心で女性も
同程度
女性中心で男性も
ほとんど女性

今回（平成23年度） 前回（平成19年度）

　毎年6月23日から29日までの1週間を「男女
共同参画週間」としています。

　性別にかかわりなく、男性と
女性が、職場で、学校で、地域で、
家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」
について、この機会に考えてみ
ませんか。

　「歴史を拓いた津の女性たち」や「まちを元
気にする男女(なかま)たち」など、男女共同参
画に関する情報を掲
載しています。
配布場所　男女共同 
　参画室、各総合支
　所地域振興課（生
　活課）、公民館など

6月23日～29日は男女共同参画週間 男女共同参画情報紙 つばさ 第12号を発行6月23日～29日は男女共同参画週間 男女共同参画情報紙 つばさ 第12号を発行6月23日～29日は男女共同参画週間 男女共同参画情報紙 つばさ 第12号を発行

1.2 0.4
1.2 7.9

1.3
1.3 6.3

0.3
4.325.2

1.4
0.4 23.6 26.4 6.0 9.133.1

1.1
0.7 18.1 32.7 13.9 11.022.7

1.2 46.96.0 11.7 7.6 9.916.7

1.6 18.24.1 33.6 8.2 10.423.9

18.9 25.3 20.3 9.1 18.1 3.1 5.1

61.3

26.6 59.1 3.6
0.6 0.1

0.7 4.3 19.8 58.7 6.0 9.8

1.0 0.1
0.7 2.4 18.0 61.9

0.6
0.3 12.1 20.3

0.6 1.1
0.7 4.7 9.5 21.0 8.3 35.3 18.8

1.6 4.7 25.7 10.7

1.6 2.5 8.2 4.428.0 22.8 17.315.2

7.8 13.1 19.8 16.5

22.6 9.6 18.8 15.7

6.0 10.0

0.5 0.7
17.6 19.2 14.1 18.7 8.98.2 12.1

（単位 ％） （単位 ％）

　市税、国民健康保険料、介護保険料および保育
所入所負担金などの滞納事案のうち、一定の条件
に該当するものを引き継ぎ、それらの未収金を一
元的に解消するため、平成23年4月に特別滞納整
理推進室を設置しました。
　税金や国民健康保険料、介護保険料などは、さ
まざまな市民サービスの提供をはじめ、国民健康
保険などの各事業を運営する上で、欠かすことの
できない大切な財源です。特別滞納整理推進室

では平成23年4月から平
成24年3月の1年間にお
いて、373件に及ぶ給与
や不動産の差し押さえを
行うほか、インターネット
公売などを活用した未収

金の解消に取り組んできました。今後も市民サー
ビスの安定した提供はもとより、納付・納税の公平
性と歳入確保の観点からも未収金の解消に向け
た取り組みを推進していきますので、市税などは
納期限内に納付していただきますよう、市民の皆
さんのご理解ご協力をお願いします。

　「魅力ある中心市街地とは何だろう！」をテーマ
に、学生を中心としたパネルディスカッションを行
います。
　どなたでも自由に参加可能　当日参加も可能
ですが会場準備の都合によりあらかじめ参加を希
望する人は、Ｅメール（　waiwai@city.tsu.lg.jp）
または電話（　229－3169)、ファクス（　229－3335）
でお名前・参加人数のご連絡をお待ちしています。

問い合わせ　特別滞納整理推進室　　229－3216　　229－3331

問い合わせ　商業労政振興課
　　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　スポーツ振興課
　　　229－3373　　229－3247

平成24年3月31日現在の徴収実績(延滞金等を除く)

　応援グッズ
　吉田沙保里選手応援グッズのデザインを募集
したところ、88件の応募があり、吉田沙保里選
手応援実行委員会で審査し決定しました。この
応援グッズは、オリンピック会場やパブリックビュ
ーイング会場での応援に使用する予定です。
　応援メッセージを募集
　津市ホームページの吉田沙保里選手応援ペ
ージでは、応援メッセージを募集・発信しています。
日本人女子として前人未踏のオリンピック3連覇
に向け、皆さんからのメッセージが吉田選手の
大きなパワーとなるかもしれません。
　ぜひ、皆さんの大声援を届けてください。

今時の若者は中心市街地に何を求める！
自由討論会

6月29日 18：30スタート
市民オープンステージ 津センターパレス地下1階

金

ステージ
㈼

吉田沙保里選手応援メッセージ

参加無料参加無料参加無料
Saori Yoshida　Saori Yoshida　

市税

国民健康保険料(税)

介護保険料

保育所入所負担金

合　計

区　分 徴収済額 徴収率

816件

249件

148件

37件

1,250件

21.2%

26.5%

27.4%

16.7%

21.7%

2,095,364千円

203,442千円

13,216千円

21,404千円

2,333,426千円

444,468千円

53,994千円

3,617千円

3,584千円

505,663千円

引き継いだ件数・実質債権額

● ●

▲
▲

差し押さえ執行を示すタイヤロック

ガンバレ吉田沙保里選手ガンバレ吉田沙保里選手
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特別滞納整理推進室の取り組み特別滞納整理推進室の取り組み

～未収金の解消に向けて～

　市税、国民健康保険料、介護保険料および保育
所入所負担金などの滞納事案のうち、一定の条件
に該当するものを引き継ぎ、それらの未収金を一
元的に解消するため、平成23年4月に特別滞納整
理推進室を設置しました。
　税金や国民健康保険料、介護保険料などは、さ
まざまな市民サービスの提供をはじめ、国民健康
保険などの各事業を運営する上で、欠かすことの
できない大切な財源です。特別滞納整理推進室

では平成23年4月から平
成24年3月の1年間にお
いて、373件に及ぶ給与
や不動産の差し押さえを
行うほか、インターネット
公売などを活用した未収

金の解消に取り組んできました。今後も市民サー
ビスの安定した提供はもとより、納付・納税の公平
性と歳入確保の観点からも未収金の解消に向け
た取り組みを推進していきますので、市税などは
納期限内に納付していただきますよう、市民の皆
さんのご理解ご協力をお願いします。

　「魅力ある中心市街地とは何だろう！」をテーマ
に、学生を中心としたパネルディスカッションを行
います。
　どなたでも自由に参加可能　当日参加も可能
ですが会場準備の都合によりあらかじめ参加を希
望する人は、Ｅメール（　waiwai@city.tsu.lg.jp）
または電話（　229－3169)、ファクス（　229－3335）
でお名前・参加人数のご連絡をお待ちしています。

問い合わせ　特別滞納整理推進室　　229－3216　　229－3331

問い合わせ　商業労政振興課
　　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　スポーツ振興課
　　　229－3373　　229－3247

平成24年3月31日現在の徴収実績(延滞金等を除く)

　応援グッズ
　吉田沙保里選手応援グッズのデザインを募集
したところ、88件の応募があり、吉田沙保里選
手応援実行委員会で審査し決定しました。この
応援グッズは、オリンピック会場やパブリックビュ
ーイング会場での応援に使用する予定です。
　応援メッセージを募集
　津市ホームページの吉田沙保里選手応援ペ
ージでは、応援メッセージを募集・発信しています。
日本人女子として前人未踏のオリンピック3連覇
に向け、皆さんからのメッセージが吉田選手の
大きなパワーとなるかもしれません。
　ぜひ、皆さんの大声援を届けてください。

今時の若者は中心市街地に何を求める！
自由討論会

6月29日 18：30スタート
市民オープンステージ 津センターパレス地下1階

金

ステージ
㈼

吉田沙保里選手応援メッセージ

参加無料参加無料参加無料
Saori Yoshida　Saori Yoshida　

市税

国民健康保険料(税)

介護保険料

保育所入所負担金

合　計

区　分 徴収済額 徴収率

816件

249件

148件

37件

1,250件

21.2%

26.5%

27.4%

16.7%

21.7%

2,095,364千円

203,442千円

13,216千円

21,404千円

2,333,426千円

444,468千円

53,994千円

3,617千円

3,584千円

505,663千円

引き継いだ件数・実質債権額

● ●

▲
▲

差し押さえ執行を示すタイヤロック

ガンバレ吉田沙保里選手ガンバレ吉田沙保里選手



　平成23年中の所得に対する、
個人市民税・県民税の年税額が
決定しましたので、該当する人に
は納税通知書を6月に送付しま
す。同封の納付書に記載された
納期を確認の上、各金融機関や
コンビニエンスストアなどで納
めてください。
　なお、今年度、個人市民税・県
民税が非課税の人には、納税通
知書を送付しません。
納付方法
普通徴収
　市から送られてきた納税通知
書で、6月・8月・10月・翌年1月の
4回の納期に分けて、各個人で
納付していただきます。金融機
関等で口座振替手続きをしてい
る人は、指定の口座から引き落
とされます。
特別徴収
　給与所得者など
　個人市民税・県民税を6月から
翌年5月までの年12回に分けて
給与から差し引き、給与支払者
から納付していただきます。
　公的年金受給者
　所得が公的年金のみであるな
どの条件に該当する人は、個人
市民税・県民税を公的年金から
の引き落としにより納付してい
ただきます。なお、今年度新たに
この制度に該当する人には、納
税通知書に案内文書が同封して
ありますのでご確認ください。

　不法投棄は、法律で禁止され
ており、行為者は厳しく罰せらさ
れます。一人一人の心掛けにより、
ごみの正しい分別・廃棄・資源化
に努め、きれいなまちづくりを
進めましょう。
　また、不法投棄は人目につき
にくい場所や、管理が行き届い
ていない場所で行われる傾向が
ありますので、土地所有者や管
理者の皆さんは適正な管理をお
願いします。

　地域で環境活動をするクラブ
を募集します。会員になると、活
動に役立つニュースレターなど
をお送りします。
対　象　3～18歳のグループ
申し込み　環境政策課へ

と　き　6月29日（金）13時40
　分～15時
ところ　市白山庁舎
対　象　17～69歳の人で体重
　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

　小・中学校用などの教科書を
展示します。
とき・ところ
　6月15日（金）～28日（木）

　平成24年6月1日以降、市内に
住所があり、市立または私立の
幼稚園に就園している子どもの
いる家庭に対し、世帯の所得状
況に応じて保育料の減免を幼稚
園を通じて行います。
　詳しくは、就園先の幼稚園ま
たは教委学校教育課へお問い合
わせください。

　環境に配慮した農業を行って
いる人を支援するため、環境保
全型農業直接支払交付金を交付
しています。対象となる人で、ま
だ申請をしていない場合は申請
してください。
対　象
　エコファーマー認定を受けて
　いる農業者
　農業環境規範に基づく点検を
　行っている農業者
支援対象
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みとカ
　バークロップ（※１）の作付け
　を組み合わせた取り組み
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みとリ
　ビングマルチ（※2）を組み合
　わせた取り組み
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みと草
　生栽培（※3）を組み合わせた
　取り組み

　化学肥料・農薬を使用せず、遺
　伝子組み換え技術を利用しな
　い有機農業の取り組み
支援単価
　国…10アール当たり4,000円
　市…10アール当たり4,000円
申し込み　農林水産政策課にあ
　る申請書に必要事項を記入し
　て提出
締め切り　7月2日（月）

　農業経営の安定と国内生産力
の確保を図るため、今年度も「農

業者戸別所得補償制度」が実施
されます。交付要件などを確認し、
申請手続きをしてください。詳
しくは、農林水産政策課または、
東海農政局津地域センター（　
0120－38－3786）へお問い合わ
せください。
対象者　交付対象作物を販売目
　的で生産（耕作） 
　する販売農家、集
　落営農組織（営農
　グループ）
締め切り　7月2日
　（月）

　津藩が藤堂高虎の功績をまと
めた「聿脩録」の刊行に当たり、
水戸藩をはじめとする関係者と
やりとりした18通の書簡を翻字・
収録しました。
販売価格　600円
販売開始日　6月4日（月）
販売場所　教委生涯学習課、教
　委各事務所、文化振興課

○料金の記載のないものは無料
○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

お知らせ

市からのお知らせ市からのお知らせ
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市民税課
　229－3130　　229－3331

個人市民税・県民税の
納税通知書を発送

環境政策課
　229－3212　　229－3354

こどもエコクラブ(JEC)

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

幼稚園就園奨励制度

中央保健センター
　229－3310　　229－3287

6月の献血(400ml)

と　き　6月24日（日）9時～16時
内容・ところなど
○市税…市本庁舎2階収税課（　
　229－3136)、特別滞納整理
　推進室（　229－3216）
○国民健康保険料、後期高齢
　者医療保険料…市本庁舎1階
　保険年金課（　229－3161）

○介護保険料…市本庁舎1階介
　護保険課（　
　229－3149）
○保育料…市本
　庁舎1階こど
　も家庭課（　
　229－3167）

休日納付相談・納付窓口休日納付相談・納付窓口ご利用ください

カバークロップ…化学肥料、化
学合成農薬を5割以上低減する
取り組みの前後いずれかに緑肥
などを作付けする取り組み
リビングマルチ…化学肥料、化
学合成農薬を5割以上低減する
取り組みを行う作物の畝間に麦
類や牧草などを作付けする取り
組み
草生栽培…化学肥料、化学合成
農薬を5割以上低減する取り組
みを行う園地に麦類や牧草など
を作付けする取り組み

　ガソリンなどの石油類は、私たちの生活の中で、
欠かすことのできないものとなっています。こ
のような危険物の保安に対する意識の高揚と
啓発を推進するため、6月の第2週を危険物安
全週間としています。
　最近ではセルフ式ガソリンスタンドが普及し、
静電気による火災、噴きこぼれなどの事故が発
生しています。安全に給油などを行うため、ド
ライバーの皆さんは、次のことをしっかり守り
ましょう。
　車のエンジンを切り、燃料の種類をしっかり
　把握・確認しましょう
　給油キャップを開放する前に必ず静電気除去
　シートに触れましょう

　給油作業は正しい手順で確実に行いましょう
　 1 給油ノズルは、止まるところまで確実に差
　　し込む
　2 給油ノズルのレバーは、止まるところまで
　　確実に引く
　3 自動的に給油が止まったら、それ以上の給
　　油はしない
　4 給油後は、給油ノズルを確実に元の位置に
　　戻す
　給油の際は、給油口から可燃性蒸気が噴き出
　します。近くでたばこを吸ったり、ライターに
　火を付けたり絶対にしないようにしましょう
　ドライバー自らガソリンを携行缶などの容器
　に入れることは、やめましょう

問い合わせ　予防課　　254－0355　　256－7755

※1

※2

※3

6月3日～9日は

「危険物　めざせ完封　ゼロ災害」
6月3日～9日は危険物安全週間

「危険物　めざせ完封　ゼロ災害」

か ん  け い  お う  ふ く  し ょ  か ん

（平成24年度危険物安全週間推進標語）
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教委教育研究支援課
　229－3288　　229－3332

教科書展示会

開催時間 ところ

９時～20時
※土・日曜日は18
時まで

ポルタひさい3階多目的
研修室C

県総合教育センター１階
（大谷町）

９時～17時



　環境に配慮した農業を行って
いる人を支援するため、環境保
全型農業直接支払交付金を交付
しています。対象となる人で、ま
だ申請をしていない場合は申請
してください。
対　象
　エコファーマー認定を受けて
　いる農業者
　農業環境規範に基づく点検を
　行っている農業者
支援対象
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みとカ
　バークロップ（※１）の作付け
　を組み合わせた取り組み
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みとリ
　ビングマルチ（※2）を組み合
　わせた取り組み
　化学肥料、化学合成農薬を5
　割以上低減する取り組みと草
　生栽培（※3）を組み合わせた
　取り組み

　化学肥料・農薬を使用せず、遺
　伝子組み換え技術を利用しな
　い有機農業の取り組み
支援単価
　国…10アール当たり4,000円
　市…10アール当たり4,000円
申し込み　農林水産政策課にあ
　る申請書に必要事項を記入し
　て提出
締め切り　7月2日（月）

　農業経営の安定と国内生産力
の確保を図るため、今年度も「農

業者戸別所得補償制度」が実施
されます。交付要件などを確認し、
申請手続きをしてください。詳
しくは、農林水産政策課または、
東海農政局津地域センター（　
0120－38－3786）へお問い合わ
せください。
対象者　交付対象作物を販売目
　的で生産（耕作） 
　する販売農家、集
　落営農組織（営農
　グループ）
締め切り　7月2日
　（月）

　津藩が藤堂高虎の功績をまと
めた「聿脩録」の刊行に当たり、
水戸藩をはじめとする関係者と
やりとりした18通の書簡を翻字・
収録しました。
販売価格　600円
販売開始日　6月4日（月）
販売場所　教委生涯学習課、教
　委各事務所、文化振興課

　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール
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カバークロップ…化学肥料、化
学合成農薬を5割以上低減する
取り組みの前後いずれかに緑肥
などを作付けする取り組み
リビングマルチ…化学肥料、化
学合成農薬を5割以上低減する
取り組みを行う作物の畝間に麦
類や牧草などを作付けする取り
組み
草生栽培…化学肥料、化学合成
農薬を5割以上低減する取り組
みを行う園地に麦類や牧草など
を作付けする取り組み

　ガソリンなどの石油類は、私たちの生活の中で、
欠かすことのできないものとなっています。こ
のような危険物の保安に対する意識の高揚と
啓発を推進するため、6月の第2週を危険物安
全週間としています。
　最近ではセルフ式ガソリンスタンドが普及し、
静電気による火災、噴きこぼれなどの事故が発
生しています。安全に給油などを行うため、ド
ライバーの皆さんは、次のことをしっかり守り
ましょう。
　車のエンジンを切り、燃料の種類をしっかり
　把握・確認しましょう
　給油キャップを開放する前に必ず静電気除去
　シートに触れましょう

　給油作業は正しい手順で確実に行いましょう
　 1 給油ノズルは、止まるところまで確実に差
　　し込む
　2 給油ノズルのレバーは、止まるところまで
　　確実に引く
　3 自動的に給油が止まったら、それ以上の給
　　油はしない
　4 給油後は、給油ノズルを確実に元の位置に
　　戻す
　給油の際は、給油口から可燃性蒸気が噴き出
　します。近くでたばこを吸ったり、ライターに
　火を付けたり絶対にしないようにしましょう
　ドライバー自らガソリンを携行缶などの容器
　に入れることは、やめましょう

問い合わせ　予防課　　254－0355　　256－7755

※1

※2

※3

6月3日～9日は

「危険物　めざせ完封　ゼロ災害」
6月3日～9日は危険物安全週間

「危険物　めざせ完封　ゼロ災害」

か ん  け い  お う  ふ く  し ょ  か ん

（平成24年度危険物安全週間推進標語）
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　今年の津まつりは10月6日（土）・
7日（日）に開催します。あなた
も参加してみませんか。
申し込み　観光振興課にある所
　定の用紙に必要事項を記入し、
　記載されている申込先へ
　※応募者多数の場合は抽選
締め切り　6月20日（水）消印有効
　※その他のイベントの募集に
　ついては、決まり次第お知ら
　せします。
◆ステージ出演
　演舞に演奏など、舞台で楽し
い演技を披露しませんか。
と　き　10月6日（土）・7日（日）
　10時～16時
ところ　フェニックス特設演舞場、
　お城西公園特設ステージ

◆大パレード
　パレードに参加して大通りを
練り歩こう。
と　き　10月7日（日）9時30分
　ごろ～16時ごろ
ところ　裁判所前～立町～松菱前

　市では官民協働事業として、
地域情報、行政情報、生活情報
を掲載した「津市市民便利帳」
の発行を予定しています。発行
は9月の予定で、市内の全世帯
に配布するほか、津市に転入し
た人にも配布します。現在、この
市民便利帳に広告を掲載してい
ただける事業者の皆さんを募集
しています。広告掲載の申し込
みは、株式会社サイネックス三
重支店（　0598－23－9220）へ
お問い合わせください。

　絵本を作ってみませんか。2日
間の連続講座で1冊作ります。
とき・ところ
　いずれも9時30分～12時

対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人（小学生以下は保護者同伴）
定　員　抽選各25人
材料費　800円
申し込み　はがき、またはEメー
　ルで、「手づくり絵本教室」と
　希望するコースを明記し、郵
　便番号、住所、氏名、電話番号
　を教委生涯学習課（〒514－86
　11 住所不要、　229－ 3248＠
　city.tsu.lg.jp）へ
締め切り　6月29日（金）必着

　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール
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記号の見方 市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp市からのお知らせ

市民人権講座受講生市民人権講座受講生

問い合わせ　久居総合支所生活課　　255－8841　　255－0960

ところ　市久居庁舎3階301・
　302会議室
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選各30人程度
申し込み　電話または、はがき、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を久居総合支所生活課（〒
　514－1192 住所不要）へ　
　※1講座から受講できます。
　申込時にお知らせください。
締め切り　6月22日（金）消印
　有効

　自分に合った距離を選んで、
みんなで楽しくウオーキングし
ましょう。
と　き　6月26日（火）9時30分～
ところ　サンデルタ香良洲周辺
内　容　距離2.6㎞・
　3.0㎞・4.5㎞のコ
　ース
申し込み　不要

　スポーツの推進に関する重要
事項について調査･審議します。
対　象　市内に在住で、7月1日
　現在20歳以上の人
定　員　男女各1人（選考あり）
任　期　委嘱した日から2年間
申し込み　スポーツ振興課また
　は各総合支所地域振興課にあ
　る所定の用紙に必要事項を記
　入し、スポーツ振興課へ
締め切り　6月15日（金）

　10月27日（土）～11月4日（日）
に開催する津市美術展覧会の出
品作品を募集します。たくさん
の力作をお待ちしています。
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人、または市内にある文化
　団体に加入している人（事前
　に文化振興課へ登録が必要）
出品規定　自己の創意工夫によ
　り制作した未発表作品（各部
　門とも1人1点）
出品料　1部門1人500円
出品作品
■津リージョンプラザ会場
　日本画、洋画（油絵・水彩画・パ
　ステル画・素描・版画）、彫刻、
　美術工芸

■ポルタひさい会場
　写真（組写真・一枚写真）、書（漢
　字・仮名・調和体・刻字・篆刻）
賞　審査は公開審査とし、審査
　の結果、優秀な作品には市長賞・
　市議会議長賞・市教育長賞・岡
　田文化財団賞・津市美術展覧
　会実行委員会会長賞・奨励賞
　を授与
申し込み　出品申込書に出品料
　を添えて、作品搬入日に各会
　場の受け付けに提出
作品の搬入　10月20日（土）・
　21日（日）の9時30分～16時
　に津リージョンプラザまたは
　ポルタひさい会場へ
　※作品規定など詳しくは、6月
　1日（金）から文化振興課また
　は各総合支所地域振興課、各
　公民館などで配布する募集要
　項・出品申込書をご覧ください。
　津市ホームページからもご覧
　いただけます。

　芸術、学術、市民文化などを通
じ、将来一層の活躍が期待され
る個人または団体の活動を奨励
するため、津市文化奨励賞の候
補者を募集します。
対　象　市内に在住・在勤・在学、
　または津市出身の個人および
　津市を中心に活動している団
　体で、以下の部門で優れた業
　績を挙げ、将来一層の活躍が
　期待されているもの
　芸術部門（文芸・美術・音楽・舞
　台芸術など）
　伝統芸能部門（伝統芸能の保存・
　継承など）
　学術部門（歴史・民俗・文化財・
　自然科学など）
　市民文化部門（まちづくり・生
　活文化など）
申し込み　文化振興課または各
　総合支所地域振興課にある応

　募用紙に必要事項を記入し、
　文化振興課（〒514－0027 大門
　7－15 津センターパレス2階)
 または各総合支所地域振興課 
　へ　※募集要項は津市ホーム
　ページからもダウンロードで
　きます。
締め切り　8月3日（金）必着

　変化のスピードが加速する現在、
時代に合わせた経営を行ってい
くことは、事業の継続のために
ますます重要となっています。
自らの経営を見つめ直し、高度
化を目指してみませんか。
と　き　7月6日（金）・11日（水）・
　13日（金）・18日（水）・20日（金）
　18時～20時30分　※全5回
ところ　アスト津4階会議室2
内　容　事業計画の作成をベー
　スに、講義・ワークショップ・グル
　ープディスカッションにより、
　経営改善のための手法の基礎
　を学ぶ
対　象　市内に在住・在勤で、今  
　後の事業の拡大・改善を目指
　す経営者・経営幹部
　※営業・勧誘などを主目的と
　する人や、士業それに準ずる
　人の参加はお断りします。
定　員　抽選20人
参加費　5,000円
申し込み　産業政策振興課にあ
　る申込用紙に必要事項を記入
　し、Eメールまたはファクスで 
　産業政策振興課産業振興セン
　ター（　229－3335、　info@
　ipc.city.tsu.mie.jp）へ
　※申込用紙は津市産業振興セ
　ンターホームページからもダ
　ウンロードできます。
締め切り　6月29日
　（金）17時必着

香良洲保健センター
　292－4183　　292－4147

光と波の健康ウォーキング
教委生涯学習課
　229－3256　　229－3257

手づくり絵本教室

スポーツ振興課
　229－3373　　229－3247

スポーツ推進審議会委員

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市美術展覧会出品作品

市民課
　229－3143　　221－1173

「津市市民便利帳」広告

と　き ところ

　人権について考えてみませんか。
とき・内容など

津リージョンプラザ
2階健康教室

９月１日(土)・２日
(日)

河芸公民館第1・2
会議室

白山総合文化セン
ター多目的室

芸濃総合文化セン
ター大研修室

久居公民館3階大
会議室

外岡博明さん（教委人権教育課
職員)

森本タツ子さん（差別と闘う共同
体全国連合三重事務局長）

佐藤ゆかりさん（三重女性史研究
会）

講　師内　容と　き

味岡一博さん（県人権センター
職員)

障がい者の人権「障がい
者の差別の現実に学ぶ」

女性の人権「三重の女性
史研究」

19：00～20：30

10：00～11：30

９：00～10：20

10：30～11：50

7月5日(木)

7月12日(木)

7月19日(木)

同和問題「同和問題を考
えよう」

外国人の人権「外国人と
の共生を考えよう」

文化振興課
　229－3250　　229－3247

「文化の新人賞」
津市文化奨励賞候補者

産業政策振興課
　229－3360　　229－3335

「第1期　津創業道場
～黒帯編～」受講生

●

●

●

●

募　集

観光振興課
　229－3234　　229－3335

津まつり参加者

７月21日(土)・22
日(日)

A

B

C

D

E

コース

８月４日(土)・５日
(日)

８月18日(土)・19
日(日)

８月25日(土)・26
日(日)

てん こく



　今年の津まつりは10月6日（土）・
7日（日）に開催します。あなた
も参加してみませんか。
申し込み　観光振興課にある所
　定の用紙に必要事項を記入し、
　記載されている申込先へ
　※応募者多数の場合は抽選
締め切り　6月20日（水）消印有効
　※その他のイベントの募集に
　ついては、決まり次第お知ら
　せします。
◆ステージ出演
　演舞に演奏など、舞台で楽し
い演技を披露しませんか。
と　き　10月6日（土）・7日（日）
　10時～16時
ところ　フェニックス特設演舞場、
　お城西公園特設ステージ

◆大パレード
　パレードに参加して大通りを
練り歩こう。
と　き　10月7日（日）9時30分
　ごろ～16時ごろ
ところ　裁判所前～立町～松菱前

　市では官民協働事業として、
地域情報、行政情報、生活情報
を掲載した「津市市民便利帳」
の発行を予定しています。発行
は9月の予定で、市内の全世帯
に配布するほか、津市に転入し
た人にも配布します。現在、この
市民便利帳に広告を掲載してい
ただける事業者の皆さんを募集
しています。広告掲載の申し込
みは、株式会社サイネックス三
重支店（　0598－23－9220）へ
お問い合わせください。

　絵本を作ってみませんか。2日
間の連続講座で1冊作ります。
とき・ところ
　いずれも9時30分～12時

対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人（小学生以下は保護者同伴）
定　員　抽選各25人
材料費　800円
申し込み　はがき、またはEメー
　ルで、「手づくり絵本教室」と
　希望するコースを明記し、郵
　便番号、住所、氏名、電話番号
　を教委生涯学習課（〒514－86
　11 住所不要、　229－ 3248＠
　city.tsu.lg.jp）へ
締め切り　6月29日（金）必着

　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール
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記号の見方 市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp市からのお知らせ

市民人権講座受講生市民人権講座受講生

問い合わせ　久居総合支所生活課　　255－8841　　255－0960

ところ　市久居庁舎3階301・
　302会議室
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選各30人程度
申し込み　電話または、はがき、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を久居総合支所生活課（〒
　514－1192 住所不要）へ　
　※1講座から受講できます。
　申込時にお知らせください。
締め切り　6月22日（金）消印
　有効

　自分に合った距離を選んで、
みんなで楽しくウオーキングし
ましょう。
と　き　6月26日（火）9時30分～
ところ　サンデルタ香良洲周辺
内　容　距離2.6㎞・
　3.0㎞・4.5㎞のコ
　ース
申し込み　不要

　スポーツの推進に関する重要
事項について調査･審議します。
対　象　市内に在住で、7月1日
　現在20歳以上の人
定　員　男女各1人（選考あり）
任　期　委嘱した日から2年間
申し込み　スポーツ振興課また
　は各総合支所地域振興課にあ
　る所定の用紙に必要事項を記
　入し、スポーツ振興課へ
締め切り　6月15日（金）

　10月27日（土）～11月4日（日）
に開催する津市美術展覧会の出
品作品を募集します。たくさん
の力作をお待ちしています。
対　象　市内に在住・在勤・在学
　の人、または市内にある文化
　団体に加入している人（事前
　に文化振興課へ登録が必要）
出品規定　自己の創意工夫によ
　り制作した未発表作品（各部
　門とも1人1点）
出品料　1部門1人500円
出品作品
■津リージョンプラザ会場
　日本画、洋画（油絵・水彩画・パ
　ステル画・素描・版画）、彫刻、
　美術工芸

■ポルタひさい会場
　写真（組写真・一枚写真）、書（漢
　字・仮名・調和体・刻字・篆刻）
賞　審査は公開審査とし、審査
　の結果、優秀な作品には市長賞・
　市議会議長賞・市教育長賞・岡
　田文化財団賞・津市美術展覧
　会実行委員会会長賞・奨励賞
　を授与
申し込み　出品申込書に出品料
　を添えて、作品搬入日に各会
　場の受け付けに提出
作品の搬入　10月20日（土）・
　21日（日）の9時30分～16時
　に津リージョンプラザまたは
　ポルタひさい会場へ
　※作品規定など詳しくは、6月
　1日（金）から文化振興課また
　は各総合支所地域振興課、各
　公民館などで配布する募集要
　項・出品申込書をご覧ください。
　津市ホームページからもご覧
　いただけます。

　芸術、学術、市民文化などを通
じ、将来一層の活躍が期待され
る個人または団体の活動を奨励
するため、津市文化奨励賞の候
補者を募集します。
対　象　市内に在住・在勤・在学、
　または津市出身の個人および
　津市を中心に活動している団
　体で、以下の部門で優れた業
　績を挙げ、将来一層の活躍が
　期待されているもの
　芸術部門（文芸・美術・音楽・舞
　台芸術など）
　伝統芸能部門（伝統芸能の保存・
　継承など）
　学術部門（歴史・民俗・文化財・
　自然科学など）
　市民文化部門（まちづくり・生
　活文化など）
申し込み　文化振興課または各
　総合支所地域振興課にある応

　募用紙に必要事項を記入し、
　文化振興課（〒514－0027 大門
　7－15 津センターパレス2階)
 または各総合支所地域振興課 
　へ　※募集要項は津市ホーム
　ページからもダウンロードで
　きます。
締め切り　8月3日（金）必着

　変化のスピードが加速する現在、
時代に合わせた経営を行ってい
くことは、事業の継続のために
ますます重要となっています。
自らの経営を見つめ直し、高度
化を目指してみませんか。
と　き　7月6日（金）・11日（水）・
　13日（金）・18日（水）・20日（金）
　18時～20時30分　※全5回
ところ　アスト津4階会議室2
内　容　事業計画の作成をベー
　スに、講義・ワークショップ・グル
　ープディスカッションにより、
　経営改善のための手法の基礎
　を学ぶ
対　象　市内に在住・在勤で、今  
　後の事業の拡大・改善を目指
　す経営者・経営幹部
　※営業・勧誘などを主目的と
　する人や、士業それに準ずる
　人の参加はお断りします。
定　員　抽選20人
参加費　5,000円
申し込み　産業政策振興課にあ
　る申込用紙に必要事項を記入
　し、Eメールまたはファクスで 
　産業政策振興課産業振興セン
　ター（　229－3335、　info@
　ipc.city.tsu.mie.jp）へ
　※申込用紙は津市産業振興セ
　ンターホームページからもダ
　ウンロードできます。
締め切り　6月29日
　（金）17時必着

香良洲保健センター
　292－4183　　292－4147

光と波の健康ウォーキング
教委生涯学習課
　229－3256　　229－3257

手づくり絵本教室

スポーツ振興課
　229－3373　　229－3247

スポーツ推進審議会委員

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市美術展覧会出品作品

市民課
　229－3143　　221－1173

「津市市民便利帳」広告

と　き ところ

　人権について考えてみませんか。
とき・内容など

津リージョンプラザ
2階健康教室

９月１日(土)・２日
(日)

河芸公民館第1・2
会議室

白山総合文化セン
ター多目的室

芸濃総合文化セン
ター大研修室

久居公民館3階大
会議室

外岡博明さん（教委人権教育課
職員)

森本タツ子さん（差別と闘う共同
体全国連合三重事務局長）

佐藤ゆかりさん（三重女性史研究
会）

講　師内　容と　き

味岡一博さん（県人権センター
職員)

障がい者の人権「障がい
者の差別の現実に学ぶ」

女性の人権「三重の女性
史研究」

19：00～20：30

10：00～11：30

９：00～10：20

10：30～11：50

7月5日(木)

7月12日(木)

7月19日(木)

同和問題「同和問題を考
えよう」

外国人の人権「外国人と
の共生を考えよう」

文化振興課
　229－3250　　229－3247

「文化の新人賞」
津市文化奨励賞候補者

産業政策振興課
　229－3360　　229－3335

「第1期　津創業道場
～黒帯編～」受講生

●

●

●

●

募　集

観光振興課
　229－3234　　229－3335

津まつり参加者

７月21日(土)・22
日(日)

A

B

C

D

E

コース

８月４日(土)・５日
(日)

８月18日(土)・19
日(日)

８月25日(土)・26
日(日)

てん こく



4/7桜の花を愛でながら
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　春の久居まつりが二ノ町商店街周辺で開催されました。じゃんけん大会、
野だてのコーナーのほか、　原のご当地ソングを歌う歌手のミニコンサート
や駄菓子屋ストリートなどがあり、家族連れや子どもたちで盛況でした。

4/15湖畔を駆け抜ける
　芸濃地域の錫杖湖周辺で龍王桜マラソン＆ウォーキング大会が
開催され、市長をはじめ、小学生から80代までたくさんの人が参
加しました。晴天の下、ちょうど満開を迎えた湖畔の桜を楽しみ
ながら、マラソンとウオーキングで健脚を競いました。

4/28幽玄の舞
　お城公園で津市民薪能が開催されました。
訪れた人たちは、かがり火に照らされた舞台
で繰り広げられる幻想的な能の世界に魅せ
られていました。
�

9.7キロメートルを歩く 3/20
　亀ヶ広の桜並木を通って笠着地蔵までのコースを歩
く初瀬街道周辺ウォーキングが開催され、約120人が
参加しました。天候に恵まれたこの日、郷土資料館や
東明寺跡に立ち寄って、地域の皆さんのもてなしを受
けながら、初春の初瀬街道を満喫しました。

盛り上がりました 4/22

みんなで交通安全 4/5
　春の交通安全運動の出発式がお城西公園でありま
した。保育園児による初々しい交通安全メッセージの
伝達や飲酒運転根絶宣言などの後、白バイとパトカー
の先導による交通安全パレードが盛大に行われ、街行
く人々に交通安全を訴えました。

決意を新たに 4/8
　市一志庁舎で一志方面団に新しく配備される小型ポ
ンプ積載車の納車式があり、方面団長から新車の目録
が手渡されました。また同時に、幹部に就任した団員
への辞令交付式があり、団員たちは職責を全うする決
意を新たにしました。

一丸となって頑張ります 4/8
　7月21日に開催される三重県消防操法大会に向けた
美里方面団の出場結団式が、市美里庁舎で行われまし
た。来賓から激励の言葉が送られると、団員たちは大
会に向けた熱い決意を述べました。

掛け声も勇ましく 4/8 4/13
　中消防署安濃分遣所で、安濃方面団入団式がありま
した。4人の新入団員は、幹部団員や分遣所職員から基
本的な操作訓練を受け、消防団員としての初めての活
動に熱心に取り組んでいました。

背筋をぴんと伸ばして
　美杉方面団に女性団員による「めぐみ分団」が誕生し、
10人の団員が真剣な表情で、消防本部で行われた発
足式に臨みました。めぐみ分団は、独居老人宅や保育
園などに出向き、防火意識を高める活動を主に行います。

もっと便利に 3/18
  中勢バイパスの津(河芸)工区が開通し、開通式では、
招待された地元の皆さんが新しくできた道を歩きまし
た。河芸地域の三行と北黒田が結ばれたことで、通勤
時間帯の渋滞が緩和されることが期待されます。

　ふれあいのかおり2012渚のフェスティバルが香海
中学校で開催され、雨天にもかかわらず、たくさんの
人が集まりました。フラダンスや高虎太鼓などの発表
のほか、アサリの貝
汁の振る舞い、地域
特産品の販売コーナー
などがあり、にぎわ
いました。
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　市一志庁舎で一志方面団に新しく配備される小型ポ
ンプ積載車の納車式があり、方面団長から新車の目録
が手渡されました。また同時に、幹部に就任した団員
への辞令交付式があり、団員たちは職責を全うする決
意を新たにしました。

一丸となって頑張ります 4/8
　7月21日に開催される三重県消防操法大会に向けた
美里方面団の出場結団式が、市美里庁舎で行われまし
た。来賓から激励の言葉が送られると、団員たちは大
会に向けた熱い決意を述べました。

掛け声も勇ましく 4/8 4/13
　中消防署安濃分遣所で、安濃方面団入団式がありま
した。4人の新入団員は、幹部団員や分遣所職員から基
本的な操作訓練を受け、消防団員としての初めての活
動に熱心に取り組んでいました。

背筋をぴんと伸ばして
　美杉方面団に女性団員による「めぐみ分団」が誕生し、
10人の団員が真剣な表情で、消防本部で行われた発
足式に臨みました。めぐみ分団は、独居老人宅や保育
園などに出向き、防火意識を高める活動を主に行います。

もっと便利に 3/18
  中勢バイパスの津(河芸)工区が開通し、開通式では、
招待された地元の皆さんが新しくできた道を歩きまし
た。河芸地域の三行と北黒田が結ばれたことで、通勤
時間帯の渋滞が緩和されることが期待されます。

　ふれあいのかおり2012渚のフェスティバルが香海
中学校で開催され、雨天にもかかわらず、たくさんの
人が集まりました。フラダンスや高虎太鼓などの発表
のほか、アサリの貝
汁の振る舞い、地域
特産品の販売コーナー
などがあり、にぎわ
いました。
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みんなの情報掲示板 記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着 　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　

中高年のための
Ｇボールを楽しむ会パート5

目の健康講座2012inみえ
（無料）

ホームヘルパー2級講習

イベント ５日(木)
９時30分～11時30分

９日(月)
９時30分～11時30分

10日(火)
11時～14時

19日(木)
13時～16時
(受け付けは15時まで)

久居総合福祉会館２階
談話室１

津市芸濃福祉センター
相談室

津センターパレス３階
社会福祉協議会内会議室

６日(金)
９時～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

とき（４月） ところ

白山市民会館１階
教養娯楽室

第１木曜日

第３金曜日
河芸ほほえみセンター
２階福祉団体活動支援室

第２月曜日 久居総合福祉会館
２階談話室１

とき ところ

市本庁舎１階
市民交流課

無料相談コーナー

　温泉郷を流れる湯の瀬川では、
6月に蛍が飛び交います。新設
の「　原温泉郷おもてなし館（　
原小学校向かい）」前に観賞場
所を表示します。
　イルミネーション…6月1日（金）
～30日（土）18時～21時　七夕
飾り…7月1日（日）～7日（土）
　七夕祭り…7月7日（土）20時
～　　射山神社（　原町）　※6
月1日（金）～30日（土）に「七夕
飾り短冊」と「恋占い花火」を射
山神社で無料配布
　　原温泉振興協会（　252－
0017）

●企業協賛…同大会プログラム
　への掲載は1口1万円～
●市民協賛… 1 口1,000円～。
　プログラムへの掲載メッセー
　ジ付きは１口１万円
　6月22日（金）までに津花火大
会実行委員会（観光振興課内、
　229－3234）へ

　7月7日（土）5時～　　阿漕
浦海岸（御殿場海岸広場前）　
　1,000円（中学生以下500円）
　7月4日（水）までに、観光振興
課、各総合支所地域振興課、各
出張所にある所定の用紙に必要
事項を記入し、観光振興課へ
　津花火大会実行委員会（観光
振興課内、　229－3234）

　参加方法など詳しくはお問い
合わせください。
　6月10日（日）10時～（予定） 
　　原町安子地内　　　　　　
　　原農民研修所（　252－0220）

いずれも9時15分～11時45分
　　各20人程度　　各500円（全
講座一括申込者等は割引あり）
　6月7日（木）から各開催日の2
週間前までに所定の申込用紙に
必要事項を記入し、直接またはファ
クスで津市スポーツ・レクリエー
ション協会事務局（スポーツ振
興課内、　229－3247）へ
　同事務局（　229－3254)

　7月20日（金）～8月2日（木）
のうち8日間　　津市社会福祉
センター　　樹木管理に必要な
剪定技術および防虫・施肥など
の基礎知識の習得　　55歳以
上で求職中の人　　20人　　
無料
　6月1日（金）～22日（金）に津
市シルバー人材センター（　22
4－4123）、または三重県シルバー
人材センター連合会（　221－61
61）へ

　7月5日（木）～9月6日（木）の
うち22日間　　三重県社会福
祉会館（桜橋）ほか　　県内に
住民登録している満65歳未満

の人　　　50人　　無料（テキ
スト代など一部自己負担）
　6月1日（金）～25日（月）に三
重県社会福祉協議会（　227－5
160）へ　※必着

　7月8日（日）9時～　　久居体
育館　　Ａクラス（フリーの部）
18チーム、Ｂクラス（40歳以上
の部）18チーム　　1チーム2,5
00円
　6月7日（木）～15日（金）に氏
名、ファクス番号を明記し、ファ
クスで地域総合型スポーツ・レク
リエーションクラブＦＡＮ・ｆｕｎ（　
253－4322）へ
　同クラブ（　253－4322）

　6月16日、7月7日、8月4日・18
日、9月1日・15日、いずれも土曜
日、10時～12時　※受け付けは
9時～9時30分　　伊勢湾海洋
スポーツセンター（津興）　　各
10人　　500円（傷害保険料を
含む）
　いずれも前日までにセーラビ
リティ津（　256－4727）へ

　6月24日（日）9時～16時　※
天候により中止の場合あり　　
伊勢湾海洋スポーツセンター沖
　1,200円（傷害保険料を含む）
　6月23日（土）までに伊勢湾海
洋スポーツセンター（　226－05
25）へ
　津市ヨット協会担当（　090－
9336－6378）

　6月30日（土）13時～16時、
予備日7月7日（土）　　西部運
動広場　　高校生以上のアーチェ
リー経験者（60メートル以上の
長距離を射ることのできる人）
　20人　　300円（傷害保険料
を含む）
　所定の用紙に必要事項を記入
し、6月21日（木）までに直接ま
たは郵送、ファクスで津市体育
協会事務局（〒514－0027 大門
7ー15津センターパレス2階　ス
ポーツ振興課内、　229ー3247）
へ
　津市アーチェリー協会代表（　
231－5383）

　7月16日（月・祝）10時～12時
※受け付けは9時40分～　　津
市体育館　　Ｇボールを使った
体操実技体験（初心者可。Gボー
ルは主催者が準備）　　　60人
　500円
　6月7日（木）～30日（土）に、
はがきまたはファクスで住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、行
事名を担当者（〒514－0823　
半田936－21、　226－4184）へ
　担当者（　226－4184）

　6月28日（木）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階市民オープンステージ　　「転
ばないからだ作り」についての
講話と健康体操　※手話通訳あ
り　　市内に在住の60歳以上
の人　　　80人
　6月14日（木）
～21日（木）に
津市社会福祉協
議会津支部（　
213-7111）へ

　7月13日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階研修室　　手描きカレンダー
作り、介護予防と介護保険のお
話　　市内に在住の60歳以上
の人　　　20人
　6月29日（金）～7月6日（金）
に津市社会福祉協議会津支部（　
213－7111)へ

　7月6日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス地下1
階研修室　　介護体験「体験し
てみよう福祉用具」　　市内に
在住の60歳以上の人　　　20
人
　6月22日（金）～29日（金）に
津市社会福祉協議会津支部（　
213－7111）へ

　6月24日（日）13時～16時　
　津市センターパレスホール（大
門）　　講演「緑内障は怖くな
い」、講演「いつまでも健やかな
目を保つために」　※質問をす
る場合は、当日までにはがきま
たはファクスで三重県眼科医会
事務局（〒514-8538 津市桜橋
二丁目191-4、　229－4598）へ
　　400人
　同事務局（　229－4458）

　7月8日（日）13時30分～16
時　　津地区医師会館（島崎町）
　講演「子どもの夏の皮膚病」、
子ども健康相談、マジックショー
など　※託児所あり（予約制）
　150人　
　津地区医師会（　227－1775）

司法書士による法律相談
（秘密厳守）
　6月21日（木）9時15分～12
時15分、13時15分～16時15分
　アスト津4階会議室3　　相続、
多重債務、金銭問題など　　　
8人
　6月13日（水）8時30分から電
話で対話連携推進室（　229－31
05）へ

男性のための相談（電話相談）
専用電話229-3120
　偶数月の第3水曜日18時～20
時（祝・休日を除く）　　専門の
カウンセラーによる電話相談（予
約優先）　　男性
　上記以外の時間は男女共同参
画室（　229－3103）

女性弁護士による法律相談
（秘密厳守）
　6月25日、7月23日いずれも
月曜日13時～17時　　市本庁
舎3階相談室　　女性　　　各
8人（相談時間は１人30分以内）
　6月20日（水）8時30分から、
電話で男女共同参画室（　229－
3103）へ

暮らしのなんでも相談会
　6月23日（土）10時～16時 　
津市労働会館（島崎町）　　弁
護士や税理士、金融・住宅・保険
などの専門家による相談
　6月21日（木）までに暮らしの
ほっとステーション津（　224－
6511）へ

イベント

　原温泉　蛍灯

田んぼアートでの田植え

家族介護教室（無料）

転倒予防教室（無料）

市民健康広場（無料）

元気づくり講座

小型ヨット体験乗艇会

みんなの
情報掲示板

募　集

健　康

7月29日（日）開催
2012津花火大会協賛のお願い

2012津花火大会協賛イベント
阿漕浦海岸キス釣り大会

シルバー人材センター
造園管理業務技能講習

せん  てい

津市民体育大会ヨットレース
（ディンギー）

津市民スポーツ教室
（アーチェリー）

ほたる  び

7月7日（土）
デジタル
カメラ講座

折り紙講座

シャフルボ
ード講座

硬式テニス
講座

ペタンク
講座

9月30日（日）

10月20日（土）

11月17日（土）

美里体育館

久居スポーツ
公園内テニス
コート

津お城公園

8月18日（土）
津市青少年野
外活動センタ
ー

とき 内容 ところ

津市地域情報
センター

認知症予防教室（無料）

ＦＡＮ・ｆｕｎ
ソフトバレーボール大会

あ　  ご
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みんなの情報掲示板 記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着 　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　

中高年のための
Ｇボールを楽しむ会パート5

目の健康講座2012inみえ
（無料）

ホームヘルパー2級講習

イベント ５日(木)
９時30分～11時30分

９日(月)
９時30分～11時30分

10日(火)
11時～14時

19日(木)
13時～16時
(受け付けは15時まで)

久居総合福祉会館２階
談話室１

津市芸濃福祉センター
相談室

津センターパレス３階
社会福祉協議会内会議室

６日(金)
９時～11時30分

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

とき（４月） ところ

白山市民会館１階
教養娯楽室

第１木曜日

第３金曜日
河芸ほほえみセンター
２階福祉団体活動支援室

第２月曜日 久居総合福祉会館
２階談話室１

とき ところ

市本庁舎１階
市民交流課

無料相談コーナー

　温泉郷を流れる湯の瀬川では、
6月に蛍が飛び交います。新設
の「　原温泉郷おもてなし館（　
原小学校向かい）」前に観賞場
所を表示します。
　イルミネーション…6月1日（金）
～30日（土）18時～21時　七夕
飾り…7月1日（日）～7日（土）
　七夕祭り…7月7日（土）20時
～　　射山神社（　原町）　※6
月1日（金）～30日（土）に「七夕
飾り短冊」と「恋占い花火」を射
山神社で無料配布
　　原温泉振興協会（　252－
0017）

●企業協賛…同大会プログラム
　への掲載は1口1万円～
●市民協賛… 1 口1,000円～。
　プログラムへの掲載メッセー
　ジ付きは１口１万円
　6月22日（金）までに津花火大
会実行委員会（観光振興課内、
　229－3234）へ

　7月7日（土）5時～　　阿漕
浦海岸（御殿場海岸広場前）　
　1,000円（中学生以下500円）
　7月4日（水）までに、観光振興
課、各総合支所地域振興課、各
出張所にある所定の用紙に必要
事項を記入し、観光振興課へ
　津花火大会実行委員会（観光
振興課内、　229－3234）

　参加方法など詳しくはお問い
合わせください。
　6月10日（日）10時～（予定） 
　　原町安子地内　　　　　　
　　原農民研修所（　252－0220）

いずれも9時15分～11時45分
　　各20人程度　　各500円（全
講座一括申込者等は割引あり）
　6月7日（木）から各開催日の2
週間前までに所定の申込用紙に
必要事項を記入し、直接またはファ
クスで津市スポーツ・レクリエー
ション協会事務局（スポーツ振
興課内、　229－3247）へ
　同事務局（　229－3254)

　7月20日（金）～8月2日（木）
のうち8日間　　津市社会福祉
センター　　樹木管理に必要な
剪定技術および防虫・施肥など
の基礎知識の習得　　55歳以
上で求職中の人　　20人　　
無料
　6月1日（金）～22日（金）に津
市シルバー人材センター（　22
4－4123）、または三重県シルバー
人材センター連合会（　221－61
61）へ

　7月5日（木）～9月6日（木）の
うち22日間　　三重県社会福
祉会館（桜橋）ほか　　県内に
住民登録している満65歳未満

の人　　　50人　　無料（テキ
スト代など一部自己負担）
　6月1日（金）～25日（月）に三
重県社会福祉協議会（　227－5
160）へ　※必着

　7月8日（日）9時～　　久居体
育館　　Ａクラス（フリーの部）
18チーム、Ｂクラス（40歳以上
の部）18チーム　　1チーム2,5
00円
　6月7日（木）～15日（金）に氏
名、ファクス番号を明記し、ファ
クスで地域総合型スポーツ・レク
リエーションクラブＦＡＮ・ｆｕｎ（　
253－4322）へ
　同クラブ（　253－4322）

　6月16日、7月7日、8月4日・18
日、9月1日・15日、いずれも土曜
日、10時～12時　※受け付けは
9時～9時30分　　伊勢湾海洋
スポーツセンター（津興）　　各
10人　　500円（傷害保険料を
含む）
　いずれも前日までにセーラビ
リティ津（　256－4727）へ

　6月24日（日）9時～16時　※
天候により中止の場合あり　　
伊勢湾海洋スポーツセンター沖
　1,200円（傷害保険料を含む）
　6月23日（土）までに伊勢湾海
洋スポーツセンター（　226－05
25）へ
　津市ヨット協会担当（　090－
9336－6378）

　6月30日（土）13時～16時、
予備日7月7日（土）　　西部運
動広場　　高校生以上のアーチェ
リー経験者（60メートル以上の
長距離を射ることのできる人）
　20人　　300円（傷害保険料
を含む）
　所定の用紙に必要事項を記入
し、6月21日（木）までに直接ま
たは郵送、ファクスで津市体育
協会事務局（〒514－0027 大門
7ー15津センターパレス2階　ス
ポーツ振興課内、　229ー3247）
へ
　津市アーチェリー協会代表（　
231－5383）

　7月16日（月・祝）10時～12時
※受け付けは9時40分～　　津
市体育館　　Ｇボールを使った
体操実技体験（初心者可。Gボー
ルは主催者が準備）　　　60人
　500円
　6月7日（木）～30日（土）に、
はがきまたはファクスで住所、
氏名、年齢、性別、電話番号、行
事名を担当者（〒514－0823　
半田936－21、　226－4184）へ
　担当者（　226－4184）

　6月28日（木）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階市民オープンステージ　　「転
ばないからだ作り」についての
講話と健康体操　※手話通訳あ
り　　市内に在住の60歳以上
の人　　　80人
　6月14日（木）
～21日（木）に
津市社会福祉協
議会津支部（　
213-7111）へ

　7月13日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１
階研修室　　手描きカレンダー
作り、介護予防と介護保険のお
話　　市内に在住の60歳以上
の人　　　20人
　6月29日（金）～7月6日（金）
に津市社会福祉協議会津支部（　
213－7111)へ

　7月6日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス地下1
階研修室　　介護体験「体験し
てみよう福祉用具」　　市内に
在住の60歳以上の人　　　20
人
　6月22日（金）～29日（金）に
津市社会福祉協議会津支部（　
213－7111）へ

　6月24日（日）13時～16時　
　津市センターパレスホール（大
門）　　講演「緑内障は怖くな
い」、講演「いつまでも健やかな
目を保つために」　※質問をす
る場合は、当日までにはがきま
たはファクスで三重県眼科医会
事務局（〒514-8538 津市桜橋
二丁目191-4、　229－4598）へ
　　400人
　同事務局（　229－4458）

　7月8日（日）13時30分～16
時　　津地区医師会館（島崎町）
　講演「子どもの夏の皮膚病」、
子ども健康相談、マジックショー
など　※託児所あり（予約制）
　150人　
　津地区医師会（　227－1775）

司法書士による法律相談
（秘密厳守）
　6月21日（木）9時15分～12
時15分、13時15分～16時15分
　アスト津4階会議室3　　相続、
多重債務、金銭問題など　　　
8人
　6月13日（水）8時30分から電
話で対話連携推進室（　229－31
05）へ

男性のための相談（電話相談）
専用電話229-3120
　偶数月の第3水曜日18時～20
時（祝・休日を除く）　　専門の
カウンセラーによる電話相談（予
約優先）　　男性
　上記以外の時間は男女共同参
画室（　229－3103）

女性弁護士による法律相談
（秘密厳守）
　6月25日、7月23日いずれも
月曜日13時～17時　　市本庁
舎3階相談室　　女性　　　各
8人（相談時間は１人30分以内）
　6月20日（水）8時30分から、
電話で男女共同参画室（　229－
3103）へ

暮らしのなんでも相談会
　6月23日（土）10時～16時 　
津市労働会館（島崎町）　　弁
護士や税理士、金融・住宅・保険
などの専門家による相談
　6月21日（木）までに暮らしの
ほっとステーション津（　224－
6511）へ

イベント

　原温泉　蛍灯

田んぼアートでの田植え

家族介護教室（無料）

転倒予防教室（無料）

市民健康広場（無料）

元気づくり講座

小型ヨット体験乗艇会

みんなの
情報掲示板

募　集

健　康

7月29日（日）開催
2012津花火大会協賛のお願い

2012津花火大会協賛イベント
阿漕浦海岸キス釣り大会

シルバー人材センター
造園管理業務技能講習

せん  てい

津市民体育大会ヨットレース
（ディンギー）

津市民スポーツ教室
（アーチェリー）

ほたる  び

7月7日（土）
デジタル
カメラ講座

折り紙講座

シャフルボ
ード講座

硬式テニス
講座

ペタンク
講座

9月30日（日）

10月20日（土）

11月17日（土）

美里体育館

久居スポーツ
公園内テニス
コート

津お城公園

8月18日（土）
津市青少年野
外活動センタ
ー

とき 内容 ところ

津市地域情報
センター

認知症予防教室（無料）

ＦＡＮ・ｆｕｎ
ソフトバレーボール大会

あ　  ご
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長市 コラム

長市 活動日記から

　

　津eネットショップ「ついーと」
は、津市の魅力ある産品の担い手と
消費者を結ぶインターネット上の
専門店です。ここに集まる品物は、
市内の素材や技術を使った、地域の
生産者の自信作ばかりで、津市物産
振興会など地域活性化や農商工連
携に携わる団体で組織された「津e
ネットショップ実行委員会」で運営
されています。この日、私も実際に
サイトから「こだわりの逸品」を一
品購入しました。
　今後も、津市にしかない魅力、津
ならではのものをいろいろな媒体
を使って発信してまいります。

　春のすがすがしい風が吹く中、市
内外から971人がエントリーし、私
も10kmのマラソンにチャレンジ
しました。一緒に走った皆さんや沿
道から声援をくださった皆さんと
交流しながら、また、満開の桜と湖
の美しい景観を楽しみながら、59
分22秒のタイムで完走することが
できました。
　とても充実したひと時を過ごす
ことができ、実行委員会の皆さんや
ボランティアスタッフの皆さんの
おもてなしの心に感謝いたします。

　総務省へ今春入省した職員に講
話をする機会をいただき、民間企業
での経験にも触れながら、市政に関
わる取り組みなどを紹介しました。
　「声なき市民の声を聞く努力」、
｢長として市民への想いを伝える情
報発信の手法｣、｢官民におけるマネ
ジメントの違い｣、｢市民から見た地
方公務員」など、さまざまな質問も
受けながら地方自治の現状をお話
しするうちに、気付けば持ち時間を
超えていました。私の講話が、今後
の実務に少しでもお役に立てれば
と期待しています。

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります。 津市長コラム

津市長　前葉泰幸

ポルタひさいの
　　　　　　窮状

■津eネットショップ ついーと 
　オープニングセレモニー(津
　センターパレス)…３月31日

■龍王桜マラソン＆ウォーキ
　ング大会(錫杖湖周辺)…４月
　15日

■総務省新規採用職員向け研
　修講話「市政雑感｣(総務省)
　…４月18日

　平成10年に久居市と久居駅前地区市街地再開発
組合が出したリーフレットが私の手元にありま
す。ポルタひさいの命名の由来を、 「イタリア語で
『玄関』と永久に住居を構えるの意味を持つ『久居』
を組み合わせた造語」と紹介し、市街地再開発事業
は「青年都市久居市にふさわしい顔」を目指すもの
であるとしています。
　バブル経済の崩壊とその後の景気低迷は、夢あ
ふれるこのプロジェクトにも暗い影を落としてし
まいました。147億円余りの事業費のうち、保留床
の処分で回収できたのは36億円余りに過ぎず、約
44億円の負債を抱えた市街地再開発組合は13年2

月、経営破綻し、債務免除等を求めて裁判所に調停
を申し立てる事態となりました。
　銀行団が34億円余りの債務免除を行う一方、第
三セクターの久居都市開発株式会社が12億6,000
万円で保留床を取得し、その資金の借り入れを久
居市が損失補償するという16年6月の決着は、こ
の事業の経緯に鑑みればやむを得ないものであっ
たと言えるかもしれません。しかし同社は、10年後
の26年から年間債務返済額が2,200万円から
3,500万円に跳ね上がるという時限爆弾を抱えて
いながら、いまだそれに対応できる十分な財務体
質を備えるには至っておりません。昨年末の大型
テナントの撤退は、経営危機の到来時期を若干早
めたに過ぎないのです。
　とはいえ、市長として、社長として、当時を推計
して論評するだけで看過することが許される問題
ではありません。関係者の知恵と技能、アイデアを
結集した上で、私自身も行政と民間で培った経験
とノウハウを総動員し、全力でこの困難な課題に
真剣に向き合ってまいります。



6月5日は環境の日　6月は環境月間

掃除機をかける前に
部屋を片付ける

衣類乾燥機は
必要に応じて使う

洗濯はまとめてする

　6月5日の環境の日は、1972年6月5日からスウェーデンのストッ

クホルムで開催された国連人間環境会議を記念して国連が定めた「世

界環境デー」を受け、環境基本法で定められました。また、6月の1

カ月間は「環境月間」として、全国で地球温暖

化対策などに関する行事が行われます。津市で

も、この期間にホタル観察会や公園など公共施

設での植樹といったイベントを行っていますの

で、皆さんもこの機会に環境について考えてみ

ましょう。

　洗濯機を使うときは、少ない洗

濯物を小まめに洗うより、まとめ

て洗う方が経済的です。洗濯機の

容量に合わせて、洗濯する回数を減らすことが大

切です。

　梅雨の季節は、じめじめと

しがちですが、少しでも快適

に暮らせるように、普段の掃

除や洗濯に工夫をしてみませ

んか。天候に左右されること

もありますが、上手に省エネ

しながら、爽やかな気分で過ごしましょう。

　掃除機をかける前

に部屋を片付けてお

くと、掃除機がかけ

やすく、その分掃除

機を使用する時間が

短縮できます。

実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ

　衣類乾燥機は、雨の日の強い

味方です。「まとめて」「脱水を

十分に」「絡んだ洗濯物をほぐ

してから」使用すれば、消費電力がより抑えられ

ます。よく晴れた日には乾燥機を使わず天日で乾

かすなど、必要に応じて使うことが大切です。

折り込み紙

平成24年６月１日発行

平成24年　第２号

環境政策課

　229－3139　 229－3354



補助金制度のご紹介

狂犬病と予防注射 ～大切な愛犬を守るために～

　狂犬病とは、狂犬病ウイルスによる感染症で、

人を含めた全ての哺乳類に感染する恐ろしい病気

です。今も一部の国や地域（台湾、オーストラリ

ア、ヨーロッパの一部など）を除く世界中で狂犬

病が発生しており、毎年約5万人もの人が亡くなっ

ています。日本では、1957年を最後に国内での

感染による狂犬病の発生は認められていません。

しかし、密輸や貨物コンテナに動物が紛れて運ば

れてくる事例の報告もあり、交通機関が発達して

海外との距離が縮まっている現在、いつ狂犬病が

侵入してもおかしくない状況です。

　人が発症すると約10日で亡くなるといわれて

いる狂犬病は、いまだに特効薬がなく、確立した

治療法もありません。狂犬病が国内で発生した場

合、周辺地域の全ての犬に口輪の装着とつなぐこ

と(けい留)が命じられ、生きている犬も、犬の死

体もその地域への出入りが禁止されます。

　狂犬病がひとたびまん延してしまうと、制圧が

困難になるばかりか、私たちも常に狂犬病の恐怖

と隣り合わせの生活を余儀なくされます。さらに

感染状況によっては、鳥インフルエンザや口蹄疫

がまん延した地域のように、愛犬が処分される最

悪の事態も考えられます。

　日本では、犬を飼い始める時に、生涯一度の登

録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられてい

ます。手続きを行うと、登録時には犬鑑札、狂犬

病予防注射を受けた証として注射済票を交付しま

す。鑑札と注射済票は飼い犬に付けておくことが

狂犬病予防法で義務付けられています。

　狂犬病予防注射は狂犬病を未然に防ぐ重要な役

割を果たしています。狂犬病が再び日本で発生・

流行してしまうと、その対策には多くの犠牲と多

額の費用が伴います。家族や飼い犬、そしてあな

た自身を狂犬病から守るためにも、必ず飼い犬の

登録と年1回の予防注射を行いましょう。

狂犬病とは

国内で狂犬病が発生したら

登録と狂犬病予防注射

　詳しくは、各担当へお問い合わせください。

　地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が少ない新エネルギーの利
用を促進するため、個人住宅、共同住宅、事業所、自治会集会所への太陽
光発電システムと小型風力発電システムの設置費の一部を補助します。

　共同汚水処理施設の適正な維持管理を図るため、住民で組織する団体が
管理し、使用開始後４年以上が経過した共同汚水処理施設の修繕工事を実
施した場合、その管理団体に対し、修繕費の一部を補助します。

　ごみの減量化・再資源化を図ることを目的に、地域で自主的にリサイク
ル資源の回収活動を行っている営利を目的としない団体に、報奨金を交付
してその活動を推奨します。

　自治会が管理する耐久構造の集積所の設置費（新設・改修）の一部を補
助します。

　上水道が未整備の地域で飲料水を確保するため小規模飲料水供給施設を
設置する自治会等に対し、費用の一部を補助します。

　主に下水道予定処理区域外の地域で、住居専用住宅などに浄化槽を設置
する人に、その設置費の一部を補助します。

　下水道予定処理区域内の地域に浄化槽を設置する人も、該当する条件によっ
て設置費の一部を補助する場合があります。

　日常生活から発生する生ごみをたい肥化または減量化するための生ごみ
処理機などの購入費の一部を補助します。

新エネルギー利用設備
設置費補助金

生ごみ処理機等購入費
補助金

リサイクル資源回収
活動報奨金

ごみ一時集積所設置等
事業補助金

共同汚水処理施設
修繕工事補助金

小規模飲料水供給施設
布設事業補助金

浄化槽設置整備
事業補助金

下水道予定処理区域
浄化槽設置事業補助金

環境政策課
環境共生担当
　229－3212

環境事業課
　226－1224
各総合支所地域振興課

環境政策課
資源循環推進担当
　229－3258
各総合支所地域振興課

環境保全課
環境保全担当
　229－3140
各総合支所地域振興課

下水道建設課
維持担当
　239－1036

名　称 内　容 問い合わせ



地域の市民清掃デー

事業所から排出されるごみは、家庭ごみ一時集積所には出せません！事業所から排出されるごみは、家庭ごみ一時集積所には出せません！事業所から排出されるごみは、家庭ごみ一時集積所には出せません！事業所から排出されるごみは、家庭ごみ一時集積所には出せません！

市で収集します家庭ごみ一時集積所家庭

事務所・店舗・工場など

家庭ごみ一時集積所

市では収集しません！
家庭ごみ一時集積所
には出せません！

補助金制度のご紹介事業系一般廃棄物の処理

狂犬病と予防注射 ～大切な愛犬を守るために～

　狂犬病とは、狂犬病ウイルスによる感染症で、

人を含めた全ての哺乳類に感染する恐ろしい病気

です。今も一部の国や地域（台湾、オーストラリ

ア、ヨーロッパの一部など）を除く世界中で狂犬

病が発生しており、毎年約5万人もの人が亡くなっ

ています。日本では、1957年を最後に国内での

感染による狂犬病の発生は認められていません。

しかし、密輸や貨物コンテナに動物が紛れて運ば

れてくる事例の報告もあり、交通機関が発達して

海外との距離が縮まっている現在、いつ狂犬病が

侵入してもおかしくない状況です。

　人が発症すると約10日で亡くなるといわれて

いる狂犬病は、いまだに特効薬がなく、確立した

治療法もありません。狂犬病が国内で発生した場

合、周辺地域の全ての犬に口輪の装着とつなぐこ

と(けい留)が命じられ、生きている犬も、犬の死

体もその地域への出入りが禁止されます。

　狂犬病がひとたびまん延してしまうと、制圧が

困難になるばかりか、私たちも常に狂犬病の恐怖

と隣り合わせの生活を余儀なくされます。さらに

感染状況によっては、鳥インフルエンザや口蹄疫

がまん延した地域のように、愛犬が処分される最

悪の事態も考えられます。

　日本では、犬を飼い始める時に、生涯一度の登

録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられてい

ます。手続きを行うと、登録時には犬鑑札、狂犬

病予防注射を受けた証として注射済票を交付しま

す。鑑札と注射済票は飼い犬に付けておくことが

狂犬病予防法で義務付けられています。

　狂犬病予防注射は狂犬病を未然に防ぐ重要な役

割を果たしています。狂犬病が再び日本で発生・

流行してしまうと、その対策には多くの犠牲と多

額の費用が伴います。家族や飼い犬、そしてあな

た自身を狂犬病から守るためにも、必ず飼い犬の

登録と年1回の予防注射を行いましょう。

狂犬病とは

国内で狂犬病が発生したら

登録と狂犬病予防注射

　詳しくは、各担当へお問い合わせください。

　事務所や店舗などから排出される紙ごみや、

従業員が食べた食べ残しの生ごみなど（事業系一

般廃棄物）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」と「津市廃棄物の減量及び処理等に関す

る条例」の規定により、事業者自らの責任で適

正に処理しなければなりません。

　事業系のごみは、市では収集しませんので、

家庭ごみ一時集積所には絶対に出さないでくだ

さい。

第3条　事業者は、その事業活動に伴って生じ

た廃棄物を自らの責任において適正に処理しな

ければならない。

①収集運搬許可業者に委託する

　市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して

処理を行う。

②事業者自ら搬入する

　事業所などから排出されるごみを市の処理施設に事業者自

ら搬入する。

　搬入できないごみもありますので、あらかじめお問い合わ

せの上、搬入してください。

③再生利用業の個別指定業者に委託する

　市の指定を受けた一般廃棄物再生利用業の個別指定業者に

委託してリサイクルを行う。

　詳しくは、津市ホームページでご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（事業者の責務）

第4条　事業者は、その事業活動に伴って生じ

た廃棄物を自らの責任において適正に処理しな

ければならない。

津市廃棄物の減量及び処理等に関する条例
（事業者の責務）

正しい処理方法

　地域の環境美化への取り組

みに参加しましょう。

○津地域　9月23日（日）を予定

○久居地域　6月3日（日）

※各自治会単位で実施

○河芸地域　6～7月、9～11月に各自治会単位

　で実施

○美里地域　各自治会単位で実施

○白山地域　6月10日（日）

○美杉地域　6月に各自治会単位で実施

※芸濃、安濃、香良洲、一志地域は5月27日（日）

　に実施

※天候等により日程が変更となる場合があります。

津市　事業系一般廃棄物

　地球温暖化対策の一環として、環境への負荷が少ない新エネルギーの利
用を促進するため、個人住宅、共同住宅、事業所、自治会集会所への太陽
光発電システムと小型風力発電システムの設置費の一部を補助します。

　共同汚水処理施設の適正な維持管理を図るため、住民で組織する団体が
管理し、使用開始後４年以上が経過した共同汚水処理施設の修繕工事を実
施した場合、その管理団体に対し、修繕費の一部を補助します。

　ごみの減量化・再資源化を図ることを目的に、地域で自主的にリサイク
ル資源の回収活動を行っている営利を目的としない団体に、報奨金を交付
してその活動を推奨します。

　自治会が管理する耐久構造の集積所の設置費（新設・改修）の一部を補
助します。

　上水道が未整備の地域で飲料水を確保するため小規模飲料水供給施設を
設置する自治会等に対し、費用の一部を補助します。

　主に下水道予定処理区域外の地域で、住居専用住宅などに浄化槽を設置
する人に、その設置費の一部を補助します。

　下水道予定処理区域内の地域に浄化槽を設置する人も、該当する条件によっ
て設置費の一部を補助する場合があります。

　日常生活から発生する生ごみをたい肥化または減量化するための生ごみ
処理機などの購入費の一部を補助します。

新エネルギー利用設備
設置費補助金

生ごみ処理機等購入費
補助金

リサイクル資源回収
活動報奨金

ごみ一時集積所設置等
事業補助金

共同汚水処理施設
修繕工事補助金

小規模飲料水供給施設
布設事業補助金

浄化槽設置整備
事業補助金

下水道予定処理区域
浄化槽設置事業補助金

環境政策課
環境共生担当
　229－3212

環境事業課
　226－1224
各総合支所地域振興課

環境政策課
資源循環推進担当
　229－3258
各総合支所地域振興課

環境保全課
環境保全担当
　229－3140
各総合支所地域振興課

下水道建設課
維持担当
　239－1036

名　称 内　容 問い合わせ



6月5日は環境の日　6月は環境月間

　津市市民エコ活動センターは、市民の環境活動

の拠点です。楽しみながら環境のことをみんなで

考え、そして活動していく場として、さまざまな

イベントを開催しています。ぜひご参加ください。

6月以降のイベント開催予定

申し込み・問い合わせ

　津市市民エコ活動センター（西部クリーンセンター内、

　〒514－0081 片田田中町1304）

　　・　237－1185　　eco-center@mist.ocn.ne.jp

開館日時　毎週水～日曜日10時～16時

と　き 内　容

布ぞうり講習会（偶数月…第1金曜、
奇数月…第1日曜）

夏休み親子工作教室
（牛乳パックで椅子作り）

夏休み親子工作教室
（竹馬・竹ぽっくり・竹とんぼ作り）

えこえこバザール
ごみ処理施設見学会

掃除機をかける前に
部屋を片付ける

衣類乾燥機は
必要に応じて使う

洗濯はまとめてする

　6月5日の環境の日は、1972年6月5日からスウェーデンのストッ

クホルムで開催された国連人間環境会議を記念して国連が定めた「世

界環境デー」を受け、環境基本法で定められました。また、6月の1

カ月間は「環境月間」として、全国で地球温暖

化対策などに関する行事が行われます。津市で

も、この期間にホタル観察会や公園など公共施

設での植樹といったイベントを行っていますの

で、皆さんもこの機会に環境について考えてみ

ましょう。

　洗濯機を使うときは、少ない洗

濯物を小まめに洗うより、まとめ

て洗う方が経済的です。洗濯機の

容量に合わせて、洗濯する回数を減らすことが大

切です。

　梅雨の季節は、じめじめと

しがちですが、少しでも快適

に暮らせるように、普段の掃

除や洗濯に工夫をしてみませ

んか。天候に左右されること

もありますが、上手に省エネ

しながら、爽やかな気分で過ごしましょう。

　掃除機をかける前

に部屋を片付けてお

くと、掃除機がかけ

やすく、その分掃除

機を使用する時間が

短縮できます。

津市市民エコ活動センター

　夏の暑い日は、家の外壁などに直接日が当たっ

て温度が上がり、夜中になっても室温が下がら

ず寝苦しい夜になることがあります。そんな暑

さを少しでも和らげるために、緑のカーテンに

挑戦してみませんか。

　緑のカーテンは、ア

サガオやヘチマのよう

なツル性植物で作る、

自然のカーテンのこ

と。葉の陰で日光を遮

ることができるのはも

ちろん、葉の水分が蒸

発する蒸散

作用で周り

の熱を奪う

ことにより、

布製のカー

テンなどよ

りも涼しく

感じること

ができます。アパートやマンションのベランダ

などでも気軽に育てることができ、ヘチマやゴ

ーヤなどを植えれば、収穫できる楽しみもあり

ます。

毎月１回

７月下旬

８月

９月

９～10月

12月中旬～
下旬

１月下旬～

２月

秋の森の散策会

門松作り講習会

おひな様作り講習会

布ぞうり講習会

えこえこバザール

ごみ処理施設見学会

秋の森の散策会

おひな様作り講習会 実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ
実践しよう！
　6月の省エネ

　衣類乾燥機は、雨の日の強い

味方です。「まとめて」「脱水を

十分に」「絡んだ洗濯物をほぐ

してから」使用すれば、消費電力がより抑えられ

ます。よく晴れた日には乾燥機を使わず天日で乾

かすなど、必要に応じて使うことが大切です。

緑のカーテンにチャレンジ緑のカーテンにチャレンジ緑のカーテンにチャレンジ

折り込み紙

昨年度の
イベントの様子
昨年度の
イベントの様子
昨年度の
イベントの様子
昨年度の
イベントの様子

平成24年６月１日発行

平成24年　第２号

環境政策課

　229－3139　 229－3354



豊が丘小学校

高野尾出張所

高野尾小学校

大里出張所

大里小学校

高田短期大学

高田中・高等学校

一身田中学校

一身田公民館（一身田出張所）

一身田小学校

三重短期大学　◎

県総合文化センター

白塚小学校

白塚公民館（白塚出張所）

栗真小学校

栗真出張所

県立国児学園

北立誠小学校　◎

アストプラザ

橋北中学校　◎

観音寺保育園

三重大学教育学部附属小学校

西が丘小学校

安東小学校

安東出張所

櫛形市民館

櫛形出張所

櫛形小学校

片田小学校

片田出張所

神戸出張所

高野尾町3214－1

高野尾町5417－1

高野尾町5266－1

大里睦合町1292－1

大里窪田町1821

一身田豊野195

一身田町2843

一身田中野880－1

一身田町293－3

一身田大古曽355

一身田中野157

一身田上津部田1234

白塚町4463

白塚町5205

栗真中山町452

栗真町屋町836－1

栗真町屋町524

江戸橋一丁目30

羽所町700

桜橋二丁目38－1

観音寺町604－74

観音寺町359

長岡町800－437

納所町245

納所町249－6

分部262－1

分部1192－1

分部1211－1

片田井戸町22

片田井戸町16－1

神戸739－1

避難所 所在地

神戸小学校

新町小学校

西橋内中学校

養正小学校

中央市民館

高洲町教育集会所　◎

さくら児童館　◎

東橋内中学校　◎

敬和小学校　◎

敬和公民館　◎

修成小学校　◎

県立津工業高等学校　◎

阿漕塚記念館　◎

県立みえ夢学園高等学校　◎

育生小学校　◎

橋南中学校

県立聾学校　◎

藤水小学校　◎

藤水出張所　◎

南が丘小学校

南郊公民館（高茶屋出張所）

高茶屋小学校

南郊中学校

高茶屋市民センター

県立津高等技術学校

雲出出張所　◎

雲出小学校　◎

雲出市民センター　◎

雲出市民館

神戸332－1

八町三丁目3－1

東古河町7-1

丸之内養正町14－1

愛宕町233

高洲町15－30

中河原2075

中河原356－2

中河原445

寿町21－22

修成町9－1

半田534

柳山津興632

柳山津興1239

下弁財町津興1350

上弁財町津興2537－4

藤方2304－2

藤方1627

藤方1491-2

垂水2538-1

高茶屋三丁目25－6

高茶屋三丁目1－1

高茶屋四丁目44－1

高茶屋四丁目37－59

高茶屋小森町1176－2

雲出本郷町1388－1

雲出本郷町1164

雲出本郷町1389

雲出島貫町488－7

避難所 所在地

贄崎地区防災
コミュニティセンター　◎

港町1－23

　災害は突然やってきます。地震発生時は揺れが
収まった後、十分に安全を確認してから、また、台
風の到来時には早めに避難しましょう。
　現在、市内には182カ所の避難所があります。日
頃から近くの避難所の確認をしておくように心掛

けましょう。
　また、実際に避難する際には自動車が使用でき
ないことも考えられます。慌てないよう、避難経
路について家庭や地域で話し合い、実際に歩いて
おきましょう。

◎…津波が発生した場合、第一次的な措置とし
　て、原則、開設しない避難所

※…風水害時のみ開設する避難所
　…地震時のみ開設する避難所

市内の避難所一覧
記号の見方

地

◆津地域避難所（61カ所）

平成24年６月１日発行

平成24年第１号

防災室

　229－3104　　223－6247

折り込み紙

市内の避難所・
　　　津波避難ビル一覧

実際に歩いて確認しましょう



大井小学校

川合小学校

高岡小学校

波瀬小学校

一志中学校

大井公民館

コミュニティプラザ川合

一志高岡公民館

波瀬ふれあい会館

一志町大仰326

一志町八太785－1

一志町田尻353－1

一志町波瀬2236

一志町高野2609

一志町大仰217－1

一志町八太1008－1

一志町田尻605－2

一志町波瀬2232－2

避難所 所在地

とことめの里一志

一志体育館

一志町井関1792

一志町高野160－728

避難所 所在地

久居体育館

立成小学校

成美小学校

久居東中学校

桃園小学校

久居公民館

県立久居農林高等学校体育館

久居中学校

久居野村町877－1

久居野村町560

久居新町737

久居井戸山町721－1

新家町1350

久居元町2354

久居東鷹跡町105

久居西鷹跡町494

避難所 所在地

県立久居高等学校体育館

栗葉小学校

久居西中学校

　原小学校

誠之小学校

久居総合福祉会館

戸木小学校

戸木町3569－1

森町270

久居一色町940

　原町5848

久居西鷹跡町424

久居東鷹跡町20－2

戸木町880

避難所 所在地

芸濃小学校

芸濃総合文化センター

芸濃中学校

明小学校

旧安西小学校

旧雲林院小学校

錫杖湖水荘

芸濃町椋本5047

芸濃町椋本6824

芸濃町椋本5147

芸濃町林325

芸濃町北神山310

芸濃町雲林院566

芸濃町河内679

避難所 所在地

香良洲小学校　◎

香海中学校

香良洲公民館　◎

香良洲歴史資料館

(若桜会館)　◎

香良洲町2190ー1

香良洲町128

香良洲町1876ー1

香良洲町6320

避難所 所在地

たるみ作業所分場
まつぼっくり作業所　◎

香良洲体育館　◎

サンデルタ香良洲　◎

香良洲町5722

香良洲町3952ー90

香良洲町2167

避難所 所在地

河芸公民館

河芸体育館　※

朝陽中学校

豊津小学校　◎

河芸町浜田742

河芸町浜田774

河芸町上野2010

河芸町一色1680

避難所 所在地

上野小学校

黒田小学校

千里ヶ丘小学校

河芸町上野2963

河芸町北黒田109－1

河芸町千里ヶ丘13

避難所 所在地

美里社会福祉センター

長野小学校

美里町三郷46－3

美里町北長野1435

避難所 所在地

高宮小学校

辰水小学校

美里町足坂585

美里町家所2045

避難所 所在地

避難所 所在地 避難所 所在地

避難所 所在地 避難所 所在地

立町公民館　※

家城小学校

本町生活改善センター

東町公民館

北家城自主防災センター

藤集落センター

二俣集落センター

真見集落センター

元取公民館

杉ヶ瀬公民館

大三小学校

西徳田公民館

向居山出北公民館

上広集会所

三ヶ野多目的集会所

口佐田集会所

佐田集会所

上佐田公民館

白山町南家城1517－10

白山町南家城647

白山町南家城1500

白山町南家城162

白山町北家城1328

白山町藤1551

白山町二俣702

白山町真見97

白山町城立305

白山町川口2782

白山町二本木296

白山町二本木690－2

白山町二本木3490

白山町三ヶ野1106

白山町三ヶ野2773－1

白山町佐田178

白山町佐田554－3

白山町佐田1110

小杉公民館

大原集会所

福田山公民館

白山中学校

白山公民館

川口小学校

小野連合区公民館

南出倶楽部

倭小学校

八対野１区公民館

八ッ山小学校

八対野３区公民館

古市公民館

山田野集会所

大広公民館

茅刈公民館

下司名公民館　※

青山高原保健休養地管理事務所

白山町小杉191

白山町大原200－3

白山町福田山577

白山町川口471－6

白山町川口892

白山町川口1991

白山町川口4003

白山町南出296－1

白山町上ノ村183

白山町八対野100

白山町八対野2480

白山町八対野3508

白山町古市81－1

白山町山田野2949－3

白山町川口6820

白山町川口3437

白山町山田野590－5

白山町伊勢見4

竹原地域住民センター

竹原コミュニティ防災センター

竹原多目的集会所

美杉竹原体育館

美杉総合開発センター　※

美杉中学校

太郎生多目的集会所

旧太郎生小学校

伊勢地地域住民センター

伊勢地多目的集会所　※

美杉伊勢地体育館

八幡地域住民センター

美杉町竹原2777

美杉町竹原241－1

美杉町竹原2821

美杉町竹原2796

美杉町八知5828－1

美杉町八知5800

美杉町太郎生2120

美杉町太郎生2128－1

美杉町石名原1681

美杉町石名原1583

美杉町石名原1581－2

美杉町奥津1288-8

八幡生活改善センター　※

美杉高齢者生活福祉センター

美杉小学校

多気地域住民センター

丹生俣多目的集会所

美杉多気体育館　※

下之川地域住民センター

下之川生活改善センター　※

美杉下之川体育館

美杉町奥津1294

美杉町奥津929

美杉町奥津1025

美杉町上多気1031

美杉町丹生俣1360－2

美杉町上多気1042－5

美杉町下之川6115

美杉町下之川1875

美杉町下之川6098－2

美杉高齢者婦人センター
「しゃくなげ会館」 美杉町川上3372

草生小学校

草生公民館

村主小学校

村主公民館

安濃小学校

安濃公民館

安濃町草生4209

安濃町草生4249－1

安濃町連部68

安濃町連部69－1

安濃町内多451

安濃町内多3653

避難所 所在地 避難所 所在地

明合小学校

明合公民館

東観中学校

安濃中央総合公園内体育館

安濃交流会館

サンヒルズ安濃

安濃町粟加978

安濃町粟加978

安濃町東観音寺494－1

安濃町田端上野818

安濃町東観音寺51－3

安濃町東観音寺418

地

地

◆一志地域避難所（11カ所）◆久居地域避難所（15カ所）

◆芸濃地域避難所（7カ所）

◆安濃地域避難所（12カ所）

◆香良洲地域避難所（7カ所）

◆河芸地域避難所（7カ所）

◆美里地域避難所（4カ所）

日頃から近くの避難所の確認をしておくように心掛けましょう

◆白山地域避難所（36カ所）

◆美杉地域避難所（22カ所）



大井小学校

川合小学校

高岡小学校

波瀬小学校

一志中学校

大井公民館

コミュニティプラザ川合

一志高岡公民館

波瀬ふれあい会館

一志町大仰326

一志町八太785－1

一志町田尻353－1

一志町波瀬2236

一志町高野2609

一志町大仰217－1

一志町八太1008－1

一志町田尻605－2

一志町波瀬2232－2

避難所 所在地

とことめの里一志

一志体育館

一志町井関1792

一志町高野160－728

避難所 所在地

久居体育館

立成小学校

成美小学校

久居東中学校

桃園小学校

久居公民館

県立久居農林高等学校体育館

久居中学校

久居野村町877－1

久居野村町560

久居新町737

久居井戸山町721－1

新家町1350

久居元町2354

久居東鷹跡町105

久居西鷹跡町494

避難所 所在地

県立久居高等学校体育館

栗葉小学校

久居西中学校

　原小学校

誠之小学校

久居総合福祉会館

戸木小学校

戸木町3569－1

森町270

久居一色町940

　原町5848

久居西鷹跡町424

久居東鷹跡町20－2

戸木町880

避難所 所在地

芸濃小学校

芸濃総合文化センター

芸濃中学校

明小学校

旧安西小学校

旧雲林院小学校

錫杖湖水荘

芸濃町椋本5047

芸濃町椋本6824

芸濃町椋本5147

芸濃町林325

芸濃町北神山310

芸濃町雲林院566

芸濃町河内679

避難所 所在地

香良洲小学校　◎

香海中学校

香良洲公民館　◎

香良洲歴史資料館

(若桜会館)　◎

香良洲町2190ー1

香良洲町128

香良洲町1876ー1

香良洲町6320

避難所 所在地

たるみ作業所分場
まつぼっくり作業所　◎

香良洲体育館　◎

サンデルタ香良洲　◎

香良洲町5722

香良洲町3952ー90

香良洲町2167

避難所 所在地

河芸公民館

河芸体育館　※

朝陽中学校

豊津小学校　◎

河芸町浜田742

河芸町浜田774

河芸町上野2010

河芸町一色1680

避難所 所在地

上野小学校

黒田小学校

千里ヶ丘小学校

河芸町上野2963

河芸町北黒田109－1

河芸町千里ヶ丘13

避難所 所在地

美里社会福祉センター

長野小学校

美里町三郷46－3

美里町北長野1435

避難所 所在地

高宮小学校

辰水小学校

美里町足坂585

美里町家所2045

避難所 所在地

避難所 所在地 避難所 所在地

避難所 所在地 避難所 所在地

立町公民館　※

家城小学校

本町生活改善センター

東町公民館

北家城自主防災センター

藤集落センター

二俣集落センター

真見集落センター

元取公民館

杉ヶ瀬公民館

大三小学校

西徳田公民館

向居山出北公民館

上広集会所

三ヶ野多目的集会所

口佐田集会所

佐田集会所

上佐田公民館

白山町南家城1517－10

白山町南家城647

白山町南家城1500

白山町南家城162

白山町北家城1328

白山町藤1551

白山町二俣702

白山町真見97

白山町城立305

白山町川口2782

白山町二本木296

白山町二本木690－2

白山町二本木3490

白山町三ヶ野1106

白山町三ヶ野2773－1

白山町佐田178

白山町佐田554－3

白山町佐田1110

小杉公民館

大原集会所

福田山公民館

白山中学校

白山公民館

川口小学校

小野連合区公民館

南出倶楽部

倭小学校

八対野１区公民館

八ッ山小学校

八対野３区公民館

古市公民館

山田野集会所

大広公民館

茅刈公民館

下司名公民館　※

青山高原保健休養地管理事務所

白山町小杉191

白山町大原200－3

白山町福田山577

白山町川口471－6

白山町川口892

白山町川口1991

白山町川口4003

白山町南出296－1

白山町上ノ村183

白山町八対野100

白山町八対野2480

白山町八対野3508

白山町古市81－1

白山町山田野2949－3

白山町川口6820

白山町川口3437

白山町山田野590－5

白山町伊勢見4

竹原地域住民センター

竹原コミュニティ防災センター

竹原多目的集会所

美杉竹原体育館

美杉総合開発センター　※

美杉中学校

太郎生多目的集会所

旧太郎生小学校

伊勢地地域住民センター

伊勢地多目的集会所　※

美杉伊勢地体育館

八幡地域住民センター

美杉町竹原2777

美杉町竹原241－1

美杉町竹原2821

美杉町竹原2796

美杉町八知5828－1

美杉町八知5800

美杉町太郎生2120

美杉町太郎生2128－1

美杉町石名原1681

美杉町石名原1583

美杉町石名原1581－2

美杉町奥津1288-8

八幡生活改善センター　※

美杉高齢者生活福祉センター

美杉小学校

多気地域住民センター

丹生俣多目的集会所

美杉多気体育館　※

下之川地域住民センター

下之川生活改善センター　※

美杉下之川体育館

美杉町奥津1294

美杉町奥津929

美杉町奥津1025

美杉町上多気1031

美杉町丹生俣1360－2

美杉町上多気1042－5

美杉町下之川6115

美杉町下之川1875

美杉町下之川6098－2

美杉高齢者婦人センター
「しゃくなげ会館」 美杉町川上3372

草生小学校

草生公民館

村主小学校

村主公民館

安濃小学校

安濃公民館

安濃町草生4209

安濃町草生4249－1

安濃町連部68

安濃町連部69－1

安濃町内多451

安濃町内多3653

避難所 所在地 避難所 所在地

明合小学校

明合公民館

東観中学校

安濃中央総合公園内体育館

安濃交流会館

サンヒルズ安濃

安濃町粟加978

安濃町粟加978

安濃町東観音寺494－1

安濃町田端上野818

安濃町東観音寺51－3

安濃町東観音寺418

地

地

◆一志地域避難所（11カ所）◆久居地域避難所（15カ所）

◆芸濃地域避難所（7カ所）

◆安濃地域避難所（12カ所）

◆香良洲地域避難所（7カ所）

◆河芸地域避難所（7カ所）

◆美里地域避難所（4カ所）

日頃から近くの避難所の確認をしておくように心掛けましょう

◆白山地域避難所（36カ所）

◆美杉地域避難所（22カ所）



　「津波避難ビル」とは、津波か
ら避難する際に、逃げ遅れた人な
ど、どうしても遠くまで避難がで
きない人に少しでも安全な高い
場所を確保するため、あらかじめ
指定した建物です。いざというと
きに、どうしても遠くまで避難が
できない場合には、津波避難ビル
に避難してください。
　5月17日に、市の施設（17施設）
を、津波避難ビルとして追加指定
しました。

豊が丘小学校

高野尾出張所

高野尾小学校

大里出張所

大里小学校

高田短期大学

高田中・高等学校

一身田中学校

一身田公民館（一身田出張所）

一身田小学校

三重短期大学　◎

県総合文化センター

白塚小学校

白塚公民館（白塚出張所）

栗真小学校

栗真出張所

県立国児学園

北立誠小学校　◎

アストプラザ

橋北中学校　◎

観音寺保育園

三重大学教育学部附属小学校

西が丘小学校

安東小学校

安東出張所

櫛形市民館

櫛形出張所

櫛形小学校

片田小学校

片田出張所

神戸出張所

高野尾町3214－1

高野尾町5417－1

高野尾町5266－1

大里睦合町1292－1

大里窪田町1821

一身田豊野195

一身田町2843

一身田中野880－1

一身田町293－3

一身田大古曽355

一身田中野157

一身田上津部田1234

白塚町4463

白塚町5205

栗真中山町452

栗真町屋町836－1

栗真町屋町524

江戸橋一丁目30

羽所町700

桜橋二丁目38－1

観音寺町604－74

観音寺町359

長岡町800－437

納所町245

納所町249－6

分部262－1

分部1192－1

分部1211－1

片田井戸町22

片田井戸町16－1

神戸739－1

避難所 所在地

避難所 所在地 避難階数

神戸小学校

新町小学校

西橋内中学校

養正小学校

中央市民館

高洲町教育集会所　◎

さくら児童館　◎

東橋内中学校　◎

敬和小学校　◎

敬和公民館　◎

修成小学校　◎

県立津工業高等学校　◎

阿漕塚記念館　◎

県立みえ夢学園高等学校　◎

育生小学校　◎

橋南中学校

県立聾学校　◎

藤水小学校　◎

藤水出張所　◎

南が丘小学校

南郊公民館（高茶屋出張所）

高茶屋小学校

南郊中学校

高茶屋市民センター

県立津高等技術学校

雲出出張所　◎

雲出小学校　◎

雲出市民センター　◎

雲出市民館

神戸332－1

八町三丁目3－1

東古河町7-1

丸之内養正町14－1

愛宕町233

高洲町15－30

中河原2075

中河原356－2

中河原445

寿町21－22

修成町9－1

半田534

柳山津興632

柳山津興1239

下弁財町津興1350

上弁財町津興2537－4

藤方2304－2

藤方1627

藤方1491-2

垂水2538-1

高茶屋三丁目25－6

高茶屋三丁目1－1

高茶屋四丁目44－1

高茶屋四丁目37－59

高茶屋小森町1176－2

雲出本郷町1388－1

雲出本郷町1164

雲出本郷町1389

雲出島貫町488－7

避難所 所在地

贄崎地区防災
コミュニティセンター　◎

港町1－23

津市防災情報メール多言語版の配信を開始

第二岩崎病院

イセットビル

郵便事業株式会社津支店

フェニックスメディカルセンタービル

CSビル

津老人保健施設アルカディア

パナソニック株式会社エコソリューションズ社
津工場　厚生会館

Lut's（ラッツ）

イオン津南ショッピングセンター

ホテル　ザ・グランコート津西

JAビル専用駐車場

フェニックスホテル

三重県教育文化会館

東邦ガス株式会社　津営業所

サービス付き高齢者向け住宅
安濃津ろまん

くもづホテル＆コンファレンス

北立誠小学校

南立誠小学校

敬和小学校

修成小学校

育生小学校

藤水小学校

雲出小学校

豊津小学校

香良洲小学校

橋北中学校

東橋内中学校

三重短期大学

敬和公民館

贄崎地区防災コミュニティセンター

たるみ作業所分場まつぼっくり作業所

フェニックス通り駐車場

アスト駐車場

一身田町387

桜橋三丁目408

中央1－1

乙部5－3

寿町18－15

乙部11－5

藤方1668

藤方716

高茶屋小森町145

広明町345－4

栄町二丁目407－2

大門28－8

桜橋二丁目142

南丸之内4－10

神戸154－9

雲出長常町626－10

江戸橋一丁目30

桜橋二丁目39

中河原445

修成町9－1

下弁財町津興1350

藤方1627

雲出本郷町1164

河芸町一色1680

香良洲町2190－1

桜橋二丁目38－1

中河原356－2

一身田中野157

寿町21－22

港町1－23

香良洲町5722

大門7－32

羽所町700

４階

４階

３階、４階、５階

４階、５階

屋上

５階

３階

屋上駐車場（最上階）

屋上駐車場

３階以上

３階以上

３階以上

３階以上（本館・別館とも）

屋上

３階以上

３階

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

３階、屋上

校舎棟３階、４階、屋上

３階（大会議室、研修室Ａ）

屋上

３階、屋上

３階以上

３階以上

　災害は突然やってきます。地震発生時は揺れが
収まった後、十分に安全を確認してから、また、台
風の到来時には早めに避難しましょう。
　現在、市内には182カ所の避難所があります。日
頃から近くの避難所の確認をしておくように心掛

けましょう。
　また、実際に避難する際には自動車が使用でき
ないことも考えられます。慌てないよう、避難経
路について家庭や地域で話し合い、実際に歩いて
おきましょう。

◎…津波が発生した場合、第一次的な措置とし
　て、原則、開設しない避難所

※…風水害時のみ開設する避難所
　…地震時のみ開設する避難所

市内の避難所一覧

市内の津波避難ビル一覧

記号の見方

地

津

◆津地域避難所（61カ所）

英語
English
　eng@tsumail.jp

ポルトガル語
Portugues
　por@tsumail.jp

タガログ語
Tagalog
　tag@tsumail.jp

スペイン語
Espanol
　esp@tsumail.jp

やさしいにほんご
　ejp@tsumail.jp

　…避難所と津波避難ビルの
両方に指定されている施設で
すが、津波が発生した場合、
第一次的な措置として、原則、
避難所としては開設しません。

記号の見方

　大雨による浸水・土砂被害や地震・津波などの災
害が予想されるときなどに、市民の皆さんへいち
早く正確な情報をお伝えするため、屋外の防災行
政無線のスピーカーで放送した緊急情報を携帯電
話へ送信する「津市防災情報メール」を運用してい
ます。
　これまで津市防災情報メールは日本語のみに対
応していましたが、新たに「英語」「ポルトガル語」「ス
ペイン語」「タガログ語」「やさしいにほんご」（外
国人にも分かりやすい表現を使った日本語）に対応
した「津市防災情報メール多言語版」の配信を始め
ました。
　多言語版を利用するためには、言語ごとに事前
に登録する必要がありますので、次のメールアドレ
スまたはＱＲコードから登録してください。

津

津

津

津

津

津

津

津

津

津

津

津

津

津

平成24年６月１日発行

平成24年第１号

防災室

　229－3104　　223－6247

折り込み紙

市内の避難所・
　　　津波避難ビル一覧

実際に歩いて確認しましょう
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