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市長 対 談

第六回

思い入れの深い土地で新たな事業へ

津市長

前葉泰幸

クラボウ
三重工場長

あお

やま

やす

ひろ

青山恭弘さん

10月23日、クラボウ三重工場の工場長青山恭弘さんを前葉泰幸市長が訪ね、津市での
工場の歴史や新たな取り組みなどについて、お話を伺いました。

クラボウと津市の
歴史

してきました。
市長 津市では明治時代から紡
績が盛んで、当時市の工業生
産額の８割は紡績などの繊維
産業でした。その後、津市に
限らず全国的に繊維から重化
学工業へシフトし、クラボウ
にとっても、その頃が転換期
だったと思うのですが。

市長 クラボウ三重工場
では、今年４月に新し
い工場が完成し、
新たな
形で津市に帰ってきて
いただきました。クラ
ボウと津市のおつきあ
いは、大変長
いですね。
青山 そうです
ね。昭和初期
に当時の堀川
市長さんから
大変ご熱心な
誘致のお話を
いただき、昭
和10年から70
年以上、津市 昭和初期に建設されたクラボウ三重工場の写真を見なが
で事業を展開 ら、その歴史を聞く前葉市長
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青山 おっしゃるとおりですね。
飛躍的に事業が拡大した大正
期や、軍需工場化された昭和
初期を経て、戦後、繊維産業
は大きく様変わりをしたと思
います。
市長 そういう中で津の工場も
羊毛工場としての役割は、一
応終えられたということにな
りますか。
青山 そうですね、平成21年９
月に残念ながら一度閉鎖しま
したが、今回新しい事業をス
タートするため、同じ場所に
戻ることになりました。当然、
今後の事業展開を踏まえて、
こ
の津の地を選んだのですが、
やはり70年余りにわたりお世
話になった津市への思い入れ
というのもかなり強かったと
思います。

市長対談
中のデリケートな一部分とし
て使われるわけですね。
青山 はい。
市長 こういう最先端の技術や
独自の工夫などのお話を伺っ
て、市民の皆さんに関心を持
ってもらえるといいですね。
青山 そうですね。特に若い人
がこういった分野に興味を持
ってもらえれば、うれしいで
すね。
社員食堂にはソフトボール大会の優勝旗と
ともに、当日の写真も飾られる。中には、
応援中の前葉市長が写る写真も。

従業員のつながり
地域とのつながり

市長 ありがとうございます。
青山 また、前葉市長が就任さ
れた当初に、大阪本社へ直接
お越しいただき、熱心なセー
ルスをされた行動力も大きな
一つの要因だったと感じてい
ます。

青山 新工場が稼働した当初は、
他の工場からの転勤者や、市
内で新たに採用した人がいる
など、従業員同士のコミュニ
ケーションが少し心配でした。
その心配を解消できたきっか
けが、ソフトボール大会なん
です。
市長 津商工会議所主催の大会
ですね。
青山 はい。福利厚生の一環と
して野球部を立ち上げ、今年
６月にソフトボール大会があ
るのを知って出場したんです。
市長 確かその大会で優勝され
ましたね。実は私も応援に行
かせていただきました。
青山 ありがとうございます。
優勝したこともうれしかった
んですが、
それよりも
チームが一
丸となって
プレーし応

新しい分野への挑戦
市長 新しい三重工場ではどう
いった事業をされるのですか。
青山 化成品事業としてプラス
チックフィルムを生産します。
市長 繊維の技術を使って、今
度はフィルムを作るんですね。
青山 はい。敷地内にある３つ
の工場でそれぞれ異なる種類
のフィルムを生産することに
より、独自の製造技術を有し
幅広い機能を持ったフィルム
の生産が可能になります。
市長 この工場で作られたフィ
ルムが、我々にとても身近な
携帯電話やいろいろな製品の

青山

援することで、一つになれた
ことが、非常に大きかったで
すし、本当にありがたい大会
だったなあと思っています。
市長 私としても、地域の催し
に参加をしていただいたとい
うことで、とてもありがたく
思います。
青山 これからも地域とのつな
がりを大事にしていきたいと
思っています。三重工場とし
てもこれからが本番ですので、
津市の皆さんのご期待に添え
るようにがんばっていきたい
と思っています。

第１工場内で生産される実際のフィルムを
見せる青山工場長

市長 私もクラボウに続く力強
い企業の誘致に、一生懸命が
んばっていきたいと思います。
青山さん、今日はありがとう
ございました。
青山 ありがとうございました。

恭弘さん

昭和33年大阪府生まれ。昭和57年倉敷紡績株
式会社に入社、津工場実習生として、当時の倉
敷紡績津工場へ赴任。平成23年にクラボウ三
重工場建設準備室長、平成24年よりクラボウ
三重工場長。趣味はソフトボール、将棋。
広報 津 2012.12.1
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津市の企業誘致
（当時）三重紡績津工場
（※）

津市の産業の歴史

企業誘致のあゆみ

明治時代から、津市では紡績業が盛んで、
当時の工業生産額の80％以上を綿糸・綿織物
が占め、県内でトップの生産額を誇り、大正
期には当時全国有数の紡績の大工場が立地す
るなど、
市内には数多くの工場ができました。
その後、戦後の厳しい時代を乗り越え、紡
績などの繊維産業が隆盛を迎えますが、日本
の高度経済成長に伴い産業構造の転換が図ら
れ、繊維産業に代わり、食品、電気機械、輸
送機械などの出荷額が増加しました。このよ
うに近代
工業の発
展ととも
に、津市
の産業の
礎が築か
れてきま
（当時）東洋紡績津工場内部（※）
した。

津市は古くから工業振興に取り組むととも
に、特に昭和40年代の高度経済成長期から
は市内への企業誘致に力を入れ、当時世界一
のドックを持つ造船所を誘致したのをはじ
め、新規産業の創出や新たな雇用の場の拡大
を図ってきました。

（当時）日本鋼管津造船所
（※）

現在では、公的工業団地や工場適地などを
はじめ、市内に数多くの企業が立地していま
すが、年々、誘致によって立地した企業も増
えてきています。

津市の企業誘致実績
（平成23年度）

誘致企業数
8社
分譲・賃貸面積
約235,500㎡

総投資額

雇用見込み

約230億円

300人〜350人

企業誘致に伴う津市への投資効果・雇用の促進
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津市の企業誘致
新たな産業拠点の整備

新たな企業誘致に向けて
このように新たな産業拠点の整備を行い、津市
では、産業の振興や新たな雇用の場の創出を通じ
た地域経済の活性化を目指して、誘致活動の初期
段階から市長自らによるトップセールスを展開す
るなど、新たな手法を取り入れた積極的な企業誘
致活動に取り組んでいます。

具体的な取り組み
市長によるトップセールスの展開

▲ ▲ ▲

津市の産業振興における新たな一歩として、産
業拠点である中勢北部サイエンスシティやニュー
ファクトリーひさいの整備があげられます。
中勢北部サイエンスシティは、これまでの工業
団地のコンセプトに加え、先端的産業の研究開発
から生産、物流の一貫した産業活動を可能とし、
かつ職住近接、企業間の交流、身近なスポーツ・
レクリエーションなど多様な機能が一体となった
中部圏最大規模の複合的産業団地として、潤いあ
る魅力的な都市空間を生み出しています。

県下トップクラスの奨励制度を創設
企業誘致の専任組織による丁寧な立地サポート

これらの取り組みは、着実に成果をあげ、昨年
一年間だけでも、８社の企業誘致に成功していま
す。また、誘致企業も世界的な規模で新たな事業
を展開する企業や、外資系企業の立地が決定する
など、国内企業にとどまらず、幅広い分野に大き
な広がりを見せています。
中勢北部サイエンスシティ

また、ニューファクトリーひさいは、大規模工
場の立地に最適な区画面積の大きな分譲地を持
ち、人に優しい緑と水の豊かな工業団地を目指し
ています。

外資系企業との立地協定調印式

今後も津市の優位性等の情報発信をはじめ、き
め細かい立地サポートによって、他の都市との差
別化を図るなど、戦略的な企業誘致を展開してい
きます。

ニューファクトリーひさい

中勢北部サイエンスシティ

問い合わせ 企業誘致室
244−1762
244−1761
（※）の写真はいずれも津市市政施行100周年記念誌から引用

ニューファクトリーひさい

積

165.0ha

分譲面積

46.0ha

計画分譲面積

84.1ha

未分譲面積

3.6ha

造成済面積

79.9ha

未分譲区画数

１区画

未分譲面積

25.0ha

分譲・賃貸率

92.2％

未分譲区画数

25区画

進出企業数

６社

分譲・賃貸率

68.7％

進出企業数

49社

総

面

事業主体：
（独）
中小企業基盤整備機構、津市、津市土地開発公社

事業主体：三重県、三重県土地開発公社、津市
※いずれも平成24年10月現在
広報 津 2012.12.1
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市からのお知らせ
お知らせ
住基ネット関連業務の休止
市民課
229−3144

取り壊し家屋の届け出
229−3331

固定資産税は、毎年１月１日
現在、市内に土地や家屋などを
所有している人に課税されます。
家屋を取り壊した場合は、速や
かに資産税課または同課久居分
室、各総合支所市民福祉課へ届
け出てください。

都市計画の変更原案の縦覧
都市計画課
229−3181

電話番号

ファクス

■創作活動
午前…ミサンガ、ミニ観葉植物、
的当てゲーム
午後…マカロンマグネット、光
る泥団子、的当てゲーム

区域内の土地所有者または利
害関係人は、市長宛てに意見
書を提出できます。

229−3336

縦覧期間 12月３日（月）
〜17日
（月）
縦覧場所 都市計画課
内 容 津都市計画地区計画の
変更（久居元町東地区地区計画
の決定、久居元町地区地区計画
の決定、久居元町西地区地区計
画の決定、ハーモニータウン
地区地区計画の決定、南が丘
三丁目地区地区計画の決定、
グリーンオアシス津南地区地区
計画の決定）
意見書の提出 12月18日（火）
〜
25日（火）に、変更原案に係る
6 広報 津 2012.12.1

津市青少年文化芸術祭
文化振興課
229−3250

Ｅメール

○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

221−1173

12月10日（月）〜12日（水）の
間、システム改修のため、住民基
本台帳ネットワークシステムを
利用した住民票の交付や届け出
など業務の一部をお休みします。
休止する業務
（全国の市区町村の
●広域住民票
住民票）の交付
●住民基本台帳カードを利用し
た転入・転出届の受け付け
●住民基本台帳カードの記載事
項の変更（住所異動・氏名変更
など）

資産税課
229−3132

記号の見方

募 集
津市行財政改革後期実施計画（案）
パブリックコメント

229−3247

子どもたちが企画や運営、準
備に取り組んできた文化祭で
す。
来場者にはお菓子、また、一
部催しの参加者にはシロモチく
ん缶バッジがもらえます。
と き 12月23日（日・祝）10時
〜16時
ところ 津リージョンプラザ
内 容
■舞台発表
民謡、大正琴、津軽三味線、
和太鼓、よさこい踊り、子ども
ファッションショー、ギター、
ダンス、シロモチくんとゴー
ちゃんのビンゴゲームなど

行政経営課
229−3273

229−3255

津市行財政改革後期実施計画
（案）に対するパブリックコメン
トを募集します。
募集期間 12月４日（火）〜来年
１月４日（金）
閲覧場所 行政経営課、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
提出方法 直接または郵送、フ
ァクス、Ｅメールで行政経営
課
（〒514−8611 住所不要、
229−3273@city.tsu.lg.jp）へ

年末年始の休館などのお知らせ
■温泉施設

12月29日㈯〜
来年1月1日（火・祝）
１月２日㈬

１月５日㈯

榊原自然の森
温泉保養館 湯の瀬
252−1800

休館

休館

10時〜17時30分
（入館は17時まで）

１月３日㈭
１月４日㈮

一志温泉
やすらぎの湯
295−0118

10時〜18時
（入館は17時まで）

あのう温泉
268−5678

休館

通常営業
10時〜21時
（入館は20時30分まで）

通常営業
通常営業
10時〜21時
10時〜21時
（入館は20時まで）（入館は20時30分まで）

■プールなど
津市民プール（屋内プール）
237−0656

休業期間

美里保健センター運動施設
279−3550

■屋内プール
12月29日㈯〜来年１月３日㈭
設備点検による休業
12月17日㈪〜来年１月９日㈬ 歩行用温水プール
■体育室・健康トレーニング室 設備点検などによる休業
年末年始の休業
12月20日㈭〜来年1月7日㈪
12月29日㈯〜来年１月３日㈭

市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室 〒514−8611（住所不要）
229−3366
info@city.tsu.lg.jp
229−3105

子ども消防隊長
消防総務課
254−0351

256−7755

消防出初式で消防車に乗って
行進しよう。
と き 来年１月13日（日）９時
〜11時ごろ
ところ 津リージョンプラザ周辺
定 員 抽選８人程度
対 象 市内に在住の６〜10歳
の子ども
申し込み 電話またはファクス
で消防総務課へ
申込期間 12月3日（月）〜17日（月）

子ども料理体験教室

スポーツ振興課
229−3247
229−3254

休日納付相談・納付窓口
と

き 12月16日（日）９時〜
16時
内容・ところなど
市税…収税課
（市本庁舎２階、
229−3136）、特別滞納整
理推進室（市本庁舎２階、
229−3216）
国民健康保険料、後期高齢
者医療保険料…保険年金課
（市本庁舎１階、 229−3161）
介護保険料…介護保険課
（市
本庁舎１階、 229−3149）
保育料…こども家庭課
（市本
庁舎１階、 229−3167）

▲
▲

■楽しさアップ！
キッズダンス教室パートⅡ
と き 来年１月15日〜２月19
日の毎週火曜日16時〜17時
（全
６回）
ところ 津市体育館大会議室Ａ
定 員 抽選20人
対 象 市内に在住・在学の４
歳児〜小学３年生
受講料 4,000円（傷害保険料を
含む）
■体を動かす習慣を！
ソフト健康トレーニング教室
と き 来年１月17日〜２月28日
の毎週木曜日10時30分〜11時
30分（２月７日は除く、全６回）
ところ 津市民プール健康トレ
ーニング室

▲

子ども た ち が 自 分 の 五 感 を
使って調理し、生活の知恵を育む
ことを目的にした教室です。当日
の献立や教室の様子を「元気っ
津」ホームページに掲載します｡
と き 12月15日（土）10時〜13時
ところ 津リージョンプラザ２
階栄養指導室
対 象 市内に在住の小学生
定 員 先着16人
（初めての人を

スポーツ教室

定 員 抽選20人
対 象 市内に在住・在勤・在
学の人
受講料 3,500円（傷害保険料を
含む）
いずれの申し込みも
所定の用紙に必要事項を記入
し、直接またはファクスでスポー
ツ振 興 課 、津 市 体 育 館 、津 市 民
プール、各総合支所地域振興課へ
締め切り 12月13日（木）

▲

こども総合支援室
229−3334
229−3284

優先）
カップケーキ
内 容 ライスピザ、
参加費 1,000円
講 師 食育サポーター
申し込み こども総合支援室へ
申込開始日 12月６日（木）

事業主の皆さんへ

雇用支援制度の活用を
Ⅲ
■障がい者の雇用促進と職場定着のために
■障害者初回雇用（ファースト・ステップ）奨励金
障がい者を雇用した経験のない中小企業が、
ハローワークなどの紹介により、初めて障がい
者を雇用する場合に奨励金を支給します。
対 象 障がい者の雇用義務制度の対象となる
56〜300人規模の中小企業
支給額 １人目の障がい者を雇用してから６カ
月経過後に100万円
■精神障害者雇用安定奨励金
ハローワークなどの紹介により新規雇用した
精神障がい者や在職中の精神障がい者が働きや
すい職場づくりのため、支援専門家の活用や社
問い合わせ

商業労政振興課

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）、
へ
またはハローワーク津（ 228−9161）

内支援専門家の養成、社内理解の促進、ピアサ
ポート体制の整備などを行った事業主に奨励金
を支給します。
支給額 職場づくりに要した費用の一部
■職場支援従事者（職場支援パートナー）配置助
成金
重度知的障がい者または精神障がい者をハ
ローワークなどの紹介により継続して雇用し、
職場支援従事者（職場支援パートナー）を配置す
る事業主に助成金を支給します。
支給額 月額１万5,000円〜４万円を３年間
229−3114

229−3335
広報 津 2012.12.1
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市からのお知らせ

記号の見方

津市文化振興基金自主事業

羽田朝子記念 映画 上映会
日活撮影所に勤め、石原裕
次郎さんの付き人をしていた
故・羽田朝子さんは、生前、
自分の遺産などを両親の故郷
である津市の文化的・芸術的
な事業、とりわけ映画・演劇
の分野で役に立ててほしいと
の思いを抱き、一昨年亡くな
られた後、多額の寄付をして
いただきました。羽田さんへ
の感謝の思いを込めて、記念
映画上映会を開催します。
会場では､「 現代の名工」に
も選ばれた紀平昌伸さんが描
いた映画看板の作品展示も行
います。
入場料 無料
問い合わせ 文化振興課
229−3247
229−3250

とき
（開場は30分前）

電話番号

Ｅメール

懐かしのキネマ
ところ

（

上映内容
）は上映時間

12月14日㈮
13時30分〜

津リージョンプラザ
お城ホール

乳母車（１時間50分）
自転車泥棒（１時間28分）

12月22日㈯
13時〜

久居市民会館
ホール

陽のあたる坂道（３時間29分）
ローマの休日（１時間50分）

来年１月12日㈯
13時30分〜

一志農村環境改善センター
多目的ホール

夜霧よ今夜も有難う（１時間33分）
幸福の黄色いハンカチ（1時間48分）

来年１月19日㈯
13時30分〜

サンデルタ香良洲
多目的ホール

錆びたナイフ（１時間30分）
シェーン（１時間58分）

来年１月26日㈯
13時30分〜

アストプラザ
アストホール

若い人（１時間30分）
誰が為に鐘は鳴る（２時間50分）

来年２月２日㈯ 白山総合文化センター
しらさぎホール
13時30分〜

嵐を呼ぶ男（1時間40分）
愛と死をみつめて（１時間58分）
夕陽の丘（１時間28分）
ハリー・ポッターと死の秘宝PART1
（２時間26分）

来年２月９日㈯ 美里文化センター
文化ホール
13時30分〜
来年２月16日㈯
13時30分〜

河芸公民館
大ホール

銀座の恋の物語（１時間33分）
シャレード（１時間58分）

来年２月23日㈯
13時30分〜

芸濃総合文化センター
市民ホール

太平洋ひとりぼっち（１時間37分）
Ｅ.Ｔ.（１時間55分）

来年３月２日㈯ サンヒルズ安濃
ハーモニーホール
13時30分〜

と き
ところ
入場料

6日 木 ・7日 金

ファクス

第７レース開始から

9日 日

赤いハンカチ（１時間38分）
第三の男（１時間45分）

12月５日（水）〜10日
（月）９時30分〜
津市モーターボート競走場
100円（未成年者は無料）

13時30分〜

爆笑！舟券セミナー

（ＦＭ三重公開録音）
嘉門達夫ライブショー

ところ

ところ

8日 土

ツッキードーム

ツッキードーム

11時〜15時40分

TSU・GRAND・STAGE
津グランドステージ
ところ ツッキードーム
津市を中心に活動している皆さんによる楽し
いステージ。
●健康体操 百寿グループ
●津奇術グループ手品ショー
（体
●鈴木マサルテルの初めてのボートレース津
験編・実践編）
●晴れる矢甲冑隊 甲冑ダンス
●世界９位の実力をもつ中川大輔 口笛演奏
かっ ちゅう

問い合わせ
8 広報 津 2012.12.1

競艇事業課

嘉門達夫さん

10日 月

舟券購入キャンペーン
224−5106

224−9944

市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室 〒514−8611（住所不要）
229−3366
info@city.tsu.lg.jp
229−3105

津市美術展覧会

書

洋 画

展

日本画

津市長賞

市

10月27日〜11月4日に津リージョンプラザとポルタひさいふれ
あいセンターで第７回津市美術展覧会を開催しました。上位４賞の
受賞者は次のとおりです。市長賞のみ作品を紹介します。(敬称略)

彫 刻

「願いの灯籠」
田所 妙子

「卓上の詩」
鈴木 克子

写 真

美術工芸
「少年僧」
内藤 昇治

「談笑」
牛場 寿子

「香合 鶚」
關 敬介

岡田文化財団賞

津市教育長賞

津市議会議長賞

日本画
津市議会議長賞

西沢

津市教育長賞
岡田文化財団賞

勇吉

洋画

彫刻

「傅梅詩」
林 俊慧

美術工芸

写真

書

橋口 千代

辻

幸三

家城

勉

中野

敏生

清水

紅楓

濵口 明雄

辻

茂世

赤塚

敬一

川北

久世

西島

敬二

倉田

果苑

伊藤

青木

瞳

田中

義樹

新山

紗希

小林

久男

岩場

恵子

和弘

問い合わせ

文化振興課

229−3250

229−3247

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル
と き 来年２月27日（水）19時〜（18時30
分開場）
ところ 津リージョンプラザお城ホール
入場料 2,500円
（全席指定）
幻の名器「デュランティ」と運命的な出会
いを果たした千住真理子が奏でるクラシック
の名曲の数々をお聞きください。
入場券販売場所 津リージョンプラザ、文化
振興課
問い合わせ

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。
写真：富田眞光（vale.）
■各販売場所窓口で入場
千住真理子さん
券購入時に座席を指定
してください。販売場所ごとに指定できる
座席が異なります。
229−3300

229−3344

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

12月7日（金）チケット販売開始
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教育・文化・スポーツの振興に
貢献された皆さんを表彰
平成24年度津市教育功労者と、津市文化功労賞、津市文化
奨励賞、津市スポーツ功労賞および津市スポーツ奨励賞の受賞
者の表彰式が11月13日に行われました。
（受賞および表彰別50
音順）
津市教育功労者…多年にわたり本市の教育の振興発展に貢献さ
れた個人や団体を表彰します。
津市文化功労賞…長年にわたり本市における文化の振興に尽力
し、その業績が顕著である個人や団体に贈られる賞です。
津市文化奨励賞…本市の文化の振興に寄与し、その業績が顕著
で今後一層の活躍が期待される個人や団体に贈られる賞です。
津市スポーツ功労賞…長年にわたり本市におけるスポーツの振
興に尽力し、その功績が顕著である個人や団体に贈られる賞
です。
津市スポーツ奨励賞…
本市におけるスポー
ツの振興に寄与し、
その功績が顕著で今
後一層の活躍が期待
される個人や団体に
贈られる賞です。
問い合わせ
229−3332
教委教育総務課
229−3240
229−3247
文化振興課
229−3250
229−3247
スポーツ振興課
229−3373

津市スポーツ功労賞

津市教育功労者
谷川成美さん
(一志町井関)

長年にわたり教
員として、児童に
よる花の栽培の委
員会活動を通して、学校環境の
美化と豊かな情操を育む教育に
努めました。また、育てた花苗
を地域に配るなど、地域の環境
づくりにより学校への信頼を高
め、学校の美化のみならず、地
域と密着した学校教育の創造に
貢献しました。

津市文化功労賞
小柴信之さん
(阿漕町津興)

合唱指揮者とし
て県内外で活躍し
ながら、合唱指導
やコンクール審査員を積極的に
務め、合唱音楽の普及発展に努
力しています。また、津市民文
化祭の実行委員を長年務める
他、三重オペラ協会事務局長と
して公演会を開催するなど、長
年にわたり本市の文化芸術の振
興に寄与しています。

津市スポーツ奨励賞

長井英雄さん

新井涼平さん

伊藤奨真さん

長年にわたり、
津市スポーツ推進
委員として自己の
資質向上に努めながら、地域住
民のスポーツ推進のための指導
や助言を行うなど尽力し、津市
スポーツ推進委員会の役員とし
て委員会の運営の中心的な役割
を担うなど、本市の生涯スポー
ツの普及振興に大きく貢献しま
した。

小学１年生から
柔道を始め、昨年
８月に全国小学生
学年別柔道大会で優秀な成績を
収めています。現在は、スポー
ツ少年団での活動や中学校の部
活動で、日々練習に励んでいま
す。今後は、全国大会で好成績
を収めることを目標とするな
ど、より一層の活躍が期待され
ます。

小学２年生から
ゴルフを始め、昨
年８月には全国中
学校ゴルフ選手権大会個人の部
で優勝という栄冠に輝くなど、
数々の大会で活躍しています。
日々トレーニングを続けて課題
を一つずつ克服し、プロゴル
ファーになることを目標とする
など、今後もより一層の活躍が
期待されます。

(久居桜が丘町)
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(久居北口町)

(大里野田町)

沼江れいこさん

パワーズ

福田信男さん

西郊中学校の西
郊ふれあいフェス
ティバルに参画
し、非行防止の啓発活動など、
親子のふれあいを深める活動を
積極的に行いました。また、西
郊地区青少年育成指導委員会会
長を務めて地域のリーダー的存
在として活動し、津市の青少年
の育成組織づくり、啓発活動、実
践活動の推進に貢献しました。

地域おこ
しの団体と
して平成10年から活動を始
め、子どもたちのための行事を
通して学校教育を側面から支
え、さまざまな世代の交流の場
を提供しています。長年にわた
る活動は、地域おこしにとどま
らず、学校の教育活動に活気を
与え、子どもたちの教育に多大
な貢献をしています。

長年にわたり学
校での人権・同和
教育に熱意を持っ
て取り組み、多くの優れた教員
を育成し、津市の人権教育の基
盤をつくりました。また、社会
教育の分野でも、人権尊重のま
ちづくりを進めるための活動を
続け、地域住民が主体となった
人権啓発の取り組みに貢献して
います。

(野田)

(美里町家所)

(白山町八対野)

津市文化奨励賞
林徳一さん

相可佐代子さん

松原豊さん

市内の小学校長
を退職後、精力的
に水彩画を描き、
市内外で数々の個展を開催する
など活躍しています。津市洋画
協会の会長を長年務め、現在も
公民館をはじめ多くの講座で水
彩画の講師を続けるなど、水彩
画の普及に努め、長年にわたり
本市の文化芸術の振興に寄与し
ています。

フランスのパリ
市立シャトレ劇場
で研修を受け、パ
リ・エコールノルマル音楽院高
等演奏家課程声楽専攻を優秀な
成績で修了しました。津市出身
のメゾソプラノ歌手として、日
本各地で多くのオペラに出演し
て高い評価を受けるなど、今後
もより一層の活躍が期待されま
す。

地域文化誌
の撮影など、
県内を中心に
活動しながら、地元の公民館や
写真専門学校で講師を務めてい
ます。また、昨年発刊した写真
集「村の記憶」や数々の写真展
が県内外で大きな評価を得てお
り、写真家としての幅広い活動
に、今後もより一層の活躍が期
待されます。

植松直紀さん

髙士拓也さん

義村萌さん

小学５年生から
陸上競技を始め、
昨年10月に日本
ユース陸上競技選手権大会男子
ハンマー投で、優勝という輝か
しい成績を収めています。日々
の努力が良い結果につながる
と、鍛錬に励みながら、全日本
クラスの大会で優勝することを
目標とするなど、今後もより一
層の活躍が期待されます。

小学校低学年の
ころから自転車競
技を始め、昨年
10月には国民体育大会自転車
競技個人ロード・レースで優勝
するなど、多くの輝かしい成績
を収めています。限られた時間
の中で、日々鍛錬に励みなが
ら、今後も大学生の頂点に立ち
続けることを目標とするなど、よ
り一層の活躍が期待されます。

小学６年生から
スポーツクライミ
ングを本格的に始
め、昨年８月にＪＯＣジュニア
オリンピックカップ大会リード
女子ユースＢ総合で優勝するな
ど、多くの大会で優秀な成績を
収めています。日々体力づくり
に励み、世界大会で活躍するこ
とを目標とするなど、今後もよ
り一層の活躍が期待されます。

(垂水)

(一志町高野)

(南牟婁郡御浜町)

(芸濃町多門)

(美里町三郷)

(藤方)
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10/20・21

▲

絶好のまつり日和

久居二ノ町商店街周辺で久居まつり
が行われ、こどもみこしやおなじみの
80ｍ子ども巻き寿司、ステージ発表
など、多くの家族連れなどでにぎわい
ました。久居市民会
館で行われたひさい
版仮装大笑では、工
夫を凝らした仮装
に、会場は観客の笑
い声でいっぱいにな
りました。

平成26年の香良洲神社の式年遷座に先立ち、来
き

ひ

年３月に行われる市指定無形民俗文化財「お木曳き」
の香良洲地域馬場区の行列が、津まつりの大パレー
ドに登場しました。本番さながらに飾り付けられた
お木曳き車を「音頭さん」の唄に合わせて曳きまわ

拍手と笑いに包まれて

▲

10/7

▲

迫力のあるパレードを披露

11/4

河芸公民館でフェスタinかわげが開催されました。
今回は、伊勢上野城にちなんで「姫まつり」という
テーマで行われ、ミラクルひかるさんやあいち戦国姫
隊などの女性ゲストを招いて大盛況でした。

す盛大なパレードに、沿道から大きな声援が送られ
ました。

▲

10/27

▲

秋の一日を満喫

落語を通して人権を語る

10/13

美里文化センターで、「心つながる、市民のつどい」
として人権問題講演会を開催しました。落語家の桂文福

秋晴れの下、川合

さんが「真の笑いは平等な心から」をテーマに、落語を

文化会館で文化祭が

交えて人権について分かりやすく語り、参加者はあらた

開催されました。参

めて人権が身近なところにあることを実感していました。

加した皆さんは餅つ
きを楽しんだり、講
座生の発表や多数の
展示作品に見入った
りしていました。ま
た、同時に開催され
た人権講演会にも多
くの人が参加し、熱
心に耳を傾けていま
した。
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今年度の津市総合防災訓練は︑津波対策も取り入

/

4

れ︑沿岸部の津︑河芸︑香良洲の３会場で同時に実施

しました︒

災害対応力を高めるために ▼

11

ヘリコプターによる搬送・救助
（香良洲会場）

津波避難ビルへ避難
（津会場）

女性消防団員による救出
（津会場）

川口小学校で川口地区自主防災会による白山総合防
災訓練が開催されました。地域住民や消防団、白山消
防署、航空自衛

応急救護所など各現場を市長が巡視
（津会場）

森林で健康づくり

10/20

▲

10/21

▲

日頃の訓練が大切

炊き出し（香良洲会場）

はしご車による救助
（河芸会場）

森林セラピー基地グランドオープン３周年を記念
して、ノルディックウオーキングが美杉町川上の平
倉コースで行われました。絶好のウオーキング日和
に、軽快な足運びで全員が完歩し、美杉地域の魅力

隊白山分屯基地

を満喫しました。

などから多数が
参加し、消火器
やバケツリレー
による初期消火
訓練や煙体験、
心肺蘇生法など
に熱心に取り組
みました。

旧雲林院小学校グラウンドで雲林院地区体育祭が

皆で力を合わせて

10/14

▲

10/7

▲

楽しく体を動かす

行われました。いろいろな年代の人が楽しめるよう

安濃中央総合公園内多目的グラウンドで安濃町体育

工夫された競技に、参加者は心地よい汗を流してい

祭が開催されました。大縄跳びや綱引き、台風の目、

ました。

白熱 校区対抗リレーなどの競技に、子どもから高
齢者までが一丸となって取り組みました。
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③
物産編

問い合わせ

市民交流課

豊かな自然に恵まれた上富良野町には多くの
特産品があります。その中でも最近、まちおこ
しの素材にと「かみふらのポーク」に注目が集
まっています。
上富良野町は、約3,000頭の母豚を飼育し、
年間約６万頭の肉豚を「かみふらの豊味豚」と
して出荷しています。中でも豚の横隔膜「さが
り」は、１頭の豚から250ｇ〜300ｇしかとれ
ない貴重品で、ヘルシーかつジューシー、そし
て新鮮であるからこそ味わえる、上富良野町の
名物になっていま
す。町内の焼き肉
店の多くは、定番
メニューとして
「さがり」を提供
しています。
豚さがり
また､「かみふ
おう

ほう

み

かく

まく

229−3102

229−3366

とん

かみふらのクイズ
10月から３回にわたり、友好都市提携15周
年を迎えた「上富良野」を紹介してきました。
上富良野町は、豊かな自然と産業、人々の活動
が織りなす「四季彩（上富良野町の四季を彩る
紫、緑、黄、白）」の美しい町です。ぜひ一
度、訪れてみてはいかがでしょうか。
紹介の最後は「かみふらのクイズ」です。た
くさんのご応募をお待ちしています。
問 題 次の①〜⑤の太枠に当てはまる文字を
組み合わせて、一つの言葉を作ってください。
（答えはカタカナで）
①上富良野町で「開拓の祖」としてたたえられ
ている人物の名前は？

かみふらの豊味豚カレー

らの豊味豚」を使った「かみふらの豊味豚カ
レー」を町内の施設で提供しています。カレー
には６ヶ条のルールが決められ、具材やトッピ
ングを上富良野町産にこだわり、新たな町の名
物として、町民はもちろん、上富良野町を訪れ
る観光客の舌を楽しませています。
④町内の美景スポットの名前は？
ハ ッ ケ イ
⑤上富良野町の豚肉を使用したカレーは？
カ レ ー
答

え
ト

ヒント

友好都市提携15周年を迎えたのは
○と○○○○○

▲

応募資格 市内に在住の小学生以上の人
応募方法 はがきに問題の答え、住所、氏名、
年齢、電話番号を記入の上、市民交流課「かみ
ふらのクイズ係」
（〒514−8611 住所不要）へ
締め切り 12月25日（火）消印有効
賞 品 特賞…まるごと上富良野（米・じゃがい
も・かぼちゃなどの詰め合わせ）６組 １等
…平成25年ラベンダー香りのオーナー券５
組 ２等…かみふらの工房ハム・ソーセージ
セットＡ10組 ３等…かみふらの工房ハム・
ソーセージセットＢ20組 上富良野町賞…
まるごと上富良野お菓子詰め合わせセット
15組
※抽選のうえ当選者に文書でお知らせします。
▲

②上富良野町は国内の何の発祥の地として有
名？

▲

▲

③②の答えの発祥の地の碑があるのは？
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みんなの情報掲示板

みんなの

お知らせ
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
電話番号
ファクス
Ｅメール
ホームページ

○費用の記載のないものは無料

お知らせ
家事事件の手続きが
新しくなります
家事事件手続法とは、家事事
件（家事審判と家事調停に関する
事件）
の手続きを定める法律で、
来年１月１日から施行されます。
詳しくは、裁判所ホームページ
をご覧いただくか、お近くの家
庭裁判所の家事手続き案内をご
利用ください。
津家庭裁判所総務課（ 226−
4171）

イベント
クリスマスinポルタと
手づくり市場
12月８日（土）・９日（日）10時
〜15時30分
ポルタひさい１
階・３階
フリーマーケット、
新鮮市場、体験・学習コーナー、
抽選会など
駅前地区ふれあいまちづくり
協 働 事 業 実 行 委 員 会（ 2 5 9 −
0132）
Hand in Hand!
みえの地球市民2012
1 2 月 ９ 日
（日） みえ県
民交流センター
（アスト津3階）
国際理解セミ

ナー、祖国の民謡・童謡コーナ
ー、展示・販売コーナー、セイ
ロン瓜料理教室など
みえ市民活動ボランティアセ
ンター
（ 222−5995）
うり

募

集

ワールドミュージック＆
レストランⅡ
来年１月20日（日）13時30分
〜16時30分
ポルタひさい３
階
第１部ゴスペル、第２部
ワールドレストラン、第３部
ジャズ
200人
大人
1,000円、小学生以下500円
来年１月７日（月）までに、は
がきまたはファクス、Ｅメール
で参加者全員の住所、氏名、年
齢を津市国際交流協会ひさい支
部事務局（久居総合支所生活課
内、
〒514−1192 住所不要、 255
−0960、 255−8839＠city.tsu.
lg.jp）へ
同事務局
（ 255−8839）
なんでもやってみよう
来年１月12日（土）９時30分〜
15時
津市青少年野外活動セ
ンター（神戸）
どんぐり工作
とフランス生まれの木のおも
ちゃ「カプラ」を使って遊ぼう
市内に在住の小学生
50
人
300円
12月８日（土）８時30分から、
直接または電話で同センター
（
228−4025）
へ
講演会「宇宙開発の現状」
来年１月18日（金）19時〜20
時30分
県生涯学習センター
２階視聴覚室
（県総合文化センタ
ー内）
佐 々 木一義さん（宇宙
航空研究開発機構広報担当）
によ
る講演
100人
12月1日（土）〜25日（火）に住
所、氏名、人数、電話番号をファ
クスで津法人会青年部会（ 227

−6085）
へ
同部会
（

225−1302）

放送大学学生募集
平成25年度第1学期（4月入学）
の全科履修生、選科履修生、科
目履修生等を募集しています。
15歳以上の人なら、どなたでも
無試験で入学できます。※卒業
を目指す場合は、18歳以上で大
学入学資格が必要です。
来年２月28日（木）までに同大
学へ
同大学三重学習センター（
233−1170）

無料相談コーナー
司法書士による無料法律相談
12月20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、金銭問題などにつ
いての相談
８人
12月12日（水）８時30分から
電話で対話連携推進室（ 229−
3105）
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（面談）
12月17日、来年１月28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（予約優先、相談時間は
１人30分以内）
12月12日
（水）
８時30分から電
話で男女共同参
画 室（ 2 2 9 −
3103）
へ
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南庁舎を改修した上で久居保健センターとし、駅東

津市長

しようとするものです。久居総合支所の庁舎と久居
市民会館はともに耐震性に問題があり、建て替えが

前葉泰幸

予定されている建造物です。「プランＢ」は、ポルタ
市長就任直後の昨年夏にポルタひさいを管理する

ひさいにさらに保健センターも配置し、東鷹跡町の

久居都市開発株式会社の経営危機に直面して以来、

庁舎は市民ホールに建て替え、駅東口を駅前公園広

津市が7億2,900万円の借金の肩代わりをすること

場や駐車場として整備しようとするものです。いず

はなんとしても避けようという強い思いと覚悟でこ

れのプランも40億円ほどかかりますが、もともと

の問題と真剣に向き合い、市民の皆さんに丁寧に説

庁舎と駅東口を37億円かけて整備することになっ

明することを心掛けてまいりました。その結果、久

ておりましたので、ほぼ同規模の事業となります。

居都市開発株式会社が所有する土地建物を津市が鑑

新・津市の誕生から７年が経ち、他の地域では合

定価格で購入することで債務の解消を図ることが、

併時に整備を予定していた事業が着々と進む一方

そのための唯一の手法であることを多くの皆さんに

で、久居地域の庁舎と駅東口整備は大きく出遅れて

ご理解いただけるようになりました。

しまいました。ポルタひさいの再生を機に、久居駅

そこで、先月、市議会にポルタひさいを含む久居

周辺のまちづくりが新たな歩みを始めることが副都

駅周辺地区のまちづくりビジョンを提示し、ご議論

市核・久居の発展につながるものと確信し、引き続

いただいているところです。

き鋭意取り組んでまいります。

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります

●編集・発行津市政策財務部広報課 〒514−8611 西丸之内23−1
229−3111
229−3339
●印刷 寿印刷工業株式会社

口に久居市民会館に代わる市民ホールを新たに建設

ポルタひさいの再生

広報 津

南工事事務所として活用するとともに、東鷹跡町の

●毎月1日・16日発行

市 長 コラム

「プランＡ」は、ポルタひさいを久居総合支所・津

津市長コラム

市 長 活動日記から
■上富良野町との災害時における応
援協定調印式…10月９日

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

■上野英三郎博士とハチ公 銅像除
幕式(緑の風公園)…10月20日

清々しい秋晴れの中、上野英三郎
博士と「忠犬ハチ公」の銅像の除幕
式が行われました。
村田和俊会長、博士の孫である上
野一人名誉会長をはじめとする「上
野英三郎博士とハチの銅像を建てる
会」の皆さんが、久居元町出身で近
代農業土木の第一人者である上野教
授を顕彰するとともに、全国初のハ
チと博士が寄り添った銅像を建立す
るため、ご尽力いただいてきました。
お披露目された銅像は、上野博士
とハチの深い絆が感じられる大変素
晴らしいものでした。
久居駅東口の新たなランドマーク
の誕生です。
津市長活動日記

●市財政収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載
しています。掲載している広告内容については、津市が保証して
いるものではありません。

友好都市である北海道空知郡上富
良野町と「災害時の情報発信に関す
る相互応援協定」を締結しました。
これは、大規模災害により、どちら
かの自治体が被災した場合に、もう
一方の自治体が衛星携帯電話で情報
を収集し、ブログなどで情報発信する
もので、私が今年７月に上富良野町を
訪問した際に、距離が離れているこ
とを生かした取り組みとして提案し
ました。
津市と上富良野町は、平素からの
相互応援により被災情報・避難所開
設情報などを住民の皆さんへ的確に
お伝えできる体制を確立いたします。

■吉田沙保里選手祝勝会（津センタ
ーパレス）…10月10日
吉田沙保里選手のオリンピック３連
覇、そしてレスリング世界大会13連
覇達成の祝勝会が開催され、冒頭、ロ
ンドンオリンピック金メダル獲得の映
像が流れると、会場には再び「沙保
里」コールが響き渡りました。
私は祝辞で、市民の皆さんから寄
せられた多くの祝意を、心を込めて
吉田選手にお届けするとともに、建
設準備中のスポーツアリーナの名称
を吉田選手にちなんだ「サオリーナ」
として議会に条例を提案することを
ご報告いたしました。
吉田選手は、地元の皆さんの応援を
力に、
４年後のリオデジャネイロ五輪を
目指したいと力強く語ってくれました。

折り込み紙

環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち

津」をめざして

平成24年12月１日発行
平成24年

第５号

環境政策課
229−3139

229−3354

冬 至の夜にライトダウンを！
地球温暖化や省エネをあらためて考えるために、12月21日(金)の
冬至の日、20時から市の施設の一斉消灯を行います。
皆さんの家庭でもライトダウンに参加して、普段の生活を振り返
る機会にしてみませんか。

冬の省エネにご協力を
12月は地球温暖化防止月間
冬季は照明や暖房機
器の使用時間が長くな
るため、エネルギーが
消費され、多くの二酸
化炭素が排出されま
す。
地球温暖化の原因で
ある二酸化炭素などの
温室効果ガスを削減す
るため、私たち一人一
人が「節電」｢節水」などの工夫でエネルギー消
費を抑えれば、温暖化防止の大きな力になりま
す。
地球温暖化を防ぐための行動を身近なところ
から始めてみませんか。

家族団らんでエコ対策
家族が別 々 の時間に別 々 に行動すると、エネ
ルギー効率は悪くなります。例えば、食事は１
人分ずつ用意するより、一度に作って一緒に食
べ、まとめて片付けた方が経済的ですし、お風
呂も家族が続けて入れ
ば、保温や追いだきに
かかるエネルギーが不
要になります。
さらに、家族で団ら
んすれば、他の部屋の
照明や暖房などにかか
るエネルギーが節約で
きます。

節水と二酸化炭素
蛇口やシャワーか
ら水やお湯を出しっ
ぱなしで使っていま
せんか。
きれいな水をつく
るためには、たくさ
んのエネルギーが必
要です。また、使用
後の汚水をきれいに
するのにもエネルギーが必要で、二酸化炭素も
排出されます。蛇口を小まめに閉めて水を大切
に使えば、節水と同時に二酸化炭素の排出を減ら
すことができます。

地産地消を心掛ける
「地産 地消」とは、
地元で生産されたも
のを地元で消費する
ことです。
普段よく耳にする
言葉ですが、地域農
業の再生だけでなく
環境保護の観点から
みても、とても重要
な考え方です。
地元で生産されたものは、それだけ輸送など
にかかるエネルギーコストが抑えられます。津
市でも「津産津消」と称して、地産地消を推進
しています。買い物をするときには、産地にも
注目してみましょう。

年末(12月29日・30日)の
ごみ搬入施設のご案内
年末年始のごみの収集日は、各家庭に配布し
ている「家庭ごみ収集カレンダー」のとおりで
すが、収集日に出せなかったごみは、下表の各
施設へ直接搬入することができます。年末は施
設や周辺道路の混雑が予想されますので、十分
注意し、搬入してください。
●搬入日時は、12月29日(土)・30日(日)いずれも
８時30分〜12時、13時〜16時30分です。
●処理料金など、詳しくは直接各施設へお問い
合わせください。
●年始は１月４日(金)から収集と搬入受け付けを行
います。
地域

燃やせるごみ

施設名
西部クリーンセンター
237-5389

津・芸濃地域

河芸美化センター
245-2319

河芸地域

久居・美里・安濃・ クリーンセンター
香良洲・一志・白 おおたか
山・美杉地域
256-8122

燃やせないごみ、
容器包装プラス
チック、その 他
プラスチック、金
属、びん、ペット
ボトル、蛍光管、
乾電池
※分別してくだ
さい

地域

施設名
白銀環境清掃
センター
237-0671

全地域

年末年始の
し尿のくみ取りはお早めに
年末年始のし尿のくみ取りの利用は大変混雑
しますので、お早めにお申し込みください。
●津地域…津環境整備事業協同組合（ 225-1251）
●その他の地域…直接各し尿くみ取り業者
くみ取りについての問い合わせ
環境政策課
229-3141
229-3354
または各総合支所地域振興課

リサイクル資源は
エコ・ステーションをご利用ください
施設名

搬入できる品目

搬入できる日時

月〜金曜日、毎月第１
環境事業課
・
３日曜日
新聞、
雑誌、
ダンボー
226-1224
ル、飲料用紙パック、 ９時〜12時、13時〜
西部クリーン 衣類・布類、ペットボ 16時
センター
※祝・休日、12月31
トル
237-5389
日〜１月３日は除く
月〜金曜日
８時 3 0 分 〜 1 2 時 、
新聞、雑誌、ダンボー
13時〜16時30分
ル、飲料用紙パック
※祝・休日、12月31
日〜１月３日は除く
新聞、雑誌、ダンボー
ル、容器包装プラスチ 水・土・日曜日
明神リサイクル
ック、その他プラスチ ８時30分〜16時30分
ストックヤード
ック、飲料用紙パック、 ※12月29日〜１月３
255-8843
衣類・布類、
びん、
ペッ 日は除く
トボトル
河芸美化
センター
245-2319

※施設により搬入できる品目や日時が異なりますの
でご注意ください。
至鈴鹿

伊勢
鉄道

市河芸庁舎

黒田小学校

コンビニ

河芸図書館

片田団地

河芸公民館

豊津上野

河芸

豊津
小学校

ゴルフ場

津斎場

風早池

伊勢自動車道

二重池団地

陸上自衛隊
演習場

南が丘

三重中央
医療センター
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ごみ収集車(パッカー車)の火災事故防止にご協力ください！
去る９月26日に、市内でごみ収集車の火災が
発生しました。原因は、燃やせないごみに中身の
残ったスプレー缶や使い捨てライターが入れら
れ、スプレー缶から漏れたガスが車内に充満し
て、収集時に発生した金属摩擦によって火花が散
り、車内のごみに引火したもの
と考えられます。
このようなことを未然に防ぐ
ために、火災発生原因となる物
をごみ集積所に出すときは、次
のような処理をしてから出してく
ださい。

９月26日に発生した
ごみ収集車の火災

混入していたスプレー缶

使い捨てライター
中身を使い切ってから別袋に入れて

「燃やせないごみの日」
に出してください

カセットボンベ・ヘアスプレーなどの缶
中身を使い切り、屋外で穴を開け
ガスを抜いてから別袋に入れて
「金属の日」
に出してください

石油ストーブ
灯油、乾電池を抜いて
「金属の日」
に
出してください

灯油の処分は、
「乾電池の日」
に 購入先にご相談
出してください ください

スリーアール

毎日の暮らしの中で３Ｒを心掛けましょう
一人一人の小さな心掛け
も、積み重ねれば大きなごみ
の減量と資源の有効活用に
つながります。
３Ｒにご協力
をお願いします。
Reduce（リデュース）減らす
⇒ごみの量を減らそう
○レジ袋や過剰包装は断る
習慣をつける
○使い捨て商品は使う場所
や目的に応じて考えて使う

Reuse（リユース）再利用
⇒繰り返し使おう
○リメイクして別の使い道を考
える
○フリーマーケットやリサイク
ルショップを活用する
Recycle（リサイクル）再資源化
⇒資源として生かそう
○分別のルールを守って資源
のリサイクルに協力する
○リサイクル商品を選ぶように
心掛ける

譲り受け・譲り渡しを希望する人は津市市民エコ活動センターまで

リユース情報掲示板
家具などでまだ使える物を捨てずに、他の人
に譲ってごみを減らそうと、リユース情報掲示
板を設置しています。掲示板は、津市市民エコ
活動センターと津市市民活動センターにありま
すので、ぜひ活用してください。
譲りたい人、譲ってほしい人は、津市市民エ
コ活動センター、津市市民活動センター、市本
庁舎３階環境政策課にある情報カードに必要事
項を記入の上、津市市民エコ活動センターに提
出してください。
現在掲示板にある情報の一部を紹介します。
ただし、11月10日現在の情報のため、すでに受
け渡しが完了している場合があります。

譲ります

①電子オルガン

②木製ダイニング用椅子

③食器棚

①電子オルガン(幅115cm・奥行68cm・高さ100
cm)…無料
②木製ダイニング用椅子６脚…無料
③食器棚(黒色、幅165cm・奥行40cm・高さ190
cm)…5,000円
④洋服ダンス(茶色、幅106cm・奥行60cm・高さ
177cm)…無料
⑤テーブル(茶色、幅115cm・奥行60cm・高さ38
cm)…500円
⑥家庭用簡易印刷機(リボン黒１本・カラー３本・説
明書付)…500円
⑦生ごみ処理機…5,000円
⑧ウオーキングマシン…無料

譲ってください
○男児用子ども服(サイズ90〜130)…無料
○男児用靴(サイズ13〜16cm)…無料
○子ども用おもちゃ(鉄道模型、滑り台など)…無料

④洋服ダンス

⑤テーブル

⑥家庭用簡易印刷機

⑦生ごみ処理機
⑧ウオーキングマシン

■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

省エネナビモニター募集
家庭でできる省エネに、もっと取り組んで
もらうため、家庭全体の電気使用量をリアル
タイムで表示する機器「省エネナビ」と、そ
れぞれの家電製品の消費電力を表示する「エ
コワット」を貸し出しています。ライフスタ
イルを見直し、家計にもやさしい節電に取り
組んでみませんか。モニター家庭は電気使用

量の報告とアンケートに
ご協力ください。
募集数 20世帯程度
貸出期間 ６カ月
申し込み 環境政策課へ
問い合わせ 環境政策課環境共生担当
229-3212
229-3354

折り込み紙

平成24年12月1日発行
平成24年 第４号
水道局
237-5811
237-1210

平成23年度水道事業会計決算

水道事業は、皆さんからの水道料金で運営しています。
今回は、平成 23 年度水道事業会計決算 (９月市議会定例会で認定 ) について紹介します。

上水道事業
収益的収支

主な事業
安心安全で良質な給水を行うために、高茶屋浄
水場紫外線処理および除鉄施設の整備を実施し、
配水効率向上のための老朽管更新や管網整備を行
いました。

企業債の支払利息
3億4,710万2,000円

その他
6億4,449万2,000円

給水収益
59億5,148万3,000円

純利益
2,826万6,000円

収入
支出
受水費
23億1,237万3,000円

減価償却費
16億1,067万2,000円

業務量の概要
給水人口 28万 534人
給水戸数 12万6,559戸
年間総配水量 4,135万1,013㎥
１日平均配水量
11万2,981㎥
１日最大配水量
12万9,673㎥

収支の状況
水道事業会計の収支は、経常的な収支を表す収
益的収支と投資的な収支を表す資本的収支の２種
類に分けられます。
収益的収支では、単年度で約３千万円の利益が
生じました。この利益を、前年度から繰越した欠
損金約７億９千万円と差し引きして、翌年度以降
に繰り越す欠損金額は約７億６千万円になりまし
た。今後も、より一層の事業の効率化と計画的な
事業経営に努めていきます。

維持管理費
14億4,642万円
人件費
8億5,114万3,000円

■収益的収支（税抜き）
収益的収入 65 億 9,597 万 5,641 円
収益的支出 65 億 6,771 万 165 円
純利益
2,826 万 5,476 円

資本的収支
出資金
6,350万円
企業債借入金
2億8,950万円

不足額
15億5,613万7,000円
（過年度損益勘定留保資金等で
補てんしました）

収入

補助金
1億3,872万4,000円

支出
企業債の元金償還金
8億2,271万9,000円

建設改良費
12億7,305万円

他事業からの負担金など
4,800万7,000円
投資
9万9,000円

■資本的収支（税抜き）
資本的収入
5 億 3,973 万 706 円
資本的支出 20 億 9,586 万 7,737 円
収支差引 △15 億 5,613 万 7,031 円

簡易水道事業

簡易水道特別会計

主な事業
下之川簡易水道拡張事業
八幡簡易水道拡張事業

業務量の概要
給水人口
給水戸数
総配水量

4,243 人
1,907 戸
353,926 ㎥

国庫補助金
1億6,169万円
市債
2億9,460万円
使用料及び手数料

一般会計繰入金

その他

5,354万3,000円

3億9,793万4,000円

1,580万9,000円

収入
支出

災害復旧費
139万7,000円

収支の状況(税込み)

公債費
2億7,736万円

建設改良費
4億5,476万8,000円

収入
9 億 2,357 万 6,299 円
支出
9 億 758 万 3,786 円
収支差引
1,599 万 2,513 円

維持管理費

総務費

9,506万円

7,899万9,000円

大丈夫ですか？

あなたの家の災害対策

昨年発生した東日本大震災では、水道管の破
損などにより、大規模な断水状態となりました。
今後、東海地方では東海・東南海・南海地震な
ど大規模な地震の発生が心配されています。
災害が起きた場合は、給水活動が一時的に機
能しないことが予測されます。被害が広範囲と
なることもあり、すぐには対応できない可能性

がありますので、次のような備えをしておきま
しょう。
○備えがあれば安心です
各家庭で飲料水の備蓄をお願いします。目安
は１人１日３リットル × 家族の人数 ×３日分で
す。
○風呂の水も有効活用
風呂の残り湯を流してしまわずためておく
と、断水の際の洗い物や水洗トイレの流し水と
して利用できます。

使用水量が多いと思ったら！
いつもどおりの生活なのに、急に使用量や料
金が増えたときは、給水装置からの水漏れが考
えられます。水漏れは次の手順でメーターを点
検することにより確認できます。
点検手順
①家中の全ての蛇口を閉める。
②トイレの水が少しでも流れていないか確認する。
③水道メーターのパイロット
（写真参照）
を確認する。
●止まっている→水漏れの心配はありません
●回っている→給水管のどこかで水漏れして
いる可能性があります。修理しないと水道
料金が高額になることがありますので、早
急に最寄りの津市水道局指定給水装置工事
事業者へ修理を依頼してください。

メーター番号

パイロット

津市水道局指定給水装置工事事業者について
は、お問い合わせいただくか、津市ホームペー
ジをご覧ください。
■問い合わせ
漏水について
工務課
237-5814
検針について
津市水道サービスセンター

237-5821

