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母子健康手帳交付 産婦人科との連携

乳幼児健診
予防接種

赤ちゃん訪問
養育支援訪問

保育所・幼稚園
小・中学校

経済的な支援

親とつながる
きっかけ

妊産婦医療助成
妊婦健診

生活の場での
情報把握未受診・未接種児の

背景を見つめる

毎日、子どもを
見守れる場

児童手当の支給
乳幼児・小児医療費の助成
就学援助費の支給

津市の子ども・子育て施策津市の子ども・子育て施策

▲

子育ての不安・育児の負担感の増加
　核家族化や地域の交
流の希薄化などによっ
て、身近な相談相手が
少なくなり、子育てに
不安感や孤立感を感じ
る保護者が増加してい
ます。▲

保育ニーズの増大・多様化
　津市では、就学前の子どもを持つ母親の約５割

がフルタイムやパートタイムなどで
働いており、小学生の子どもを持つ
母親は約７割が働いているというア
ンケート結果が出ています（「子育て
支援に関するニーズ調査（平成21年
６月）」）。このような背景から、保育
ニーズが増大し、保育所への入所を
希望する児童が年々増加しています。

　こうした状況に対応していくため、津市ではさ
まざまな取り組みを行っています。

　保健・医療・福祉・教育のきめ細やかなサービ
スを提供し、安心して妊娠、出産、育児が行える
よう支援しています。

▲

保育所待機児童の解消
　待機児童を解消していくため、施設整備を促進
しています。また、緊急一時入所の保育所を増や
すとともに、ハローワークや保育士養成校との連
携などにより、保育士の確保に努めています。▲

特別保育の充実
　障がい児保育の充実に
向けて、障がいの状態に
応じた加配保育士の配置
や、こども総合支援室の
発達支援担当職員の保育
所訪問支援などにより、
連携した療育支援を行っ
ています。

　市内の３つの施設で、合同カリキュラムを作成
し、教育・保育を実施しています。▲

目的は？
①幼稚園・保育所に通う子どもたちが等しく幼児
　教育・保育が受けられるようにする。
②互いの良さを出し合いながら質の高い保育・幼
　児教育を提供する。
③就学前から小・中学校へのつながりを見据える。▲

取り組んでいる成果は？
①交流を重ね、互いを身近に感じるようになった。
②小学校への連携がスムーズになった。▲

取り組む上での課題は？
　保育・教育に対する考えの違いを十分に話し合
い、共通理解を図っていくことが必要である。▲

取り組み例

子育てを取り巻く環境 保育サービスの充実

幼保一体への先進的な取り組み

きめ細やかな親・子どもへの支援

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

一緒にサツマイモの苗を植えま
した（白山乳幼児教育センター）

こいのぼりを一緒に
作成（高野保育園・高
岡幼稚園）

合同で運動会を開催（浜っ子幼
児園）
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問い合わせ　こども家庭課　　229－3167　　229－3451
　　　　　　こども総合支援室　　229－3284　　229－3334
　　　　　　教委教育研究支援課　　229－3243　　229－3332

　さまざまな不適切な子育てから子どもを守るた
め、必要な家庭の支援を行っています。▲

児童相談所との連携
　支援の初期段階から児童相談所と連携し、一緒に
調査訪問を行い、役割分担をして支援しています。▲

気になることがあったら連絡を
　情報がなければ支援につながりません。何か気
になる、何か変だと思ったら、連絡をいただくこ
とを啓発しています。▲

虐待防止に向けて
　子育て家庭を孤立
させないよう、みん
なが声を掛け合い支
えあう地域を目指し
ています。
　

　親をはじめとする大人が、子ども同士が育ち合
うのを見守り、地域全体で子育ちを支える仕組み
づくりを行っています。▲

児童館　
　市内にある６カ所の児童館は、子どもの居場所
を提供しています。ここでは、異年齢の子ども同
士が遊びの中でいろいろな体験を通し、子どもた
ちが自らの力をつけています。▲
元気っ津まつり
　毎年開催している元気っ津まつりでは、子育ち
支援の場づくり、子育ち・子育て団体のネットワ
ークづくりを行っています。

　親自身が「子育て」の仕方が分からなくなって
いる、また「子育て」のノウハウが伝えられてい
ないといった状況を解消するため、子育て支援セ
ンターを設置し、子育てを支援するさまざまな取
り組みを行っています。▲

子育て支援センター
　保育所に併設の12カ
所と地域独立型の２カ
所（芸濃・安濃）の子育
て支援センターがあり、
地域のさまざまな世代
や立場の人が子どもや
子育て家庭に関心を持
って関わることで、地
域全体で子育ちを育む
仕組みづくりを行って
います。

子どもを虐待から守る

子育ちを支援するまちづくり

子育てを支援する取り組み

ふれあいワクワク
ステージ

大型絵本の読み聞かせ

七夕飾りづくり

パラバルーン

芸濃子育て支援センター
「ぷちぷち」の取り組み例

　地域の活動団体のメンバーが支援者とし
て、次のような活動に取り組んでいます。
①ぷちぷち支援者会議
②ぷちぷち行事（月１回支援者として親子
　に寄り添う)
③子育て支援者同士の交流、情報交換
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こども総合支援室

久居総合支所福祉課

河芸総合支所市民福祉課

芸濃総合支所市民福祉課

美里総合支所市民福祉課

安濃総合支所市民福祉課

ところ 電話番号 ところ 電話番号

家庭児童相談
（こども総合支援室）

香良洲総合支所市民福祉課

一志総合支所市民福祉課

白山総合支所市民福祉課

美杉総合支所市民福祉課

県中勢児童相談所

津警察署

津南警察署

　229－3284

　229－7830

　255－8831

　244－1703

　266－2515

　279－8116

　268－5516

　292－4303

　293－3003

　262－7015

　272－8084

　231－5666

　213－0110

　254－0110

支援の必要な家庭
支援 支援

協議

連
携
し
て
対
応

支援相談

連絡

通告

通告

通告

通告

支援の協力依頼

虐待についての
通報

医療機関

関係機関

保育所・幼稚園・
小学校など

民生委員・
児童委員

こども総合支援室
家庭児童相談

保健センター

相談受理会議

調査

一時保護家庭支援

ケース検討会議
教育委員会

相談受け付け

調査

ケース検討会議

支援の実施

市民

警察署

市役所 児童相談所

緊急時
の連携 施設保護

気づくのは あなたと地域の 心の目
11月は児童虐待防止推進月間です

（平成24年度「児童虐待防止推進月間」標語）

問い合わせ　こども総合支援室
　229－3284　　229－3334

　児童虐待は、児童の人権を著
しく侵害し、その心身の成長や
人格形成に重大な影響を与えま
す。多様な家族形態や社会的背
景の中で、家庭が本来の機能を
果たせず、虐待につながる場合
も多く、社会全体で早急に解決
すべき重要な課題になっていま
す｡

　市では、虐待の発生予防、早
期発見・早期対応から虐待を受
けた子どもの自立に至るまで、
切れ目のない総合的な支援が必
要と考え、児童虐待についての
連絡を受けると児童相談所に連
絡し、保育所や教育委員会、学
校、保健センターなどの市の関
係部署から情報を集めます。そ
の後、関係者が集まってチーム
を組み、支援の方法を検討し、
必要があれば家庭訪問をするな
ど、関係者が協力して家庭支援
を行います。
　特に子どもへの危険性が高い
場合など、今後問題が発展しそ
うな場合は、子どもを児童相談
所に一時的に保護し、市、児童
相談所、警察署などが連携して
対応します。

■児童虐待・家庭児童相談窓口
　虐待を受けたと思われる子ど
もや子育てに悩む親がいたら、
また、自身が出産や子育てに悩
んでいたら、児童相談所や市の

窓口へ連絡・相談してください。
　連絡は、匿名で行うことも可
能です。連絡者や連絡内容に関
する秘密は守られます。

児童虐待を防ぐために

●身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、
　やけどを負わせる、溺れさせるなど
●性的虐待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポ
　ルノグラフィの被写体にするなど
●ネグレクト
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不
　潔にする、自動車の中に放置する、重い病気
　になっても病院に連れて行かないなど

●心理的虐待
　言葉による脅し、無視、きょうだい間での差
　別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴
　力をふるう（ドメスティックバイオレンス、
　ＤＶ）など

児童虐待とは

■虐待防止のための体制
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皆さんのご意見をお聞かせください
津市総合計画後期基本計画（案）パブリックコメント募集津市総合計画後期基本計画（案）パブリックコメント募集

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

　市民の皆さんや市内で活動している団体、津
市総合計画審議会、各地区地域審議会などから
アイデアや思いなどをお聞きしながら、今後５

年間の本市のまちづくりの
事業展開の方向を示す津市
総合計画後期基本計画（案）
を作成しました。ぜひ、皆
さんのご意見をお聞かせく
ださい。

意見の提出方法　「津市総合計画後期基本計画
　（案）に関する意見」と明記し、住所、氏名（法
　人その他の団体の場合は、所在地・名称・代
　表者の氏名）を、直接または郵送、ファクス、
　Ｅメールで政策課（〒514－8611 住所不要、　
　229－3101@city.tsu.lg.jp)へ。または直接、
　各総合支所地域振興課へ
※頂いたご意見は、募集期間終了後に、上記の
　閲覧・配布場所で公表します。

募 集 期 間　11月13日（火）～12月12日（水）必着
閲覧・配布場所　政策課、総務課情報公開室、各総合支所地域振興課
　　　　　　　 津市ホームページ

問い合わせ　市民交流課　　229－3102　　229－3366問い合わせ　市民交流課　　229－3102　　229－3366

　上富良野町は、国内の「ラベンダー発祥の
地」であることをご存知ですか。
　今からさかのぼること75年前の昭和12年に、
化粧品や食品などの香料を製造している曽田香
料株式会社が、フランスからラベンダーの種を
日本で初めて手に入れ、栽培を試みました。そ

して、札幌工場と、千葉・岡
山・北海道の農事試験場で栽培
した結果、北海道が生育に適し
ていることが分かったのです。
　これを受けて、昭和22年に
上富良野町の農家、上田美一さ
ん、太田晋太郎さん、岩崎不二

男さんが、札幌工場長とラベンダー栽培につい
て話し合い、翌年から委託栽培を始めました。
それからラベンダーは町中に広がり、今では毎
年７月の初旬から下旬にかけて、町の至るとこ
ろできれいな紫色の花が見られます。
　また、ラベンダーのほかに、上富良野町には
「かみふらの八景」と呼ばれる美景スポットが
あります。その名のとおり８つの素敵な景色
は、ドラマのロケ地やＣＭの撮影場所にも使わ
れ、四季折々のさまざまな姿で訪れる人たちを
魅了しています。その他にも多くの美術館や展
示館、広大な公園や農場があり、一度訪れたら
きっとその魅力に心を打たれるでしょう。

町内の日の出公園にあるラベンダー発祥地の碑

かみふらの八景の一つ「ジェットコースターの道」

②
観光編
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○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メール市からのお知らせ市からのお知らせ
記号の見方

安濃保健センター
　268－5800　　268－5801

4種混合予防接種を開始 中央保健センター
　229－3310　　229－3287

11月の献血（400ml）

こども家庭課
　229－3167　　229－3334

来年4月からの
保育所入所申し込み

久居総合支所地域振興課
　255－8816　　256－7666

訓練のサイレンに
ご理解を

お知らせ

市民交流課
　229－3252　　227－8070

家庭用はかりの無料検査

　11月1日（木）から、３種混合
（ＤＰＴ、ジフテリア・百日ぜ
き・破傷風）ワクチンと不活化
ポリオワクチンを合わせた「４
種混合予防接種」が始まりま
す。接種スケジュールなど詳し
くは、協力医療機関または安濃
保健センターへお問い合わせく
ださい。
接種方法
●初回接種…20～56日の間隔を
　おいて皮下に注射（３回）
●追加接種…初回接種終了後６
　カ月以上の間隔をおいて皮下
　に注射（１回）
対　象　生後３カ月以上90カ月
　（７歳６カ月）未満で、原則と
　して、３種混合ワクチンとポ
　リオワクチンを１回も接種し
　ていない人

と　き　11月９日（金）13時40
　分～15時
ところ　市白山庁舎
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

　来年４月からの保育所入所の
申込期間は、11月１日（木）～30
日（金）です。申込書類は、こど
も家庭課、各総合支所市民福祉
課（福祉課）または各保育所で配
布しています。
申し込み後の予定
●12月…入所面接

●来年１～３月…所得に関する
　書類の提出
●３月…入所決定、各保育所で
　入所説明会

と　き　11月13日（火）10時～
　12時、13時～15時
ところ　市本庁舎１階ロビー
内　容　家庭で使用
　している体重計や
　はかりなどの検査

　津市消防団久居方面団の秋期
実践訓練に伴い、久居地域の消
防団詰所のサイレンが鳴ります
ので、ご理解をお願いします。
と　き　11月11日（日）７時～

問い合わせ　白山総合文化センター　　262－5893　　262－5445

　1,400年もの歴史と伝統が息づく雅楽の世
界。東儀秀樹と母・東儀九十九、姉・東儀雅美
が共演。古典楽器による雅楽の演奏、創作舞、
オリジナル楽曲などをお届けします。雅楽が初
めての人にも楽しめるコンサートです。
入場料　3,500円（全席指定）
入場券販売場所　白山総合文化センター、白山

　総合支所地域振興課、津リージョンプラザ
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※各販売場所により休みの日が異なりますので
　ご注意ください。
※各販売場所窓口で入場券購入時に座席を指定
　してください。（販売場所ごとに座席が指定さ
　れています）

11月9日（金）チケット販売開始

と　き　来年1月27日（日）15時～

　　　　（14時30分開場）

ところ　白山総合文化センター

　　　　しらさぎホール

津市文化振興事業

東儀秀樹さん
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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

津市消防本部（指令センター）

通報者

救急のとき火事のとき

火事です。
○○が燃えています。

救急です。
急病・事故です。

○○町○番○号○○宅です。
近くには○○があります。

全員避難して無事です。
消火器で、消火中です。

○○が痛いです。
○○と○○の事故です。

○○です。電話番号は○○です。

火事ですか・救急ですか？

昨年の成人式

火
事

救
急

場所はどこですか？
　近くに目印になる建物がありますか？
　など詳しくお聞きします。

あなたのお名前と電話番号を教えてください。

逃げ遅れた人はいますか？

初期消火はしましたか？

どこが痛いですか？

どんな事故ですか？

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

教委生涯学習課
　228－4655　　228－4756

平成25年成人式
救急対策室
　254－1603　　256－7755

上級救命講習会

人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

久居総合支所生活課
　255－8841　　255－0960

小・中学生による
人権に関するポスター展

こども総合支援室
　229－3284　　229－3334

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員養成講座

イベント 募　集

問い合わせ　通信指令課　　254－0119　　256－4100

と　き　来年１月13日（日）13時
　～（受け付けは12時30分～）
ところ　メッセウイング・みえ
　（北河路町）
対　象　平成４年４月２日～平
　成５年４月１日に生まれた人
　※11月１日現在で津市に住民
　登録がある人には案内状を送
　付します。就学・就職などで
　住民登録がない人でも参加で
　きます。
　※アルコール類の持ち込みや
　飲酒しての入場はお断りしま
　す。

と　き　12月4日（火）～10日（月）
　10時～21時
ところ　イオン久居店２階吹き
　抜け周辺（久居明神町）

　いざというときに備えて、応
急手当てを覚えましょう。
と　き　12月2日（日）9時～18時
ところ　久居消防署
内　容　人工呼吸、胸骨圧迫（心 
　臓マッサージ）、ＡＥＤ、止
　血法、傷病者管理法、副子固
　定法など
定　員　先着30人
申し込み　11月12日（月）～22
　日（木）に救急対策室へ

　人権意識の高揚を目指した標
語を募集します。入選者は、来
年２月10日（日）の津市人権問題
講演会で表彰する予定です。な
お、入選作品は津市に帰属する
ものとし、人権啓発に活用しま
す。また、入選者には粗品を進
呈します。
応募方法　はがき、ファクス、
　Ｅメ―ルで人権標語、郵便番
　号、住所、氏名、電話番号を人
　権課（〒514－8611 住所不要、
　　229－3165@city.tsu.lg.jp）
　へ　※Ｅメールの件名は「人
　権標語」と入力してください。

締め切り　12月３日（月）必着
昨年度の入選作品
「ありがとう 今度は私が 届ける
番」
「みんなの えがお ぼくは何だか
うれしい気持ち」
「人権を 守る心の あたたかさ」

　ファミリー・サポート・セン
ター事業は、子育てを助けてほ
しい人（依頼会員）の要望に応じ
て、子育ての手伝いができる人
（提供会員）を紹介し、相互の信
頼と了解の上で一時的に子ども
を預かる仕組みです。子どもを
預かるために必要な専門知識の
基礎を学んで、提供会員になっ
てみませんか。
と　き　11月17日（土）・18日
　（日）・23日（金・祝）・25日（日）、 
　12月１日（土）・８日（土）
ところ　中央公民館
費　用　無料（テキスト代2,000
　円が別途必要）
申し込み　電話で津市ファミリ
　ー・サポート・センター（　236
　－0120、　236－0121）へ
※有料で託児を行います。詳し
くは、申込時にお問い合わせく
ださい。

　119番通報は、消防本部が火
災や救急事案などの災害発生を
知る窓口です。皆さんからの正
しい119番通報が、迅速な消防
活動につながりますので、落ち
着いて答えてください。
　場所が分かった時点で、消防
車や救急車は出動します。

119番通報の
正しいかけ方

11月9日は119番の日
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選挙すべき
委員の数選挙の区域選挙区

名
第２～11選挙区の区
域以外の区域 ４人

４人

３人

６人

３人

４人

２人

４人

３人

３人

４人

高野尾・大里・一身
田・白塚・栗真出張
所の所管区域
藤水・高茶屋・雲出
出張所、香良洲総合
支所の所管区域

美杉総合支所の所管
区域

白山総合支所の所管
区域

一志総合支所の所管
区域

安濃総合支所の所管
区域

美里総合支所の所管
区域

芸濃総合支所の所管
区域

河芸総合支所の所管
区域

久居総合支所の所管
区域

第９
選挙区
第10
選挙区
第11
選挙区

第８
選挙区

第７
選挙区

第６
選挙区

第５
選挙区

第４
選挙区

第３
選挙区

第２
選挙区

第１
選挙区

市営住宅課
　229－3190　　229－3213
久居分室
　255－8853　　255－0960

市営住宅・市営若者住宅
募　集

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館課題講座
ふれあい英語体験講座
～Let’s enjoy English!～

11月21日（水）に訓練放送をします

全国瞬時警報システム（J-ALERT）

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館課題講座
高田短期大学共催事業
シニア・パソコン教室年賀状作り

選挙管理委員会
　229－3236　　229－3338

任期満了に伴う
津市農業委員会委員選挙
立候補の届け出

問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

　11月１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。
受付期間　11月19日（月）～22日
　（木）８時30分～17時15分

　市内の小・中学校で英語を教
えているＡＬＴ（外国語指導助
手）とクリスマスの歌やゲーム
などで、楽しく英語に触れてみ
ませんか。
と　き　12月15日（土）
　午前コース…10時～11時30分
　午後コース…14時～15時30分
ところ　橋北公民館
対　象　市内に在住・在学の小
　学生（初めての人を優先）
定　員　各コース抽選25人

参加費　無料
申し込み　往復はがきに、希望
　コース名、住所、氏名（ふり
　がな）、電話番号、学校名、
　学年を記入し、中央公民館（〒
　514－0036 丸之内養正町１－
　１）へ
締め切り　11月30日（金）必着　
※往復はがき１枚につき１人１
　コース有効

　パソコンの基本操作を教わり
ながら、楽しく年賀状を作りま
す。使いたい絵や写真があれば
持参してください。
と　き　12月２日（日）10時～14
　時30分
ところ　高田短期大学（一身田豊
　野）
講　師　情報ボランティアみえ
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の60歳以上の人（初めての
　人を優先）
定　員　抽選20人
費　用　１人300円（資料代）
申し込み　往復はがきに講座名、
　住所、氏名、電話番号を記入

　し、中央公民館（〒514－0036 
　丸之内養正町1－1）へ　※往復
　はがき1枚につき1人のみ有効。
締め切り　11月15日（木）必着
※昼食は各自持参するか、学外
　でお取りください。

選挙期日　12月２日（日）
告示日　11月25日（日）
立候補届出用紙の配布日　11月
　５日（月）～
立候補届出用紙の配布場所　選
　挙管理委員会事務局、各総合
　支所地域振興課、旧津地域管
　内の各出張所（アストプラザ
　オフィスを除く）
事前審査日　11月16日（金）
立候補届出および事前審査受付
場所
●第１～３選挙区…選挙管理委
　員会事務局
●第４～11選挙区…各総合支所
　地域振興課
選挙区および各選挙区において
選挙すべき委員の数

郵便およびファクスでの申込
用紙の配布、受け付けはでき
ません。

　全国瞬時警報システム（J－ALERT）の訓練放送をします。それ
に合わせて、市内各所に設置されている防災行政無線のスピー
カーから訓練用の放送が一斉に流れます。
と　き　11月21日（水）10時ごろと10時30分ごろ　※災害の発生
　状況、気象状況等によっては、訓練を中止する場合があります。
内　容　同報系防災行政無線での放送、防災情報メール（登録し
　ている人のみ）の送信
訓練放送文　「これは試験放送です」を３回→「こちらは広報津市
　です」→チャイム音
※全国瞬時警報システムとは、津波警報や地震発生、ミサイル発
　射などの緊急情報を国が地方公共団体に伝達するシステムです。
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問い合わせ　商業労政振興課
　229－3169　　229－3335

問い合わせ　文化振興課
　229－3250　　229－3247

問い合わせ　環境政策課
　229－3212　　229－3354

問い合わせ　榊原農民研修所
　252－0220　　252－1172

　家族で楽しみながら環境について考えてみませ
んか。環境に配慮したイベントのため、マイバッ
クやマイ箸などの持参をお願いします。
内　容
　●市民団体、企業の環境保全活動の展示や体験
　●市内の幼稚園、小・中学校の環境学習の展示
　●「エネルギー」をテーマにした展示
　●フリーマーケット
　●野菜やお茶などの地元の農産物、お菓子など
　　を即売する地産地消コーナー
　●ごみ収集車へのお絵描き、乗車体験　など

内　容　農産物の販売、ふるまい鍋、古代米のす
　くいどり、ジャンボかぼちゃの重さ当てなど
※かかしの展示は11月５日（月）～24日（土）
※雨天時は一部内容を変更。農産物の販売は実施。

　「体験」をテーマにしたイベントです。凧作りや
最近話題のノルディックウオーキングのほか、市
民活動団体による体験ブース、手作り作品の小さ
なお店「ハコチカ」のクラフト体験など、普段で
は味わえない体験をぜひお楽しみください。
※雨天の場合は津市まん中交流館のみの開催

　歴史的な町並みが残る一身田寺内町で、一身田
寺内町まつりが開催されます。懐かしい町の雰囲
気と祭りのにぎわいを味わってみませんか。
内　容　特設ステージでの音楽や踊りの発表、唐
　人踊り・しゃご馬・中野獅子舞などの郷土芸能、
　子どもみこし、
　地元商工会など
　による特産物バ
　ザー、友好都市
　北海道上富良野
　コーナー、千人
　豚汁・おにぎり
　の販売など

　紅葉に彩られた、津偕楽公園、四天王寺、津城
跡や、海の玄関口津なぎさまちの他、イベントが
行われる中心市街地を巡ります。
　当日受け付け先着500人には、コースの途中で
お楽しみプレゼントや、津なぎさまちの地元自治
会による「ふるまい鍋」があります。また、とき
めき高虎会と安濃津ガイド会によるガイドも行い
ます。事前申し込みは不要です。
コース（約８㎞）　近鉄津駅→津偕楽公園→四天王
　寺→立町商店街→津観音→大門大通り商店街→
　浄明院→津なぎさまち→寒松院→観音橋→丸之
　内商店街→津市まん中広場→津城跡→津新町通
　り商店街→津新町駅

つ・環境フェア 榊原温泉 秋の収穫祭

一身田寺内町まつり
ホッ！とするに一身田

まん中！秋の体験まつり

秋の彩りと江姫・高虎さん
ゆかりの地ウオーク

津のまん中ウオーク

と　き　11月18日（日）10時～15時
ところ　津市モーターボート競走場

と　き　11月24日（土）8時30分～14時ごろ
ところ　榊原自然の森多目的広場

と　き　11月18日（日）9時～16時
ところ　一身田寺内町周辺

と　き　11月18日（日）９時30分～10時30
　　　　分受け付け　※雨天決行
ところ　近鉄津駅西口前集合

と　き　11月18日（日）10時～15時
ところ　津市まん中広場、津市まん中交流館

たこ

　飲料用ペットボトル
のキャップを集めて、
世界の子どもたちにワ
クチンを贈りませんか。
きれいに洗ったキャッ
プを持参してください。
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問い合わせ　スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

問い合わせ　錫杖湖水荘
　265－2019　　265－4949

津シティマラソン大会参加者募集

美し国三重市町対抗駅伝
津市代表選手選考会

錫杖ヶ岳登山

と　き　来年1月27日（日）9時開会式、10時スタート予定　※雨天決行
ところ　安濃中央総合公園内多目的グラウンド

　今年の東京マラソンに出場し見事に完走、タレ
ント・モデル・リポーターと多方面で活躍してい
る白石みきさんをゲストランナーに迎えて開催し
ます。
　大会では４種目31部門のレースの他、お楽し
み抽選会や振る舞い鍋、ミニ物産展、手湯コー
ナーなどもあります。奮ってご参加ください。
コース　安濃中央総合公園内を発着点として、安
　濃地域を走る５㎞・10㎞のコースと、同公園
　を周遊する２㎞・ジョギングのコース
種目・部門　ジョギングを除くいずれの部門も男
　女別順位を決定

と　き　12月９日（日）10時～　※雨天決行
ところ　高田中学校・高校グラウンド
内　容　来年２月17日（日）開催の美し国三重市
　町対抗駅伝の津市代表選手の選考の参考にする
　記録会
種　目　小学５・６年男女1,500m、中学生女子2,000
　m、ジュニア女子3,000m、20歳以上女子3,000
　m、中学生男子3,000m、ジュニア男子5,000m、
　20歳以上男子・40歳以上男子5,000m（ジュニア
　は平成5年4月2日～平成9年4月1日生まれの人）
参加費　無料
申し込み　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、
　郵送またはファクスでスポーツ振興課（〒514－
　0056 北河路町19－1 メッセウイング・みえ2階）
締め切り　11月16日(金)

　ベテラン登山家の指導を受けながら、標高676
ｍの山頂に挑んでみませんか。
と　き　12月1日（土）8時～ ※雨天の場合は中止
ところ　錫杖湖水荘駐車場集合
定　員　先着50人
費　用　2,000円（当日徴収、保険料と錫杖湖水
　荘での昼食代を含む）
申し込み　11月７日（水）８時30分から電話また
　はファクスで錫杖湖水荘へ  ※火曜日を除く

対　象　健康な人（小学３年
　生以下は必ず保護者と一緒
　に参加すること)
参加費（保険料を含む)
●ジョギング1,000円
●2㎞と5㎞いずれも1,500円
●10㎞2,500円
申し込み　スポーツ振興課ま
　たは各総合支所地域振興課、
　市内の運動施設などにある
　大会要項に添付の申込書に必要事項を記入し、
　参加費を添えてスポーツ振興課へ。また、大会
　要項に添付の振込用紙で最寄りの郵便局から申
　し込むこともできます。スポーツエントリーや
　ＪＴＢスポーツステーションのホームページも
　ご利用ください。
※申し込み受け付け後の参加費の返金や参加種目
　の変更はできません。
締め切り　12月７日（金）必着。スポーツ振興課
　に直接申し込む場合は12月12日（水）
※当日は交通規制にご協力ください。

ゲストランナーの
白石みきさん

小学３年生以下
と保護者

ジョギング ２㎞ ５㎞

参加できません

10㎞

部門 種目

小学４～６年生

中学生

高校生～29歳

30～49歳

50～59歳

60歳以上

（70分以内
に完走で
きる人）
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短時間労働者以外

週当たりの所定労働時間が30時間以上
の人

助成対象期間
支給額

大企業 中小企業
対象労働者

週当たりの所定労働時間が20時間以上
30時間未満の人

高年齢者（60～64歳）、母
子家庭の母など 50万円

50万円

100万円

30万円

30万円

50万円

30万円

90万円

60万円

１年

１年

90万円

135万円

240万円

60万円

90万円

１年

１年

１年

１年

１年

２年

１年

大企業
支給額対象労働者 助成対象期間
中小企業 大企業 中小企業

高年齢者（60～64歳）、母
子家庭の母など
身体・知的・精神障がい者

重度障がい者などを除く
身体・知的障がい者
重度障がい者など（重度
身体・知的障がい者、精
神障がい者、45歳以上の
身体・知的障がい者）

短時間労働者
（週当たりの所定
労働時間が20時間
以上30時間未満）

事業主の皆さんへ
給与所得者の個人市民税・県民税は
特別徴収で納税を

雇用支援制度の活用を

　所得税は源泉徴収しているけれど、個人市民
税・県民税は特別徴収（天引き）していないという
ことはありませんか。給与所得者の個人市民税・
県民税は、法令により、事業所が給与から特別徴
収して、給与所得者に代わって市町に納税するこ
とになっており、原則として、パートやアルバイ
トを含む全ての従業員から特別徴収をする必要が
あります。税額の計算は市で行いますので、所得
税のように税額計算や年末調整は不要です。
　平成26年度から県内の全市町では、法定要件
に該当する事業所は、全ての従業員の個人市民

税・県民税を特別徴収していただく予定です。現
在、特別徴収を行っていない事業所は、早めの切
り替えをお願いします。
従業員の皆さんのメリット
■金融機関などへ出向いて納税する手間が省け、
　納付し忘れることがありません。
■原則として年４回払いの普通徴収に比べて、特
　別徴収は年12回払いとなりますので、１回当
　たりの負担が軽くなります。
※詳しくは、津市ホームページの個人市民税につ
　いてのページをご覧ください。

　ハローワークなどの紹介で、新たに、60～64歳
の高年齢者や障がい者などを継続して雇用する事
業主や、65歳以上の離職者を１年以上継続して
雇用する事業主に、賃金の一部が助成されます。

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

問い合わせ　商業労政振興課　　229－3114　　229－3335

　厚生労働省では、従業員を新たに雇うときに、
さまざまな支援をしています。支援制度を活用
し、一人でも多くの雇用をお願いします。
詳しくは、三重労働局職業対策課（　226－2306）、
またはハローワーク津（　228－9161）へ特定求職者雇用開発助成金制度

■特定就職困難者雇用開発助成金
主な支給要件　60～64歳の高年
　齢者や障がい者などの就職困難
　者を、ハローワークまたは適正
　な運用を認められた職業紹介事
　業者の紹介に
　より、新たに
　継続して雇用
　すること

■高年齢者雇用開発特別奨励金
主な支給要件　雇い入れ日の満年
　齢が65歳以上の離職者を、ハ
　ローワークまたは適正な運用を
　認められた職業紹介事業者の紹
　介により、新たに雇用すること。
　ただし１週間の所定労働時間が
　20時間以上で、１年以上継続し
　て雇用すること

■高年齢者や障がい者などを新たに
　雇用するとき

１年　
６カ月

１年　
６カ月

１年　
６カ月

Ⅰ
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　美里グラウンドで、秋の
スポーツフェスティバルの
ソフトボール大会が開催さ
れました。残暑厳しい中、
美里地域内外から６チーム
の参加があり、トーナメン
ト戦で行われました。試合
は好プレー・珍プレーなど
が続出し、大会は大変盛り
上がりました。

9/9スポーツの秋をソフトボールで　

▲

9/15香良洲地域　

▲

　美杉地域では７会場で敬老会が開催されました。
参加した皆さんは、和やかに談笑しながら食事をし
たり、歌謡ショーやマジックショーを見たりして、
楽しいひと時を過ごしました。

　サンデルタ香良洲で、香良洲地域の敬老会が開催され
ました。敬老会では、婦人会の皆さんや有志の会による
踊り、詩吟の会や大正琴などのアトラクションに加え、
歌謡舞踏やお木曳き音頭などのお楽しみ演芸会もあり、
大いに盛り上がりました。

9/4～23美杉地域　

▲

　９月９日の「救急の日」、久居公民館で市民を対象
に「救急医療を考える集い」が開催されました。久居
消防署の救急救命士による「救急車の適正利用につい
て」の講演や心肺蘇生法の指導、三重中央医療セン
ターの医師による「急を要するお腹の疾患」の講演な
どがあり、救急医療を考える良い機会になりました。

救急の日に救急医療を考える　

▲

9/9

　お城西公園やフェニックス通りなどを会場に、今年
も津まつりを開催しました。２年ぶりにディズニーの
仲間たちも東京ディズニーリゾート・ドリームクルーザ
ーⅡに乗って駆け付け、大勢の人でにぎわいました。

津市の秋を盛り上げる　

▲

10/6・7

敬老会　いつまでもお元気で
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　南が丘地区自主防災協議会は、災害発生時に備え
た情報伝達訓練を行いました。この訓練には、自治
総合センターのコミュニティ助成事業(宝くじ助成)
で購入したデジタルトランシーバーが活用されまし
た。

　明小学校で芸濃地域の防災訓練があり、消火栓の
取り扱い訓練やバケツリレーをはじめ、ロープの結
索、簡易トイレの組み立て講習など、災害に備えて
実践的な訓練が行われました。

　安濃中央総合公園内多目的グラウンドで、自主防
災協議会安濃支部主催の防災訓練が行われ、地域の
皆さんと消防団が参加しました。救急法、消火栓の
取り扱い、土のう積み、救出救護などの訓練が行わ
れ、参加した皆さんは、終始熱心に取り組んでいま
した。

　三重大学医学部附属病院旧病棟の解体現場で、消防
と警察が地震による建物の倒壊を想定した合同救助訓
練を行いました。鉄骨や鉄筋の飛び出たコンクリート
塊が転がる本番さながらの状況で、倒壊した建物に挟
まれた人を救出する訓練に取り組んでいました

　伊勢自動車道安濃サービスエリアで、高速道路上で
の救急を想定した県ドクターヘリとの連携訓練があり
ました。緊迫した雰囲気の中、救急車で運んだ患者を
速やかにドクターヘリに引き継ぎ、その場で医師が処
置を行いながら、ヘリは患者を乗せて医療機関へ飛び
立ちました。

9/25ドクターヘリとの連携訓練　

▲

合同救助訓練　

▲

9/16

南が丘地区自主防災協議会
情報伝達訓練　

▲

9/23

自主防災協議会安濃支部防災訓練 

▲

9/2

芸濃地域防災訓練　

▲

9/9

地域や組織で災害や救急に備える
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記号の見方　　日時　　場所　　内容　　対象　　定員　　抽選　　先着みんなの情報掲示板

お知らせ
みんなの
情報掲示板

国道163号

岩田川

N

津中部電力前
バス停

国
道
23
号

市
本
庁
舎公

園

近
鉄
津
新
町
駅

車両通行止め

　三重県最低賃金を改正
　三重県最低賃金が時間額724
円に改正されました。これは年
齢・雇用形態を問わず、三重県
内で働く全ての労働者に適用さ
れます。ただし、特定の産業の
事業場で働く労働者には、特定
（産業別）最低賃金が定められて
います。
　三重労働局賃金室（　226－
2108）

　新町フェスタに伴う交通規制
　「新町フェスタ」開催のため、
新町通りの一部が次のとおり車
両通行止めになります。ご迷惑
をお掛けしますが、ご協力をお
願いします。
　11月18日（日）７時～19時
　津新町通り商店街振興組合理
事長（　224－4149）

　所得税の青色申告決算等説明会
　11月28日（水）10時～12時、
13時30分～15時30分　　県文
化会館小ホール（県総合文化セン
ター内）　　所得税の青色申告
者の決算や年末調整事務等の説
明会　※決算書用紙は、確定申
告書に同封して送付されます。
　津税務署（　228－3133）

　税に関する子どもの作品展示
　11月13日（火）～25日（日）9時
～19時　　県立図書館特設コー
ナー（県総合文化センター内）　
　小学生の書道、小・中学生の
標語、中学・高校生の作文、高
校生のポスターの展示
　津税務推進協議会事務局（津税
務署内、　228－3159）

　地域の力・みんなのＷＡ！
　カムカムフェスタ2012　
　11月18日（日）10時～15時　
　河芸第２グラウンド南駐車場
　あつＬＩＶＥ、ゆかりんと
チッキンの愉快な童謡大好きコ
ンサート、キッズダンス、地元
の水産物や特産品販売、クラ
シックカー大集合など
　津北商工会（　245－5678）

　社会を明るくする運動
　優秀作文発表会
　11月10日（土）13時30分～16
時30分　　津中央公民館３階
ホール　　小・中学生作文コン
テストの表彰と作文発表
　津保護司会事務局（　223－
0210）

　高虎のつどいⅨ（無料）
　11月13日（火）13時20分～（開
場12時30分）　　津リージョン
プラザお城ホール　　藤堂高虎
公についての講演「高虎が今の
時代に語りかけるもの」など
　ＮＨＫ大河ドラマ「藤堂高虎」
を誘致する会（　224－1829）

　環境学習指導者養成講座
　11月25日（日）10時～16時　
　サン・ワーク津研修室　　新海
洋子さん（中部環境パートナー
シップオフィスチーフプロ
デューサー）による講座「持続可
能な社会をめざす人づくり講座

～ＥＳＤ入門～」　　18歳以上
の人　　20人
　講座名、住所、氏名、電話番
号、ファクス番号を、郵送また
はファクス、Ｅメールで県環境
学習情報センター（〒512－1211
四日市市桜町3684－11、　059
－329－2909、　info@eco－mie.
com）へ
　同センター（　059－329－2000）

　納豆作り体験と工場見学
　11月27日（火）９時～15時　
※８時50分に県津庁舎１階ロビ
ー（桜橋三丁目）に集合　　奥野
食品（松阪市）の見学と納豆作り
体験　　　20人　　１人1,500
円（昼食・体験代含む）　※エプ
ロン、三角巾、タオル、マスク
を持参
　11月16日（金）までにはがきで
住所、氏名、電話番号を県津農
林水産商工環境事務所農業振興
課（〒514－8567住所不要）へ　
※消印有効
　津地区食の安全・安心地域リー
ダー会議（同課内、　223－5105）

　風船であそぼう
　12月９日（日）９時30分～11
時30分、13時30分～15時30分
　津市青少年野外活動センター
（神戸）　　クリスマス用のバル
ーン装飾作り　　市内に在住の
小学生と保護者　　　各10組　
　１組1,000円（３人まで、１人
増えるごとに300円追加）
　11月８日（木）８時30分から同
センター（　228－4025）へ

　四日市工業高校
　定時制社会人入学者
　工業の技術や資格の取得に挑
戦してみませんか。
　機械、自動車、電気、建築の
分野から選択
　同校定時制職員室（　059－346
－3725）

お知らせ

募　集

イベント
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　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　メール　　ホームページ　

無料相談コーナー

　知的障がい者との交流会
　ボランティア
　11月25日（日）８時～16時　
※小雨決行　　お城西公園　　
障がい者の介助、会場清掃など
　11月15日（木）までに同交流会
実行委員会事務局（　272－4554、
　229－1382）へ

　犯罪被害者支援
　チャリティ音楽祭
　来年１月５日（土）13時30分～
17時30分　　県文化会館大ホー
ル　　白子高校、相可高校、柏
市立柏高校の吹奏楽部による演
奏　　１階指定席1,800円、自
由席一般1,200円・高校生以下
1,000円　※全国のチケットぴ
あで販売中　
　同実行委員会事務局（　213－
8211）

　精神障がい者への理解を
　深める講演会（無料）
　11月27日（火）12時～15時30
分　　県文化会館小ホール　　
落語を交えた講演「笑いでつな
ぐ地域の力」、バンド演奏、バ
ザーなど
　11月13日（火）までにファクス
で氏名、電話番号を夢の郷（　238
－0304）へ
　夢の郷（　238－0303）

　三重大学胸部心臓血管外科
　市民公開講座（無料）
　11月25日（日）13時～15時　
　三重大学医学部第３講義室（江
戸橋二丁目）　　広川雅之さん
（お茶の水血管外科クリニック院
長）による講演「下肢静脈瘤と最
新の治療法」など　※下肢静脈
瘤の医療相談（　　20人）は当日
12時から講義室前で申し込み
　同大学医学部胸部心臓血管外
科（　231－5021）

　市民健康広場（無料）
　11月18日（日）13時30分～16
時30分　　津地区医師会館（島
崎町）　　内田淳正さん（三重大
学長）による講演「高齢社会を
元気に生きよう。」、体力・体脂
肪・骨密度測定、介護相談、福
祉用具説明　　　200人　
　津地区医師会（　227－1775）

　11月12日は皮膚の日
　市民公開講座（無料）
　11月11日（日）14時～16時　
　アスト津４階アストホール　
　水谷仁さん（三重大学皮膚科学
講座教授）によるアトピー性皮膚
炎についての講演、山中恵一さん
（同大学皮膚科学講座准教授）に
よる乾癬についての講演
　三重皮膚科専門医会事務局（と
きめ皮膚科クリニック内、　
059－355－1112）

　日本健康医学会総会
　特別講演（無料）
　11月10日（土）14時～18時　
　三重大学医学部看護学科棟３
階第一講義室　　「改めて語る～
健康医学の意義と課題～」をテー
マにした特別講演と活動報告
　同総会事務局（同大学医学部
看護学科地域・老年看護学講座
内、　231－5275）

　転倒予防教室（無料）
　11月22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　　
「高齢者の口腔ケア」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
　11月８日（木）から津市社会福
祉協議会津支部（　213－7111）へ

　家族介護教室（無料）
　11月30日（金）10時～11時30
分　　津センターパレス地下１

階レクリエーション室　　講話
「話してみませんか？介護のこ
と」　　市内に在住の60歳以上
の人　　　20人
　11月16日（金）から津市社会福
祉協議会津支部（　213－7111）へ

健　康

司法書士による法律相談
　11月15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　
　11月７日（水）８時30分から電
話で対話連携推進室（　229－
3105）へ

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
相談電話　0570－070－810
　11月12日（月）～16日（金）8時
30分～19時、17日（土）・18日
（日）10時～17時　　ＤＶ・セ
クハラ・ストーカー被害など女
性をめぐる人権問題についての
相談
　津地方法務局人権擁護課（　
228－4193）

暮らしのなんでも相談会
　11月23日（金・祝）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
　11月21日（水）までに暮らしの
ほっとステーション津（　224－
6511）へ

税理士による税務相談
（申し込み不要）
　11月11日（日）10時～16時　
　イオン津南ショッピングセン
ターサンバレー１階サンバレー
ホール（高茶屋小森町）
　津税理士会館（　226－3222）

こう　くう

かん　せん

りゅう

い い　　　　ひ ふ
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長市 活動日記から

長市 コラム

「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

ポルタひさい問題の
早期解決に向けて
ポルタひさい問題の
早期解決に向けて

　「横浜市、土地公社を解散　負債、地方最大の
1,500億円」との見出しが１面に躍る８月18日付け
の日経新聞。「地価の下落で含み損が拡大し再建は
困難と判断」された土地開発公社が保有する土地と
借入金を市が引き継ぐと報じられています。巨額の
債務を抱えた公社を解散し債務の肩代わりをするた
め、横浜市は新たに1,300億円の借金をするとのこ
とです。
　第三セクターが経営危機に陥る要因の多くが地価
の下落です。津市に関しては、横浜市の例のよう
に、市が借金を肩代わりするという事態にまでは
陥っていません。しかしながら、バブル景気崩壊後
の地価下落が津センターパレスやポルタひさいの事
業に大きな影響を及ぼしたのは明らかです。土地を

取得した当時の地価公示価格は、センターパレスが
現在の約2.8倍、ポルタが約3.2倍でした。この高コ
ストの清算は避けて通れない課題です。
　株式会社津センターパレスの債務問題について
は、昨年一応の決着がつき経営改善を図る見通しが
つきました。より深刻な経営難に陥っている久居都
市開発株式会社についても、今手を打たなければ取
り返しのつかないことになると危惧しています。市
民の血税を投入することだけは何とか避けたいと、
多くの方々がさまざまな思いを飲み込んでご協力く
ださろうという機運が高まっている今が、損失補償
せずに解決できる最後の機会と言えましょう。売却
される土地建物が有効に活用される形で債務解消を
迅速に実行することが、最も効果的であると思われ
ます。
　ポルタひさいの管理運営は、平成10年の開設当
初より長期にわたって多くの関係者が解決策を探っ
てきた難しい問題です。過去の事業の清算であると
はいえ、市長としては苦渋の決断となるでしょう。
今後も引き続き議会をはじめ市民の皆さんに丁寧に
ご説明を重ねてまいります。

■第３回津市長杯小学生英語スピー
　チコンテスト表彰・挨拶（セント
　ヨゼフ女子学園）…９月２日

　セントヨゼフ女子学園主催の小学
生英語スピーチコンテストに県内か
ら77人の小学生が挑戦されまし
た。私はファイナリスト12人のス
ピーチをお聞きし、流ちょうな発音
と堂々とした表現力にとても感心し
ました。子どものころから英語に触
れることで習得も早く、しっかり身
に付くと思います。
　斎藤翠校長は、小学生だけでなく
中学生のコンテストも開きたいと
おっしゃっており、その熱意に感服
するとともに楽しみにしています。
津市の小・中学生のチャレンジを期
待します。

■防災功労者防災担当大臣表彰受賞
　中川幹夫さん来訪…９月12日
　中川幹夫さんは津市自主防災協議
会長や津市自治会連合会長などを務
めていただき、自力で避難できない
人の名簿づくりや近隣ビルとの協力
による津波への備えなど、地域での
防災活動にいち早く取り組んでこら
れました。この度の大臣表彰は、中川
さんならではの理論的で粘り強い活
動が評価されたものと思います。
　中川さんをはじめ、市民の皆さん
の真摯な姿勢と熱い行動力が、津市
の防災施策を先進的な取り組みへと
押し上げてくださっていることに感
謝申し上げます。これからも、力強い
防災施策をみんなの手でつくりあげ
ていきましょう。

■吉田沙保里選手オリンピック・世界
　女子選手権13連覇達成記念セレモ
　ニー（津センターパレス）…９月29日

　カナダで開かれたレスリング世界
女子選手権で、吉田沙保里選手が見
事優勝し、世界選手権10連覇、オリ
ンピック３連覇と合わせて、前人未
到の13大会連続世界一という偉業を
達成されました。優勝の一報が入る
と、集まった市民の皆さんから大き
な拍手と歓声が沸き起こりました。
私も試合会場の吉田選手の母幸代さ
んと電話でお話しし、市民を代表し
て祝福の言葉をお伝えしました。
　大記録を達成した吉田選手の精神
力、ぶれない一途な心に深く感銘を
受けるとともに、あらためて津市の
誇り、宝であると思いました。

津市長　前葉泰幸津市長　前葉泰幸

しん　 し



折り込み紙

■滞納額は年々減少

　税金は、さまざまな住民サービスを提供するた

めの大切な財源です。景気の低迷により、市税収

入の伸びがあまり見込めない状況の中で、収税課

では、財源の確保を目指して、より一層の歳入確

保に努めていきます。

　今回は、収税課の滞納解消への取り組みについ

てお知らせします。

　滞納解消への取り組みにより、市税滞納額は年

々減少し、平成23年度は約31億9,526万円でした。

そのため、現年課税分収納率は年々上昇し、平成

23年度は98.4％でした。

　税金は、市民の皆さんが公平に負担していただ

くものです。市民の皆さんに不公平が生じないよ

う、収税課では、滞納者に対して厳正に対処して

いきます。

市税滞納額と収納率の推移

　　　　 区　　分

課税額（現年課税分）

　　　　現年課税分

滞納額　滞納繰り越し分

　　　　滞納額計

収納率（現年課税分）

　　　　20年度　　

427億3,525万円

10億　604万円

32億5,310万円

42億5,914万円

97.6％

　　　　21年度　　

407億6,520万円

9億5,643万円

31億2,789万円

40億8,432万円

97.7％

　　　　22 年度　　

401億5,851万円

7億2,875万円

29億9,854万円

37億2,729万円

98.2％

　　　　23年度　　

411億5,319万円

6億7,348万円

25億2,178万円

31億9,526万円

98.4％

平成24年11月１日発行
収税課
　　229-3135　　
特別滞納整理推進室　
　　229-3216
いずれも　229-3331

納税は納期内に納税は納期内に



写真未着

■差し押さえ処分を強化

　滞納者に対しては、納税していただいている市

民との公平性を確保するため、法に基づいて厳正

に対処しています。市では滞納市税の解消のため、

差し押さえ処分を強化しており、平成21年度から

は滞納者宅の捜索を行って、隠している現金を探

し出すほか、美術品、家具、大型家電、自動車な

どを差し押さえています。捜索により差し押さえ

られた動産は、指定期日までに滞納市税の完納が

なければ、インターネット公売により売却し、滞

納市税に充てられます。

　その他にも、差し押さえの対象としている財産

には、預貯金や給与、生命保険などがあります。

平成23年度には1,123件の差し押さえを行い、約

1億4,674万円が滞納市税に充てられています。

■納税は便利な口座振替のご利用を

　市税の納付は、口座から自動的に納付できる、

安心で便利な口座振替をご利用ください。納期ご

とに納める手間が省け、うっかり忘れることもあ

りません。

　口座振替の申し込みは、市内の銀行、信用金庫、

農協、労働金庫、郵便局で受け付けており、簡単

に手続きできます。

■市税はコンビニで納付できます

次のような納付書は
コンビニで利用できません

　市税のうち、市民税・県民税(普通徴収)、固定

資産税・都市計画税、軽自動車税は、コンビニで

納付できます。

　バーコードが印字された納付書で、納期限内の

ものであれば、曜日や時間を気にすることなく、

納付書の裏面に印刷されている全国のコンビニで

納付できます。

　納付書に書かれている税金の期別をよく確かめ

て、納付してください。

○バーコードが印刷されていない納付書（督

　促状や催告状）

○コンビニでの納期限が過ぎた納付書

○納付書１枚当たりの金額が30万円を超えて

　いるもの

○破損・汚損などによりバーコードが読み取

　れない納付書

○金額を訂正した納付書や、金額を書き加え

　た納付書

■市税は納期内に納めましょう

　市税を滞納することは、津市にとって大きな損

失になります。それは滞納された税金を徴収する

ために多額の費用がかかり、その費用も市税から

支出することになるからです。貴重な市税を有効

に活用するため、必ず納期内に納付してください。

コンビニで利用できる納付書

今年度公売した物件

バーコードがあること 納期限内のもの

見　本見　本

納
付
書
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