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終わりなき防災施策の強化に向けて終わりなき防災施策の強化に向けて
～津市地域防災計画（平成24年度修正）を策定～

シロモチくんシロモチくんゴーちゃんゴーちゃん

　ねえねえ、シロモチくん。今度、新しい防
災計画ができたって聞いたんだけど、前の計
画とどう違うの？詳しく教えてほしいな。
　今度できた地域防災計画は、東日本大震災
を教訓に、これまで津市が取り組んできた防
災対策を反映させて、前の計画の内容を修正
したものなんだ。
　そうなんだ。どのくらい修正されたの？
　市はもちろん、防災に関係する機関や市民
の皆さんの意見も取り入れて、371項目の修
正がされたんだよ。
　そんなにあるんだ。
　今回の修正で、南海トラフ巨大地震の被害
想定や津波浸水予測図が追加されたんだけ

ど、これまでと違って、津波が堤防を越えて
もっと内陸部まで来ることもあるという結果
になったんだ。
　もしそんな津波が来たら、どうすればいい
の？

津波避難ビルとして整備を予定されている
白塚団地３号館
津波避難ビルとして整備を予定されている
白塚団地３号館

　平成23年３月11日に発生した東日本大震災の甚大な被害、教訓などを踏まえ、津市では平成
24・25年度を災害対応力強化集中年間と定めて、防災対策を強化充実する取り組みを進めてい
ます。その内容については本紙平成24年９月１日号でもお知らせしましたが、今回は２回の防
災会議を経て修正された、津市地域防災計画の内容について、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。



広報 津 2013.3.1 3

津波が発生したら、高台の本城山
青少年公園（河芸町上野）も避難す
る場所として有効だね

津波が発生したら、高台の本城山
青少年公園（河芸町上野）も避難す
る場所として有効だね

避難勧告や避難指示など
の緊急放送の際、まずは
サイレンでお知らせされ
るんだ！

避難勧告や避難指示など
の緊急放送の際、まずは
サイレンでお知らせされ
るんだ！

　これまでも、地震で堤防が壊
れて津波が入って来ることに備
えて、逃げることにしてたよね。
　そうか。同じように安全な所
まで逃げればいいんだね。それ
で計画が変わったところってあ
るの？
　まず、津波が来ることが予測
された避難所は開設しないこと
にしたんだ。
　じゃあ、どこに逃げればいい
の？
　避難所じゃなくても、より遠
く、より高いところに逃げるこ
とが大切なんだけど、もし逃げ
遅れても、いつでも一時的に逃
げ込めるように、津波避難ビル
を指定しているから、ここを利
用することもできるんだよ。
　そうだったね。
　これまでも民間施設の協力を
得ながら、公共施設と合わせて
津波避難ビルを増やす取り組み
が進められているんだ。
　これからも増えていくんだね。

　うん。それに避難できる日時
に限りはあるけれど利用できる
施設を津波避難協力ビルに指定
して、津波から逃げ込める場所
を増やす取り組みも進められて
いるんだよ。
　でも、そういうビルが近くに
ないところもあるよね？
　そうなんだ。だから普段は何
かに有効利用できて、津波が来
たときは逃げ込めるような施設
は、どんなものがいいか考えて
いくことになったんだよ。
　他には何か変わったの？
　今年から避難勧告、避難指示
の防災行政無線放送が変わるの
で、その修正も行ったんだ。
　それって家の中では聞きづら
いことがあるよね。
　それを解消するため、津波警
報や風水害の避難勧告などを知
らせる音声放送の前に、サイレ
ンを鳴らすことになったんだよ。
　サイレンだと遠くまで聞こえ
るよね。
　うん。サイレンが聞こえたら
危険が迫ってるっていうことだ
から、避難を始めないといけな
いんだよ。
　そうかぁ。サイレンの音が聞
こえたら「避難する」って決め
ておけばいいんだね。でも聞き
逃したりしないかな？
　そんなときのために事前登録
をした人に、津市防災情報メー
ルやファクスで放送内容が送ら
れてくるサービスがあるんだ。

それから、携帯電話会社のエリ
アメールや緊急速報メールで緊
急情報を受け取ることもできる
んだよ。
　良かった。いつ起きるかもし
れない大きな災害に備えて、い
ろんな取り組みが進められてい
るんだね。じゃあ、これで取り
組みは終わりなの？
　今年度は、防災計画のたくさ
んの項目の見直しが行われたけ
ど、防災施策の強化には終わり
がないんだよ。だから、これか
らもまだまだ見直しが進められ
ていくんだ。そうやって市も取
り組んでいるから、自分たちも
できることから始めなきゃね。
　そうだね。みんなで協力して
災害に強くなろうね。

シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政⑧　終わりなき防災施策の強化に向けて
問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

外付け階段と屋上フェンス
を取り付け、津波避難ビル
として指定した香海中学校
屋内運動場

外付け階段と屋上フェンス
を取り付け、津波避難ビル
として指定した香海中学校
屋内運動場
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御殿場

近鉄豊津上野駅近鉄豊津上野駅

至鈴鹿 至鈴鹿

久居 IC久居 IC

近鉄津新町駅近鉄津新町駅

志登茂川志登茂川

岩田川

安濃川

田中川

岩田川

至松阪至松阪

伊
勢
自
動
車
道

伊
勢
自
動
車
道

JR・近鉄津駅JR・近鉄津駅
津 IC津 IC

近鉄久居駅近鉄久居駅

23 23

23

165
114

42

御殿場

安濃川

田中川

雲出古川雲出古川

雲出川

　平成24年８月に発表された内閣府南海
トラフ巨大地震モデル検討会による被害想
定では、東海・東南海・南海地震が同時発
生した場合、津市の最大震度は震度７、最
大津波高は７ｍとされました。また、平成
24年３月に三重県が発表した東北地方太
平洋沖地震と同等規模の地震を想定した津
波の浸水予測では、平成16年３月に発表

されたものと比べ、津波浸水予測地域が広
がりました。
　市では、このような新たな被害想定を踏
まえ、これまでの津市地域防災計画がより
実践的なものになるよう、徹底的な計画の
見直しを行いました。

津市地域防災計画の主な修正内容
～新たな被害想定に対応～

津市地域防災計画│

凡　例

■
■
■
■
■
■
■
■

最大浸水深（m）
～ 0.5

0.5 ～ 1.0
1.0 ～ 2.0
2.0 ～ 3.0
3.0 ～ 4.0
4.0 ～ 8.0
8.0 ～
河川内を津波が
さかのぼると想
定される範囲

以上

未満

津波浸水予測イメージ図（防潮堤等の施設がないとした場合）

　このマップは、三重県が作成した
「津波浸水予測図（平成23年度版）」を
基にイメージしたものです。

田 中 川

志登茂川

岩 田 川

御 殿 場

雲 出 川

63分

54分

51分

49分

49分

3.51m

3.24m

3.30m

3.48m

3.40m

155分

171分

145分

171分

168分

0.5m津波
到達時間地点

津波高と津波到達時間（M9.0の場合）
最大津波高
（満潮時）

最大津波
到達時間

満潮時（TP+1.3m）に東海・東南海・南海
地震が同時に発生（M9.0）した場合
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問い合わせ　危機管理課　　229－3281　　223－6247

津市　上富良野町　ブログ│

津市・上富良野町が共同運用するブログ

防災情報メールによる情報提供

※上記放送例は、津市防災ホームページで試聴することができます。

○○川の水位が上
昇しているため、
○○地区に対して
避難勧告を発令し
ました。

吹鳴 （休止） 吹鳴

5秒 6秒

吹鳴 （休止）

3秒 2秒

吹鳴 （休止）

3秒

吹鳴

3秒2秒

5秒

風水害 津波
音声放送内容（参考）

サイレンパターン内容

避難勧告
（サイレン音
＋音声放送）

避難指示
（サイレン音
＋音声放送）

伊勢・三河湾沿岸
への津波警報の発
表に伴い、避難勧
告を発令しました。

○○川の水位が上
昇し、○○地区に
対して避難指示を
発令しました。

伊勢・三河湾沿岸
への大津波警報の
発表に伴い、避難
指示を発令しまし
た。

　防災行政無線による緊急
放送について、より確実に
伝達できるよう、今後は避
難勧告や避難指示をお知ら
せする際、右の表のとお
り、まず最初にサイレンに
よる警告音を鳴らします。
その後音声により内容を放
送します。

　災害が発生し、津市ホームページへのアクセス
が集中してつながりにくくなった場合、速やかに
ヤフー株式会社が運用するウェブサーバ上に津市
ホームページの複製（キャッシュサイト）を作成
し、途切れのない情報発信を行います。
　また、津市ホームページからの情報発信ができ
なくなった場合は、北海道上富良野町と共同で運
用するブログサイトを通じ、市内の被害状況や避
難所の開設状況、ライフラインなどの情報を発信
します。

サイレンを活用した防災行政無線による緊急放送

情報発信体制の強化

　災害時において市の各部署が担当する応急対策
の実施手順や役割を明確にするとともに、救援物
資等の受入体制や大規模災害時の輸送体系、応急
給水対策、児童生徒の安全確保対策を見直し、災
害対応力の強化を行います。
　また、大規模被災地への職員派遣を通じて得
た、さまざまなノウハウについても、今後の災害
対応力の強化・向上に活用します。

災害対応力の強化

　災害が発生した場合、事業所内の従業員および
利用者の安全を確保するとともに、経済活動の継
続に努め、さらに地域や防災関係機関と連携した
防災活動の実施や帰宅困難者対策としての一斉帰
宅の抑制など、災害時における事業所の役割を明
確にします。

事業所の役割

　既存のアナログ式移動系防災行政無線設備の老
朽化に伴い、新たにデジタル方式による移動系防
災行政無線を整備し、全市域的な非常通信手段を
確保します。

全市域的な非常通信手段を整備

　今年度は迅速な災害対応業務が行えるよう情報
発信、物資の調達、医療救護活動、避難誘導看板
の設置など、さまざまな協定を締結しました。今
後もさらなる災害時応援協定の締結を推進します。

災害時応援協定のさらなる推進

　Ｊアラート(全国瞬
時警報システム)から
の津波警報等の緊急
性の高い情報を防災
行政無線や防災情報
メールと自動連動さ
せて、迅速な情報提
供を行います。

Jアラート（全国瞬時警報システム）の活用
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　津市の将来を見据えたまちづくりのための
４大プロジェクトである新斎場整備事業、屋
内総合スポーツ施設整備事業、新最終処分場
等建設事業、名松線復旧関連事業の着実な推
進を図るため、４つの組織を新設します。

職員数2,500人体制を基本に、より充実した市民サービスの提供を
目指して、４月から組織の一部を変更します。

４つの重点プロジェクトを推進します！

新斎場建設推進室

新産業スポーツ施設推進室

道路等特定事項推進室

名松線復旧推進室
(仮称)津市産業・スポーツセンター整備イメージ(仮称)津市産業・スポーツセンター整備イメージ
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組織改正

　これまで下水道政策課・環境保全課・農業基盤
整備課が担当してきた公共下水道・浄化槽・農業
集落排水などの生活排水対策に関する業務を一元
化し、一層推進するため、組織を新設します。

　地域の特性に応じた文化事業の企画などのソフ
ト事業の充実を図り、また文化ホールの効率的な
管理・運営を図るため、文化振興課文化振興担
当、津リージョンプラザの組織を再編します。

総合的な生活排水対策を
推進します！

文化ホールのさらなる活用
を目指します！

　県から権限移譲される社会福祉法人に対する監
査事務などに対応するため、組織を新設します。

　深刻化する野生鳥獣の被害に的確に対応し、獣
害対策の推進体制を強化するため、組織を新設し
ます。

県からの権限移譲に対応します！

　市民のニーズを踏まえた救急医療や地域医療の
充実、応急診療所の効果的な運営などを図り、健
康づくり事業をさらに進めるため、２つの組織を
新設します。

救急医療、地域医療の充実
を目指します！

　国民健康保険、後期高齢者医療保険、福祉医療
費助成の業務を一体的に進めるため、保険年金課
と医療助成室の組織を統合します。

機動的で効率的な業務の
推進を目指します！

獣害対策を推進します！

　増加する救急需要への対応や救急患者の円滑な
受け入れを目指し、また、地域防災の充実・強化
を図るため、消防本部予防課、消防課、救急対策
室および消防総務課消防団担当の組織を再編しま
す。

増加する救急需要へ対応し、
地域防災力を充実します！

問い合わせ　行政経営課　　229－3273　　229－3255

健康づくり課

地域医療推進室

農林水産政策課 獣害対策担当

文化振興課 事業担当

文化振興課 施設担当

下水道政策課 生活排水推進担当

福祉監査室

消防安全課

警防室

救急課

消防団統括室

保険医療助成課
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安濃川沿い桜並木（芸濃町北神山）
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伊勢奥津

至名張

至松阪

至鈴鹿
伊
勢
自
動
車
道

伊
勢
自
動
車
道

関JCT関JCT

津津
津IC津IC

久居IC久居IC
久居久居

芸濃IC芸濃IC

伊勢関IC伊勢関IC関IC関IC

伊勢奥津

一志嬉野IC一志嬉野IC

大三大三
伊勢石橋伊勢石橋

至名張至名張 原温泉口原温泉口東青山東青山

一志一志

川合高岡川合高岡

家城家城

津新町津新町

豊津上野豊津上野

ＪＲ名松線については、家
城～伊勢奥津間はバスによ
る代行輸送を行っています。

⑬榊原自然の森多目的広場
⑭青山高原
⑮亀ヶ広桜並木
⑯大仰河川桜並木
⑰家城ライン
⑱君ヶ野ダム公園
⑲三多気の桜

⑧津偕楽公園

⑨津城跡

⑩香良洲歴史資料館（若桜会館)

⑪陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド

⑫片田浄水場

①錫杖湖
②龍王桜
③石山観音公園
④普門寺
⑤安濃川河川敷（芸濃町北神山）
⑥明合古墳
⑦本城山青少年公園

南・西部エリア

北部エリア

中部エリア
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　①錫杖湖
　安濃川の水源にある美しい湖
で、周辺は豊かな自然に囲まれ
ています。
アクセス…芸濃ICから車で約25分
問い合わせ…芸濃総合支所地域
　振興課(　266－2516)
　②龍王桜
　別名フゲ
ンザクラと
も呼ばれ、
花と葉が同
時に出る珍
しい種類で
県の天然記念物に指定されてい
ます。
アクセス…芸濃ICから車で約20分
問い合わせ…①と同じ
　③石山観音公園
　公園入口まで桜並木が続きま
す。山の全てがほぼ１つの岩で
できていて、数多くの仏像が刻
み込まれています。
アクセス…関ICから車で約５分
石山観音春祭り…４月14日(日)
問い合わせ…①と同じ

　④普門寺（市指定文化財）
アクセス…関ICから車で約５分
普門寺さくらまつり…４月７日
　(日)
問い合わせ…①と同じ
　⑤安濃川河川敷(芸濃町北神山)
　安濃川沿いに桜並木が続きま
す。
問い合わせ…①と同じ
　⑥明合古墳
　５世紀に安濃川中流域を治め
た首長の墳墓と伝えられる古墳
は、国指定史跡となっています。
アクセス…津ICから車で約10分
問い合わせ…安濃総合支所地域
　振興課(　268－5518)
　⑦本城山青少年公園
　織田信長の弟である信包が築
き、茶々・初・江の浅井三姉妹
が幼少期を過ごしたといわれて
いる伊勢上野城の城跡です。
アクセス…市河芸庁舎から徒歩
　約20分、近鉄豊津上野駅から
　徒歩15分　
問い合わせ…河芸総合支所地域
　振興課(　244－1700)

　⑬榊原自然の森多目的広場
　ソメイヨシノと菜の花の競演
を楽しんだ後は、榊原温泉で
ゆっくり過ごしませんか。
アクセス…久居ICから車で約20
　分、JR・近鉄津駅(久居駅)か
　ら榊原車庫前または榊原温泉
　口行きバス、榊原口下車すぐ
榊原温泉さくら祭り…４月６日
　(土)
問い合わせ…久居総合支所地域
　振興課(　255－8846)
　⑭青山高原
　５月上旬には、
高原一帯に自生す
る無数のツツジが
鮮やかに咲き乱れ
ます。
アクセス…久居IC

　から車で約40分
問い合わせ…⑧と同じ
　⑮亀ヶ広桜並木
　雲出川沿いに約800メートル
にわたって桜並木が続き、夜に
なるとちょうちんの明かりが幻
想的な桜を演出します。
アクセス…近鉄大三駅から徒歩
　約20分
問い合わせ…白山総合支所地域
　振興課(　262－7017)
　⑯大仰河川桜並木
　地域の皆さんが手入れをした
ソメイヨシノが咲き誇ります。
アクセス…近鉄伊勢石橋駅から
　徒歩約15分
問い合わせ…一志総合支所地域
　振興課(　293－3008)

桜特集 春のお花見ガイド

北部エリア
錫杖湖錫杖湖

明合古墳明合古墳

本城山青少年公園本城山青少年公園

榊原自然の森多目的広場榊原自然の森多目的広場

亀ヶ広桜並木亀ヶ広桜並木

南西部エリア
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　⑧津偕楽公園
　自然の丘陵を生かした公園内
に約950本のソメイヨシノや700
本余りの
ツツジが
咲き誇り
ます。

アクセス…JR・近鉄津駅西口か
　ら徒歩約３分
津偕楽春まつり…３月29日(金)
　～４月16日(火) 
ライトアップ…上記期間中の18
　時～21時30分
※３月29日(金)～４月14日(日)
　は公園西側道路の一部で一方
　通行規制が実施されます。
問い合わせ…観光振興課(　229
　－3170)
　⑨津城跡
　藤堂高虎公が大改修した津城
の面影を残す城跡と、こけむし
た石垣と桜のコントラストが見
事です。
アクセス…市本庁舎から徒歩すぐ
問い合わせ…⑧と同じ

　⑩香良洲歴史資料館（若桜会館）
　建物前の桜が見事に咲き、文
字通り「若桜」会館となります。
アクセス…市香良洲庁舎から徒
　歩10分
問い合わせ…香良洲総合支所地
　域振興課(　292－4308)
　⑪陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド
　グラウンド周辺に約500本の
桜並木が続きます。
と　き　３月30日(土)～４月７
　日(日)、平日17時～20時、土・
　日曜日９時～20時
アクセス…近鉄久居駅から徒歩5分
ライトアップ(一部)…上記期間
　中の17時～20時
問い合わせ…同駐屯地広報室(　
　255－3133、内線229)
　⑫片田浄水場
　桜とツツジの素晴らしい隠れ
たスポットです。
アクセス…ＪＲ・近鉄津駅(津新
　町駅)から平木行きバスで久保
　下車徒歩15分、津ICから車で
　約15分
問い合わせ…⑧と同じ

　⑰家城ライン
　リバーパ
ーク真見か
ら約３キロ
にわたって
巨岩奇石と
雲出川の清流が鮮やかな渓谷美
を織りなしています。
アクセス…久居ICから車で約20分
問い合わせ…⑮と同じ
　⑱君ヶ野ダム公園
　ソメイヨシノの花の色が湖面
に映え、美しさが一層際立ちます。
アクセス…久居ICから車で約40分
君ヶ野ダム公園桜まつり…４月
　７日(日)
問い合わせ…美杉総合支所地域
　振興課(　272－8085)

　⑲三多気の桜
　日本さくら名所100選、国の
名勝に指定されている三多気の
桜。伊勢本街道から真福院への
参道約1.5キロにわたってヤマザ
クラの並木道が続き、まるで桜
のトンネルをくぐっているかの
ようです。
三多気桜まつり…４月13日(土)・
　14日(日)
アクセス…久居ICから車で約１
　時間
※４月６日(土)～21日(日)に近
　鉄名張駅とＪＲ名松線伊勢奥
　津駅から臨時バスを運行しま
　す。
問い合わせ…⑱と同じ

桜特集 春のお花見ガイド

津城跡津城跡

香良洲歴史資料館（若桜会館）香良洲歴史資料館（若桜会館）

陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド陸上自衛隊久居駐屯地グラウンド

君ヶ野ダム君ヶ野ダム

三多気の桜三多気の桜

中部エリア
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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

29日㈮～31日㈰

11日㈪
９時～10時 香良洲公民館

月～金曜日８時30分～17時15分

市民課、各総合支所市民福祉課
（市民課）、各出張所（一身田・神
戸・高茶屋・榊原・栗葉・千里
ヶ丘・波瀬・家城・大三・倭・
八ツ山・竹原・太郎生・伊勢地・
八幡・多気・下之川）

窓　口 開庁日時

各出張所（高野尾・大里・白塚・
栗真・安東・櫛形・片田・藤水・
雲出）

アストプラザオフィス
（アスト津４階）
久居駅前出張所
（ポルタひさい３階）

月～金曜日９時～16時

月～金曜日８時30分～20時
土・日曜日、祝・休日８時30分～17時
月～金曜日８時30分～21時
土・日曜日、祝・休日８時30分～18時

市河芸庁舎
25日㈪
９時30分～
10時30分

香良洲体育館、香良
洲パターゴルフ場、
香良洲サッカー場、
香良洲グラウンド、
香良洲テニスコート

施設名とき（３月）

サンデルタ香良洲、
きらめき図書館30日㈯・31日㈰

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

公共施設の臨時休業

中央保健センター
　229－3310　　229－3287

３月の献血（400ml）

新最終処分場建設推進課
　229－3286　　229－3354

環境影響評価書の縦覧

お知らせ

交通政策課
　229－3180　　229－3336

津なぎさまちフェスタ
イベント

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)

　３月29日(金)～31日(日)に開
催される香良洲お木曳き行事の
ため、次のとおり公共施設を休
業します。

　新最終処分場等施設整備事業
(美杉町下之川地内)について

の環境影響評価書の縦覧を行い
ます。
縦覧期間　３月４日(月)～４月
　17日(水)
縦覧場所　新最終処分場建設推
　進課、環境保全課、各総合支
　所地域振興課、下之川出張所、
　竹原出張所、多気出張所

対　象　男性17歳～69歳、女性
　18歳～69歳で、男女とも体重

　が50㎏以上の人
　※65歳以上の人
　は、60歳～64歳
　の間に献血経験
　のある人

と　き　3月20日(水)10時～16時
ところ　津なぎさまち　※市本
　庁舎第２駐車場(津警察署隣)
　からの無料シャトルバスをご
　利用ください。
内　容　大道芸人による楽しい
　ショー、消防音楽隊の演奏、
　高速船乗船会、各種出店など

問い合わせ　市民課　　229－3144　　221－1173

津なぎさまち│

休日納付相談
納付窓口

休日納付相談
納付窓口

　３～４月にかけて市本庁舎の市民課は大変混雑します。住所の異
動届は市民課のほか各総合支所や出張所でも受け付けています。ま
た、アストプラザオフィスと久居駅前出張所は、平日の夜間や土・
日曜日なども利用できます。

市本庁舎市民課窓口の
　　　　　混雑緩和にご協力を

３・４月に住所を異動する皆さんへ

市本庁舎市民課窓口の
　　　　　混雑緩和にご協力を

３・４月に住所を異動する皆さんへ

3月10日
9時～16時

日

き　　ひ
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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

原動機付自転車（125㏄以下）、
小型特殊自動車

市民税課（　229－3129）または各総合
支所市民福祉課（久居総合支所は市
民税課久居分室）

三重県軽自動車協会
（雲出長常町、　234－8611）

軽自動車検査協会三重事務所
（雲出長常町、　234－8431）

二輪車（125㏄を超え250㏄以下）

二輪車（250㏄を超える）

四輪の軽自動車

三重運輸支局
（雲出長常町、　050－5540－2055）

車両の種類 手続き場所・問い合わせ

募　集

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市文化振興基金助成制度

市民交流課
　229－3142　　227－8070

久居駅前公共自転車駐車場
の指定管理者

久居公民館
　256－3931　　256－3919

久居公民館まつり

美杉総合支所地域振興課
　272－8080　　272－1119

美杉文化協会成果発表会

一志高岡公民館
　293－5611　　293－3087

一志地域公民館
合同作品展

　久居公民館講座生の作品を発
表します。
と　き　３月９日(土)13時30分
　～16時、10日(日)９時30分～
　16時
ところ　久居公民館
内　容
◆講座生の作品展示…手作りお
　菓子・パン、人形、折り紙、
　水彩画、着付け、陶芸、水墨
　画、日本画、創紙彩画、木彫
　工芸、ステンドグラス、書道、
　伊勢型紙、洋裁、編み物、俳
　句、木目込み人形、短歌、押
　し花、樹木・鳥の写真
◆地場野菜、盆栽の展示即売

と　き　３月16日(土)９時～16
　時、17日(日)９時～15時
ところ　一志高岡公民館
内　容　一志地域の４つの公民
　館講座生による合同作品展示

　美杉文化協会の会員による作品
展示と芸能発表会を開催します。
と　き
◆作品展示…３月８日(金)～10
　日(日)９時～15時　※10日は

　12時まで
◆芸能発表会…３月９日(土)10
　時～15時
ところ　美杉総合開発センター

助成対象　４月１日～来年３月
　31日に実施・完了する事業　
　※詳しくは応募要領参照
◆文化に触れ合う機会の提供
◆文化活動の発表
◆市民文化の向上を図るための
　文化交流
◆歴史・文化の保存、活用
◆文化のまちづくり
◆全国大会への出場(大会前に申
　請が必要)
◆津市が特に文化振興に意義が
　あると認める研究・活動
助成額　経費のおおむね３分の
　１以内で上限20万円
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人、または市内で活動す
　る団体
申し込み　文化振興課、各総合支
　所地域振興課にある申請書に
　必要書類を添えて提出　※申
　請書などは津市ホームページ
　からもダウンロードできます。
申込期間　3月1日(金)～29日(金)

指定期間　平成25年10月1日～
　平成29年3月31日(3年６カ月)
要項配布期間　３月11日(月)～
　15日(金)
要項配布場所　市民交流課
申し込み　直接または郵送で市
　民交流課(〒514－8611 住所不
　要)へ
申込期間　３月25日(月)～４月
　５日(金)17時

　軽自動車税は、４月１日現在で車両を所有している人に、１年分
の税金が課されます。
　３月29日(金)までに廃車手続きが行われないと、引き続き課税さ
れることになりますのでご注意ください。

軽自動車・バイクなどの
　　　　廃車手続きはお早めに
軽自動車・バイクなどの
　　　　廃車手続きはお早めに
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市民活動紹介

　やさしく包み込むような笑顔の山田ロサリ
オさんは、故郷の人々のために日々全国を奔
走しています。商店街の空き店舗を利用し、
外国人が母国の料理を提供する「外国人の
村」をつくるのが山田さんの夢。実現すれば
彼らの収入源になるだけでなく、母国を紹介
できる絶好の場にもなります。
　「ボリビア人はね、お年寄りを大切にする気
質があるの。触れ合っていく中で、この先介
護の役割を兼ねた場所にもできるよね。それ
に、日頃から少しずつ交流を重ねていった
ら、もし災害が起こっても心から助け合える
でしょ」りりしく語るその後ろには、鮮やか
な虹色の架け橋が見えました。

特定非営利活動法人
日本ボリビア人協会

中央公民館教養セミナー
もう一度学んでみませんか
中央公民館教養セミナー

国語
（藤田明さん）

教科（講師） 内　容 と　き 教科書

古典や、短詩型作品・近代の
小説などを、プリントを加え
ながら楽しく学びます。

５月20日・27日、６月10日・17日・24日、
７月８日・29日、８月５日・19日・26日
いずれも月曜日14時～15時50分

「あたらしい国語３」
東京書籍　790円程度

「TOTAL ENGLISH New Edition2」
学校図書　310円程度

「新しい社会　地理」
東京書籍　740円程度

※教科書代は３月中に決定

５月14日・21日・28日、６月４日・11日・
18日・25日、７月２日・９日・16日
いずれも火曜日９時30分～11時30分

５月15日・22日、６月５日・12日・19日・
26日、７月３日・10日・17日・24日
いずれも水曜日13時30分～15時30分

文法を中心に、中学２年生の
英語を楽しく学びます。

教科書だけでなく、最近の話
題も交えて楽しく学びます。

英語
（落合幸雄さん）

社会
（豊田眞理子さん）

もう一度学んでみませんか

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

問い合わせ　中央公民館
　228－2618　　229－5150

●主な活動内容
　●労働・教育・出入国手続きなどの相談・
　　サポート
　●「エクスポボリビア」などの文化交流

●問い合わせ
　津市市民活動センターオフィスH
　　090－7916－6410（代表 山田）

　「学生のころの気持ちに戻って、もう一度勉強
してみたい」と思ったことはありませんか。現在
中学校で使用されている教科書を使って勉強する
講座を開催します。あのころの気分に戻って、気
軽に楽しく、もう一度学んでみませんか。
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在勤・在学の20歳以上の人
定　員　各教科抽選20人(初め
　て受講する人を優先)
受講料　いずれも3,000円(教
　科書代は別途自己負担)

申し込み　往復はがきに講座名「もう一度学んで
　みませんか」、教科名、住所、氏名、年齢、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１教科のみ有効
締め切り　３月27日(水)必着
教科書について　教科書は公民館が一括で注文し
　ますので、受講決定通知を受け取った人は、４
　月17日(水)17時15分までに教科書代を中央公
　民館でお支払いください(平日８時30分～17時
　15分)。

教室で外国人に日本語を教える山田さん

　～ボリビア人と日本人の架け橋に～
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～新たに父子家庭の父も対象に～
一人親家庭の母・父の就業や就学を支援

～新たに父子家庭の父も対象に～
一人親家庭の母・父の就業や就学を支援

　一人親家庭の母や父の就業・就学を支援するた
めの各種事業を行っています。４月から、新たに
父子家庭の父も対象になります。いずれも事前に
相談が必要です。

　医療事務やヘルパーなど、適職に就くために必
要な技能や資格を取得するため、指定された教育
訓練講座を受講し、修了した場合に給付金を支給
します。なお、受講前に申請し、対象講座の指定
を受ける必要があります。
対　象　市内に住所があり、次の全ての要件を満
　たす母子家庭の母または父子家庭の父

対　象　津市に居住する一人親家庭など(母子・
　父子家庭など)で、４月に小学校へ入学する
　子どもと生計を共にする養育者
支給内容　図書カード5,000円分を後日郵送
申し込み　印鑑(スタンプ印を除く)と津市福祉

　医療費受給資格証（一人親家庭等）または児童扶
　養手当証書(児童扶養手当全額支給停止の人は
　支給停止通知)または戸籍謄本を持参し、こども
　家庭課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ
申込期間　４月１日(月)～30日(火)

支給額　かかった費用の20％(4,000円を超えて
　10万円まで)

支給額　市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
　世帯は２万5,000円を修了後に支給

◆児童扶養手当の受給者または同様の所得水準
　の人
◆受講開始日に雇用保険法による教育訓練給付
　の受給資格を有していない人
◆当該教育訓練が適職に就くために必要である
　と認められる人

自立支援教育訓練給付金事業

入学支援修了一時金

市民税
非課税世帯 14万1,000円 10万円

（最長３年間）

7万500円
（最長３年間）

10万円
（最長２年間）

7万500円
（最長２年間）

平成24年３月
末までに入学
した人

平成24年４月～
平成25年３月末
に入学した人

平成25年４月
以降に入学す
る人

市民税
課税世帯

支給額（月額）

高等技能訓練促進費

　看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学
療法士、作業療法士などの資格取得のため、２年
以上養成機関で修業する場合に高等技能訓練促進
費と入学支援修了一時金を支給します。
対　象　市内に住所があり、次の全ての要件を満た
　す母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭
　の父は平成25年４月以降に入学する人が対象)

◆児童扶養手当の受給者または同様の所得水準
　の人
◆養成機関で２年以上のカリキュラムを修業し、
　対象資格の取得が見込まれる人
◆仕事または育児と修業の両立が困難であると
　認められる人
◆過去に同給付金を受けたことがない人
◆同趣旨の給付金(求職者支援制度における職
　業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定
　める訓練延長給付金など)の受給資格のない人

高等技能訓練促進費等事業

問い合わせ　こども家庭課　　229－3155　　229－3334　　各総合支所市民福祉課（福祉課）

問い合わせ　こども家庭課　　229－3155　　229－3334　　各総合支所市民福祉課（福祉課）

一人親家庭に小学校入学祝品を支給一人親家庭に小学校入学祝品を支給

7万500円
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　美里町家所で、地元の地域
おこしボランティアグループ
が製作したジャンボ干支「巳
の親子」が地元の子どもたち
に引かれてお披露目されまし
た。その後ジャンボ干支は辰
水神社に展示され、大勢の人
が記念撮影などをしていまし
た。

12/29新春の風物詩　

▲

元気よくたこ揚げ　

▲

1/10
　市芸濃庁舎芝生広場で、芸濃保育園の園児たちがた
こ揚げを楽しみました。園児たちは、思い思いの絵を
描いた手作りのたこを片手に元気よく走り回り、風に
乗ってたこが揚がると、大きな歓声をあげていました。

お正月遊びって面白い　

▲

1/16
　明合幼稚園で、園児と地区の老人会の皆さんとのふ
れあい交流会が行われました。「お正月遊び」をテー
マに、かるた遊びやこま回しなどを行い、最後に園児
たちが日頃の「ありがとう」の気持ちを込めて、手作
りの花を渡しました。

戸締まり用心、火の用心　

▲

12/29
　地域の皆さんが年末を安心して過ごせるよう、田尻
子ども会が夜警を行いました。子どもたちは拍子木を
鳴らしながら、火の用心を呼び掛けていました。

白山方面団新春訓練　

▲

1/20
　白山家城運動場で、津市消防団白山方面団新春訓練
が開催されました。早朝の寒さの中、団員は部隊編成や
操法訓練を行い、職務遂行への決意を新たにしました。

え　　と
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　久居市民会館でひさい音楽祭
が開催されました。久居地域の
３中学校の吹奏楽部による合同
バンドで幕を開け、出演団体が
日頃の練習の成果を発表しまし
た。最後には、出演者と来場者
が一体となって大合唱し、会場
の全員が音楽を身近に感じられ
る一日になりました。

1/20会場一体のハーモニー　

▲

お木曳き、迫る！　

▲

1/18
　３月29日(金)～31日(日)の香良洲お木曳き行事を前
に、地元の人が手作りしたお木曳き車のミニチュア
を、市香良洲庁舎で展示しています。各自治会で木や
り唄の練習も熱を帯びてきており、地域全体がお木曳
きムードに包まれています。

老若男女がゴルフで交流　

▲

1/23
　藤水小学校で、地元自治会と子ども会合同のグラウ
ンドゴルフ大会が行われ、和気あいあいとプレーを楽
しみました。この事業には、自治総合センターのコ
ミュニティ助成事業(宝くじ助成)により購入した備品
が活用されています。

白菜を食べ尽くそう　

▲

1/18
　美杉総合開発センターで、健康づくり推進員による
白菜を使った料理教室が開催されました。参加した皆
さんは、白菜カレーなど普段の家庭料理とは違った白
菜料理を作り、新しい発見を楽しんでいました。

再会と決意の一日　

▲

1/13
　メッセウイング・みえで成人式が行われ、2,823人
の新成人が大人の仲間入りをしました。会場では、成
人代表のことばが述べられ、新成人たちは仲間との久
しぶりの再会を喜びながら、大人になる決意を新たに
していました。

き　　ひ

※写真は11月４日の大会の様子



みんなの
情報掲示板

広報 津 2012.12.1広報 津 2013.3.118

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

　初瀬街道周辺ウォーキング
　事前申し込みは不要です。ゴー
ル後には田舎汁を振る舞います。
　３月17日(日)９時30分～13時
(予定)　※受け付けは９時～　
　猪の倉温泉バーベキューハウ
ス前→成願寺→初瀬街道→垣内
宿・乗渓寺の往復コース(全約８
㎞)　　100円(保険料含む)
　白山町レクリエーション・ス
ポーツ大会実行委員会(白山総合
支所地域振興課内、　262－
7011)

　津リトルリーグ１日体験
　硬式野球の練習を体験してみ
ませんか。
　３月24日(日)９時～12時　　
津リトル専用グラウンド(藤方)
　小学生
　津リトル代表(　090－3564－
3203)

　ふれあいカレッジ
　学習・実習・体験を通じて、
高齢者の健康・生きがいと仲間
づくりを応援します。
　５月～10月(16回、32講座)　
　県総合文化センター(一身田上
津部田)他　　市内に在住のおお
むね60歳以上の人　　50人　　
5,000円(全学習費用)
　４月20日(土)までにみえ長寿
津連絡会事務局(　224－7655)へ

　新入学留学生への生活支援物資
　新学期を迎え、新しい留学生
が来日します。不慣れな日本で
の生活を支援するため、せっけ
ん、洗剤、タオルなどの日用品
(新品)を提供してください。
　３月７日(木)～22日(金)　　
市民交流課
　津市国際交流協会(市民交流
課内、　229－3102)

　法務省専門職員第１次試験
　受験案内は津少年鑑別所(南新
町)にあります。詳しくはお問い
合わせください。
募集する職種　矯正心理専門職、
法務教官、保護観察官
　津少年鑑別所(　228－3556)

　津市スポーツ協会のロゴマーク
　昨年10月に津市体育協会から
ＮＰＯ法人津市スポーツ協会に
移行しました。これに伴い、ロ
ゴマークを募集します。
　４月30日(火)までに同協会へ
(必着)
　同協会(　273－5522)

　みえ夢学園高校の科目履修生
　４月から１年間の科目履修生
を募集します。科目は陶芸、点
字、中国語、木材工芸、手話です。
　20歳以上の初心者　　いずれ
も若干人　　１科目3,400円(教
材費別)
　３月25日(月)～28日(木)10時
～15時に同校(　226－6317)へ

　三重武道教室(４～９月)
　三重武道館(栗真中山町)　　
柔道・剣道・空手道・なぎなた・太極
拳・居合道は小学１年生以上、弓道
は中学１年生以上　　柔道・剣道・
なぎなた・弓道は1万2,000円、空
手道・居合道は9,600円、太極拳
は8,000円　※いずれも半期分。
その他に傷害保険料(１年間)とし
て中学生以下800円、高校生以上

1,850円が必要
　３月26日(火)までに同館(　
231－0969)へ

　あのうスポーツクラブ
　前期教室生
　

▲

ヨガ…４月５日～６月21日
の金曜日10時～11時(全10回)

▲

ビューティ・ペルヴィス(骨盤エク
ササイズ)…４月８日～６月24
日の月曜日19時～20時(全10回)
　安濃中央総合公園内体育館サ
ブアリーナ　　　各50人　　各
3,000円(65歳以上は2,000円)
　３月16日(土)からあのうス
ポーツクラブ(同体育館内、　
268－0100)へ

　50歳から高齢期を迎える
　ための整理収納セミナー
　４月３日・10日・17日・24
日いずれも水曜日14時～16時
(全４回)　　県生涯学習セン
ター２階小研修室(県総合文化セ
ンター内)　　中村恭子さん(整
理収納アドバイザー認定講師)に
よるセミナー　　　25人　　各
800円
　３月11日(月)から電話または
ファクスで同セミナー担当(　・
　059－321－2970)へ

　転倒予防教室(無料)
　３月21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　　健
康体操と「介護予防、介護保険
について」の講話　　市内に在
住の60歳以上の人　　　80人
　３月７日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

お知らせ

募　集

健　康
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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　

　いよいよ開催まで残り１カ月となった20年
に１度の香良洲お木曳き行事。当日は物産販売
コーナーや、ボランティアガイドによる案内も
あります。
　次号の広報津３月16日号では、香良洲お木
曳き行事の詳しい日程やコースをお知らせしま
す。

開催まで残り１カ月

お木曳きコース

交通規制のお知らせ
　行事開催中は香良洲地域内で交通規制が
行われます。香良洲地域内を車両などで通
行する場合は、交通規制案内表示に従い、
通行をしてください。

問い合わせ
　お木曳き観光ＰＲセンター　　292－2010　　292－2310
　香良洲総合支所地域振興課　　292－4374　　292－4318

市指定無形民俗文化財市指定無形民俗文化財 香良洲お木曳き行事香良洲お木曳き行事

無料相談コーナー
司法書士による無料法律相談
　３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
　３月13日(水)８時30分から電
話で対話連携推進室(　229－
3105)へ

消費生活相談

　毎週月～金曜日９時～12時、
13時～16時　※祝･休日、年末
年始を除く　　市本庁舎１階市
民交流課内　　消費生活相談員

による商品の購入やサービス利
用などのトラブルに関する相談
(電話相談も可)
　津市消費生活センター(　229
－3313)

法的な困りごとは法テラスへ
　平日９時～21時、土曜日９時
～17時　※祝･休日、年末年始
を除く　　法的トラブルの解決
に役立つ法制度や相談窓口の情
報の提供
　法テラスコールセンター(法的
トラブル…　0570－078374、犯
罪被害者相談…　0570－079714)

行政書士定例相談(面談、要予約)
　毎月第２木曜日10時～16時　
※祝･休日、年末年始を除く　　
三重県行政書士会事務局(広明
町)　　許認可等の申請書類の作
成、契約書等の権利義務、事実
証明の作成などに関する相談
　同会(　226－3137)へ

登記相談(面談、要予約)
　毎月第２･４火曜日13時～16
時　※祝・休日、年末年始を除
く　　三重県土地家屋調査士会
館(河辺町)　　不動産(土地･建
物)の調査、測量、登記、境界に
関する相談
　三重県土地家屋調査士会(　
227－3616)へ

交通事故無料相談(面談、要予約)
　毎週火・金曜日　※相談時間
はお問い合わせください。　　三
重弁護士会館(中央)　　交通事
故に関する相談
　三重弁護士会(　228－2232)
へ　※祝・休日、年末年始を除く

広報津２月16日号11ページの「人権擁護委員による人権相談」の記事中にある「特設人権相談所　河芸
ほほえみセンター会場」の日程が、「３月12日(火)」から「３月11日(月)」に変更になりました。
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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

香良洲のお木曳き

　香良洲神社の祭神、稚日女尊は伊勢神宮の祭神で
ある天照大神の妹君です。姉君に参詣したならば妹
君にも詣らなければとの思いから「香良洲詣らねば
片参宮」と言われ、伊勢参宮の折に香良洲神社への
参詣も盛んに行われることとなりました。伊勢参宮
街道から分岐する「香良洲道」は、香良洲神社参詣
の人々が行き交う道でした。
　伊勢神宮式年遷宮の翌年、平成26年４月に香良
洲神社の式年遷座が行われます。新しい本殿に使う
27本の御用材を、香良洲の９つの区の「お木曳き
車」に３本ずつ載せ町内を練り歩く行事が、津市指

定無形民俗文化財「香良洲神社お木曳き行事」であ
り、式年遷座に先立ち、今年の３月29日(金)から
31日(日)まで実施されます。
　練り歩く際、「音頭さん」と呼ばれる歌い手が陣
羽織をまとって車に乗り、曳き手と掛け合いながら
「おき曳き音頭」を歌います。このための練習が各
区で行われており、２月、私も９つの区全ての練習
にお邪魔し見学させていただきました。区の絆を深
めつつ伝統を守り伝えようとする区民の熱意に、時
の経つのを忘れて聞き入りました。
　悠久の歴史を紡ぐ、20年に１度の｢お木曳き行事｣
です。伊勢神宮ゆかりの香良洲の地には多くの見所
があり、戦時中、海軍飛行予科練習生への教育が行
われた「三重海軍航空隊」の歴史や戦時下の市民生
活に関わる資料を展示する「津市香良洲歴史資料館
（若桜会館）」もその一つです。｢お木曳き｣が始ま
る３月29日(金)から入館が無料となります。ぜひお
出かけください。

■国土交通大臣への要望活動(国土
　交通省)…１月15日 

　津松阪港区の海岸堤防整備は、国
の直轄により、栗真町屋工区、阿漕
浦・御殿場工区で事業が進められて
います。
　この日、太田昭宏国土交通大臣を
訪問し、東海・東南海・南海地震等
の大規模地震の発生に備えた海岸堤
防の早期完成に向け、十分な予算を
確保されるよう要望書を提出しまし
た。また、白塚・河芸地域の堤防の
老朽化対策についても要望いたしま
した。
　防災施策の強化に終わりはなく、
市としての取り組みのほか、国や県
に対しても要望を行うとともに、連
携して取り組んでまいります。

■第３回スイーつフェスタ激励(津
　センターパレス)…１月20日
　19日・20日の両日、津市内の和
洋菓子店の味を楽しんでいただく
「第３回スイーつフェスタ」が開催
され、出店された19店舗のイチオ
シの商品や限定品が並びました。今
回、各店のシュークリーム、いちご
大福が詰め合わされ、食べ比べが楽
しめるスイーつフェスタならではの
限定セットが登場し、販売開始前か
ら行列ができていました。
　このイベントを通じて、津市には
多くの菓子店があること、スイーツ
の激戦区だということを市民の皆さ
んにも実感していただき、さらには
「ごひいきの店」を増やしていただ
くきっかけになればと思います。

■ＮＨＫ大河ドラマ「藤堂高虎」を
　誘致する会主催要望活動(ＮＨＫ
　放送センター)…１月21日

　藤堂高虎公を主人公としたＮＨＫ
大河ドラマの実現に向け、高虎公ゆ
かりの地から多くの関係者が集まり、
NHKの松本正之会長に請願書を提
出しました。誘致する会の西田久光
代表は、高虎公が不断のスキルアッ
プにより能力を高め、無名の郷士か
ら徳川家康公随一の腹心、江戸幕府
草創の功労者となったことは、現代社
会のサラリーマンの模範となり、今の
時代にふさわしいテーマであること
を強くアピールされました。関係する
県と市町が一体となって誘致を進め
ていることも効果的であったと思い
ます。夢の実現に向け、今後も取り組
みを継続いたします。

津市長　前葉泰幸

わかひるめのみこと
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度
療養費（はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復）について療養費（はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復）について

　次の両方の要件に当てはまる場合に対象になり
ます。
①対象になる傷病名
　神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛
症、頚椎捻挫後遺症
②医師の同意があること
　医療機関での治療の効果が現れないなど、医師
による適当な治療手段がないとき、はり・きゅう
の施術を受けることを認める医師の同意が初回の
申請時とその後３カ月ごとに必要です。初回の申
請時には、医師の同意書の提出が必要ですので、
ご注意ください。

　はり・きゅうの施術を受けながら、同一の傷病
に対して並行して医療機関で診療を受けた場合
は、医師による適当な治療手段がないとは見なさ
れないため、はり・きゅうの施術は後期高齢者医

療保険の対象になりません。また、医師からシッ
プや薬を処方された場合も、治療行為になり、は
り・きゅうの施術は後期高齢者医療保険の対象に
なりません。

　次の両方の要件に当てはまる場合に対象になり
ます。
①対象になる症状
　筋麻痺・関節拘縮等
②医師の同意があること
　治療上、あん摩・マッサージが必要であること
を認める医師の同意が初回の申請時とその後３カ
月ごとに必要です。初回の申請時には、医師の同
意書の提出が必要ですので、ご注意ください。

　疲労回復や慰安目的などのマッサージは、後期
高齢者医療保険の対象になりません。

　後期高齢者医療制度では、はり・きゅう、あ
ん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)の施
術を受けたとき、一定の要件を満たす場合に、
後期高齢者医療保険(健康保険)の対象になり、
療養費の支給を受けることができます。この場

合、被保険者の負担は個々の負担割合(１割ま
たは３割)に応じた金額になります。
　なお、後期高齢者医療保険の対象にならない
場合は、全額自己負担になります。

　後期高齢者医療制度では、はり・きゅう、あ
ん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)の施
術を受けたとき、一定の要件を満たす場合に、
後期高齢者医療保険(健康保険)の対象になり、
療養費の支給を受けることができます。この場

合、被保険者の負担は個々の負担割合(１割ま
たは３割)に応じた金額になります。
　なお、後期高齢者医療保険の対象にならない
場合は、全額自己負担になります。

■後期高齢者医療保険の対象になる場合

■後期高齢者医療保険の対象にならない場合

はり・きゅう

■後期高齢者医療保険の対象になる場合

■後期高齢者医療保険の対象にならない場合

あん摩・マッサージけい　わん しょう こう　ぐん

けい　つい　ねん　 ざ　 こう　 い　しょう

きん　 ま　　ひ



　次の両方の要件に当てはまる場合に対象になり
ます。
①対象になる負傷
　医師や柔道整復師の診断または判断による急性
で外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫
※骨・筋肉・関節の痛みがあり、負傷原因がはっ
きりしているもので、内科的原因による疾患でな
いもの
②医師の同意があること
　骨折および脱臼で応急手当をする場合を除き、
柔道整復(整骨・接骨)の施術が必要であることを
認める医師の同意を、あらかじめ得ることが必要
です。

●疲労や慢性的な要因が原因の肩こりや筋肉疲労
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善のみられない長期の施術
●医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治
　療中のとき
●労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

適正な施術にご協力を
　療養費の財源は、被保険者が支払った一部負
担金(１割または３割)を除き、被保険者が納付
する保険料、国県市町の公費(元は税金、借金)
と現役世代からの支援金等で賄われています。
適正な施術で、医療費の適正化にご協力をお願
いします。

療養費支給申請書の確認を
　三重県後期高齢者医療広域連合から療養費の
支給を受けるためには、療養費支給申請書の提

出が必要です。傷病名・日数・金額等をよく確
認し、施術を受けた人(被保険者)の署名・押印
をしてください。療養費支給申請書を施術師等
を通して提出する場合には、委任欄への署名・
押印が必要です。

施術内容の照会にご協力を
　医療費の適正な支払いを行うため、提出され
た療養費支給申請書について、文書または電話
で三重県後期高齢者医療広域連合から被保険者
に対して、施術内容を照会することがありま
す。照会があった場合は、被保険者本人が回答
してください。

　　三重県後期高齢者医療広域連合から送ら
　れる医療費通知は、確定申告の医療費控除
　を受ける際の書類として使用できません。
　領収書は医療費控除を受ける際に必要にな
　りますので、大切に保管してください。

■後期高齢者医療保険の対象になる場合

■後期高齢者医療保険の対象にならない場合柔道整復（整骨・接骨）

療養費の支給についてのお願い療養費の支給についてのお願い

療養費の財源
（被保険者一部負担金を除く）

領収書は必ずもらいましょう

問い合わせ　医療助成室　　229－3285　　229－5001
　　　　　　三重県後期高齢者医療広域連合　　221－6884

約１割

被保険者が納付する保険料

現役世代からの
支援金等（後期
高齢者支援金）

約４割約５割
公費


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22

