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「
対
話
・
前
進
・
決
断
」　
〜
施
政
方
針
か
ら
〜

　平成23年４月に市民の皆様の負託を受け
てから２年が過ぎようとしており、任期の折
り返し地点を迎えます。これまでの２年間
は、４大プロジェクトをはじめ、新しい津市
としての基盤づくりを進めてきました。
　一方では、私の就任時には明らかになって
いなかった問題や施策を進めるが故の新たな
課題に直面してきた２年間でもありました。
　津センターパレスやポルタひさいなど、こ
れまで積極的な関与を避け、明らかにされて
こなかった第三セクターの問題。また、甚大
な被害をもたらした東日本大震災を踏まえた
防災施策を進めれば進めるほど見えてきた課
題。これらに対しては、しっかりと向き合
い、解決策を懸命に探ってきました。
　頂いた任期の折り返し地点を迎える今、こ
れからの２年間の市政運営を考えますと、ま

ず、合併後のまちづくりの仕上げに向けて取
り組んでいくこと。そして、新たな課題や今
後の社会情勢の変化にも対応でき、市民の皆
様の期待に応えられる力強い行政を築いてい
く２年間でなければなりません。
　防災や救急など市民の命に関わる施策は、
まだまだ高みを目指していかなければなりま

郷土津市のために尽くす

施政方針を述べる前葉泰幸市長

　２月28日、平成25年第１回津市議会定例会の開会に当たり、
前葉泰幸津市長が施政方針を述べました。今号では、その主な
内容を掲載します。なお、施政方針の全文については、津市ホ
ームページでご覧いただけます。

　２月28日、平成25年第１回津市議会定例会の開会に当たり、
前葉泰幸津市長が施政方針を述べました。今号では、その主な
内容を掲載します。なお、施政方針の全文については、津市ホ
ームページでご覧いただけます。

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330
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地域インフラ維持・補修事業に係る予算と人員

総合支所長
の権限 簡易補修のみ

平成24年度まで 平成25年度

全般

１億5,600万円
地域インフラ維持事業
１億3,600万円
地域インフラ補修事業
各総合支所等200万円

各総合支所４人
各工事事務所２人

40人

各総合支所
50万円

18人
（各総合支所２人）

予　算

人　員

せん。また、行財政改革も進み、一応の成果を上
げることができましたが、今一度、地域と共に歩
む総合支所、そして市民の皆様により満足いただ
ける市役所経営について考え直さなければならな
いという強い思いを抱いています。
　４月から津市総合計画後期基本計画がスタート
し、いよいよ合併後10年間のまちづくりの集大
成に向け、本市のまちづくりの新たなステージが
幕を開けます。
　これから合併後８年目となる重要な１年間の市
政を運営するに当たって、私の原点である「郷土
津市のために尽くす」という初心に立ち返り、あ
らためて市民主導の市政推進に向け邁進していく
という強い意志から、「対話する市政」「前進する
市政」「決断する市政」の３つの決意を掲げました。

　対話する市政とは、対話する機会を単に創出す

るだけではな
く、頂いたご意
見やご要望を聞
きっぱなしにせ
ず、すぐに「でき
るもの」と「でき
ないもの」に整
理し、その答えをお返しする。そして、「できるも
の」については、迅速かつ確実に実行に移す。こ
の即答・即応し、実現していく姿が、私が掲げる
対話する市政です。

●津波避難ビル・津波避難協力ビルの制度創設
●フランスやスイスの機関と津市の中小企業との
　マッチング支援
●オープンディスカッションなど新たな対話の機
　会の創出や
　手法の展開
●職員提案に
　よる市民か
　らの要望等
　に対する即
　答・即応のル
　ールづくり

●地域に密着した案件の総合調整を図るための市
　長・副市長・各総合支所長・担当部長が協議す
　る地域政策会議の設置

●地域インフラ維持・補修事業を創設し、道路の
　路面復旧や草刈りなど、地域を支える重要な生
　活基盤の補修等を迅速に行うための予算や人員
　を含めた総合支所の体制整備

対話する市政

市政懇談会の様子

中心市街地活性化オープン
ディスカッションの様子

実現する市役所づくりに向けた施策

市民との対話により創出・展開してきた施策

まい　しん
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香良洲高台防災公園整備イメージ図

現在の津市夜間成人応急診療所

「
対
話
・
前
進
・
決
断
」　
〜
施
政
方
針
か
ら
〜

　前進する市政とは、スピード感を持って、
時には大胆に、そして力強くその歩みを止め
ないことです。進めてきた施策は、その目的
に向かってさらに前進させ、新たに打ち出し
た施策には、息吹を吹き込み、その実行性を
確実なものにしていきます。

■防災
●津波避難ビル61棟と津波避難協力ビル６
　棟の確保
●津波浸水予測地域における小・中学校の校
　舎屋上フェンスの設置・改修や中学校屋内運
　動場屋上への外付け階段やフェンスの設置
●津市地域防災計画の徹底見直しと津波対策
　編の策定
●自主防災会の防災活動のソフト事業を支援
　する自主防災活動活性化交付金の創設
●大規模災害発生時等における応援・協力協
　定として101の団体と24の協定を締結
■福祉
●保育所１園の新設と２園の増改築等による
　145人の定員拡大により保育所入所待機児
　童を削減
●高齢者のための施設整備の促進による施設
　入所待機者68人の削減への取り組み
■教育
●全ての市立幼稚園、小・中学校における園
　舎・校舎の耐震化や扇風機の設置
■４大プロジェクト
●(仮称)津市産業・スポーツセンター、新最
　終処分場・リサイクルセンター、新斎場の
　整備の着工に向けた取り組み
●ＪＲ名松線の全線復旧の推進
■産業
●海外企業を含む13社の企業誘致による雇
　用の創出

■獣害対策
●ドロップネット等の先進的獣害対策の導入
●獣害対策協議会の推進や追い払い隊の配置

■防災
●津波緊急避
　難場所とし
　ての高台防
　災公園の整
　備
●公共施設へ
　の外付け階
　段等の設置
　による津波
　緊急避難場所の確保
●津波避難計画作成や避難所運営体制の確立
　に向けたモデル地域づくり
●図上訓練等を通じた市職員個々の知識や技
　術の向上
■福祉・医療
●成人を対象と
　した休日・夜
　間応急診療所
　の恒久施設と
　しての整備計
　画の立案
●保育所入所待
　機児童の削減
●高齢者のための施設入所待機者の削減
■教育
●小・中学校の老朽化校舎やプレハブ校舎へ
　の対応
●心疾患を早期発見するための小学４年生を
　対象とする心電図検査の実施
●放課後児童クラブの補助対象の拡充や新た
　な放課後児童クラブの施設整備
■４大プロジェクト
●平成27年1月の新斎場供用開始に向け着工

前進する市政

これまで進めてきた施策

これから前進させる施策

前
進
さ
せ
る
施
策

　
４
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト (仮称)津市産業・スポーツセンター整備イメージ図 新最終処分場整備イメージ図(仮称)津市産業・スポーツセンター整備イメージ図 新最終処分場整備イメージ図
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ポルタひさい

これまでに決断した施策

これから決断する施策

●平成28年度の(仮称)津市産業・スポーツセンタ
　ー、新最終処分場・リサイクルセンターの供用
　開始に向け着工
●平成28年４月の運行開始に向けたＪＲ名松線
　の全線復旧事業の推進
■産業
●トップセールスにより国内だけでなく国外の企
　業もターゲットとした企業誘致
●具体的なビジネス成果を得るための海外連携コ
　ーディネーターの活動の拡充
■獣害対策
●適正な個体数の調整に向けた対策強化による被
　害額の縮小

　決断する市政とは、課題や懸案事項を決して先
送りせず、スピード感を持ってその解決に向けた
方向性を見出し、責任感を持って実行していくこ
とです。直面する懸案事項や課題については、隠
すことなく市民の皆様にお示しし、必ず解決に導
くという揺るぎない覚悟と信念を持って決断する
市政を進めます。

●津センターパレスへの中央公民館と社会福祉セ
　ンターの移転整備

●ポルタひさい
　取得による久
　居総合支所、
　久居保健セン
　ター、津南工
　事事務所の移
　転整備
●久居駅東エリアにおける駐車場や駅前公園広場
　等の整備
●久居東鷹跡町における(仮称)久居ホールの整備

　一般会計予算は、平成24年度と比べ、約5.7％
の増である約1,059億8,000万円の積極型前進予
算として編成しました。
■編成のポイント
●前年度に比べ、人件費と公債費が減額となる一
　方、社会保障費の増加に加えて４大プロジェク
　トが着工段階に入るなど、市民の暮らしの基盤
　づくりが具体的な形となることによる普通建設
　事業費の増加はあるものの、合併特例事業債な
　どを有効に活用し、一般財源ベースにおいては
　1.1％の増加にとどめています。
●臨時財政対策債を除く市債の平成25年度末の
　借入残高は479億7,000万円を見込み、前年度
　と比べても、ほぼ同水準となっており、臨時財
　政対策債を除いた新規の市債についても、79
　億1,000万円中61億8,000万円は合併特例事業
　債で、元利償還金の７割が地方交付税に算入さ
　れる有利な市債としています。
●財政調整基金については、平成24年度末見込
　みで157億7,000万円という高水準を維持して
　おり、また、平成25年度当初予算の編成時に
　おける残高見込みは、平成24年度の80億1,000
　万円と比べ、５億円増額の85億1,000万円とな
　っています。

　４月から津市行財政改革後期実施計画をスター
トさせ、施策を力強く推進する仕事力のある組織
体制を整えます。

　市民のための行政としての責務を果たし、理想
とする姿に向けた努力を一つ一つ積み重ね、高い
自治意識を持つ市民が望む基礎自治体を築いてい
くことが、「風格ある県都・津市」の実現につな
がるものと確信し、全力で取り組みます。

決断する市政

平成25年度財政運営

行財政改革の取り組み

望まれる基礎自治体を目指して

新斎場整備イメージ図 全線復旧を目指すＪＲ名松線新斎場整備イメージ図 全線復旧を目指すＪＲ名松線
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教
育
方
針
か
ら

香海中学校で実施された防災訓練

教育方針を述べる中野和代教育長

　少子高齢化の進展、社会情勢の変化に伴
い、教育を取り巻く環境は年々変化し、さま
ざまな視点から教育改革の議論が行われてい
ます。また、昨年は、いじめや体罰に起因し
て子どもの尊い命が絶たれるという痛ましい
出来事が各地で相次ぎました。
　子どもたちにとって安全で楽しいはずの学
校で、何が起こったのか、さまざまな課題が
指摘されています。現実と真摯に向き合い、
子どもたちが安心して学び、伸びやかに成長
するため、保護者や地域から信頼される学校
づくりを目指すとともに、「いつでも、どこ
でも、誰でも」学べる機会を提供できるよう
公民館等生涯学習関連施設を充実させ、地域
の教育力を高め、地域の特性を生かした人づ
くり、まちづくりを推進します。本年度は津
市教育振興ビジョン後期基本計画の初年度と
して、次の教育施策を進めます。

●各学校・園の良さを生かした特色ある学校
　づくりに向け、家庭、地域および関係団体

　と協働した地域ぐるみの教育をさらに充実
　します。
●中学校区単位の小中一貫教育推進方針を策
　定し、小学校６年間、中学校３年間を見通
　した小中一貫教育を進めます。
●子どもたちが楽しい学校生活を送れるよう、
　学校教育活動全体を通じて、命を大切にす
　る心情や相手を思いやる心、個性を認め合
　う力を培い、いじめを許さない仲間づくり
　に取り組みます。
●いじめの早期発見、早期対応を徹底すると
　ともに、事例をもとにした研修会を実施し、
　教職員の指導力の向上とスクールカウンセ
　ラー等の相談体制の充実を図ります。
●津市こどもサポートサミットでの連携をさ
　らに充実させ、子どもにかかわる関係機関
　や保護者が共に協力し合って、子どもたち
　が安心して学べる環境づくりに取り組みま
　す。
●体罰禁止の趣旨を全教職員に周知し、「体
　罰を許さない、見逃さない」といった意識
　の徹底を図るとともに、体罰を行った教員
　に対しては、厳正な処分を行います。
●特別な支援が必要な子どもへの指導を充実
　させるため、引き続き専門性のある教員を
　養成し、中学校区単位による一貫した支援・
　指導を行います。
●初期日本語教室「きずな」を拠点とした指
　導カリキュラムを実施し、外国人児童生徒
　の進路・学力を保障するための日本語教育
　支援システムを構築します。
●学校と地域が連携した防災学習や防災訓練
　を進めるとともに、引き続き学校防災アド
　バイザー
　を中学校
　区単位に
　派遣し、
　学校防災
　のさらな
　る充実を
　図ります。

　２月28日、平成25年第１回津市議会定例会
の開会に当たり、中野和代津市教育長が教育
方針を述べました。今号では、その主な内容を
掲載します。なお、教育方針の全文について
は、津市ホームページでご覧いただけます。

教育施策の推進に向けて

教育活動の推進

夢をもち、国際社会に生きる
自立した元気な人づくりに向けて

問い合わせ　教委教育総務課　　229－3292　　229－3332

しん　 し
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中央公民館移転先の津センターパレス

多気北畠氏遺跡発掘調査説明会

新たなサービスを開始する
図書館情報システム

中央公民館移転先の津センターパレス

多気北畠氏遺跡発掘調査説明会

新たなサービスを開始する
図書館情報システム

●学校給食を「生きた教材」として活用した食育
　を進めるとともに、食物アレルギー疾患等を有
　する子どもたちへの対応食を充実させます。
●津市就学前教育カリキュラムを作成し、幼児教
　育を充実するとともに、小学校教育と連動した
　豊かな学びにつながる質の高い教育と、多様で
　柔軟な保育や子育て支援などの総合的な提供を
　目指して、新しい時代を創造する市独自のこど
　も園等の仕組みづくりを進めます。

●子どもたちの快適な学習環境を確保するため、
　地域教育委員会などの地元学校関係者と協働し
　て学校施設の具体的な在り方について検討し、
　校舎の増改築など計画的な事業の推進に取り組
　みます。
●合併20事業の一つである一志中学校をはじめ、
　神戸小学校、白塚小学校、一身田中学校の大規
　模改造事業等を着実に推進します。
●平成26年４月の一志地域小学校再編に向けて、
　校舎の改修など必要な学習環境の整備等を行い
　ます。
●学校トイレの洋式化や老朽化した給食設備への
　対応などについて、引き続き計画的に推進しま
　す。

●平成25年９月の中央公民館オープンに向け、
　準備を進め
　ます。
●公民館等の
　生涯学習関
　連施設だけ
　でなく、地
　域のコミュ
　ニティ施設などを効果的に活用し、学校や高等
　教育機関と連携しながら地域力の向上に努めま
　す。
●生涯学習の振興に寄与している社会教育関係団
　体に対し、各団体が自主的に事業活動ができる
　よう支援を行います。
●子どもたちがいつでも、どこでも本に出会い親
　しむことができるよう、読み聞かせやおはなし
　会を充実するとともに、絵本を作る楽しさを伝
　えるため、「手づくり絵本教室」を開催するな
　ど、子どもが身近に本に出会える環境づくりに
　つなげていきます。

●地域人権ネットワークの構築に取り組み、地域
　における人権教育を推進します。
●地域や各種団体との交流を積極的に進め、地域
　住民が主体となる人権フェスティバルなど市民
　提案型事業を支援します。

●街頭指導など非行・被害防止のための活動を効
　果的に行うとともに、青少年相談の充実や関係
　団体の育成など「津市青少年健全育成推進方針」
　に基づいた施策を計画的に推進します。
●小規模放課後児童クラブへの補助制度の拡充や、
　南が丘・香良洲地区の放課後児童クラブの建築、
　千里ヶ丘地区の放課後児童クラブの公設化に向
　けた取り組みを進めます。

●有形・無形の歴史的資源の保存・活用に努める
　とともに、多気北畠氏遺跡の発掘調査を実施し、
　往時の姿を感じられるような史跡整備に向けた
　取り組みを進めます。
●県指定史跡の津城跡は、石垣の孕みなどによる
　危険箇所の石垣修復計画を作成します。
●市内に６館ある郷土資料館について、再度訪れ
　たくなるような親しみのある施設となるよう、
　来館者に分かりやすい展示や配置、説明などに
　努めます。

●美杉図書室のリニューアルに伴う蔵書冊数の拡
　充をはじめ、引き続き蔵書や図書館資料の充実

を図るとともに、
市ホームページ上
からの貸出期間の
延長サービスや古
文書の電子化な
ど、新たなサービ
スを実施します。

学習環境の整備

青少年健全育成

歴史的資源の保存と活用の推進

図書館

生涯学習の推進

はら
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市民活動紹介

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335
問い合わせ　文化振興課
　229－3250　　229－3247

　今年で11年目を迎える三重ドリームクラブ
は、津のまちのことを考えながら楽しさを追
求した活動を展開しています。代表の加藤久
さんは「祭りやイベントに参加してたくさん
の人と楽しさを共有し、その楽しさを周りに
振りまき、人を！まちを！元気にしたいで
す！」と語ります。
　津市の歴史を次の世代に伝えていくため、
手作り甲冑教室や着ぐるみキャラクター「藤
堂とらまる」での活動などを行っています。
　今日も楽しく、まちを元気にするきっかけ
づくりをする三重ドリームクラブの周りに
は、いつも笑顔があふれています。

特定非営利活動法人
三重ドリームクラブ

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

　～たくさんの人と楽しさを共有したい～

●主な活動内容
　●手作り甲冑教室の開催や、手作り甲冑隊「勢
　　州津高虎隊」によるイベント出演
　●「安濃津戦国武将隊」による郷土の歴史伝承
　●笑顔製造パフォーマンス集団「晴れる矢甲冑
　　隊」や、「藤堂とらまる」によるイベント出演
　●地域の祭りやイベントの運営支援・受託
●問い合わせ
　津市市民活動センターオフィスB　　271－9978

かっ ちゅう

津市民薪能

高 虎 楽 座
街は劇場、通りはステージ

　春の夜のひととき、幽玄の
世界を楽しんでみませんか。
内　容　能、狂言、その他仕舞
演　者　長田驍さん(喜多流)他

４月27日■17時30分～
お城公園
※雨天の場合は、津市センタ
　ーパレスホール（津センタ
　ーパレス５階）

※荒天の場合は、大門大通り商店街アーケード内で開催
フェニックス通り、津市まん中広場

　高虎公の時代に思いをはせ、
恒例の高虎楽座を開催します。
高虎座やにぎわい市など楽し
い催しがいっぱいです。ぜひ
お越しください。
　　　　　太鼓演奏、子ども
　唐人踊りなどのステージパ
　フォーマンス
　　　　　　　衣料品、雑貨、
　手作り品、骨董品などいろ
　いろなお店が並ぶフリーマ
　ーケット

●交通規制にご協力を
　当日７時～18時の間、
の部分は車両通行禁止になり
ます。　※荒天の場合、規制は
ありません。

4月21日■10時～16時

イベントで活躍する晴れる矢甲冑隊イベントで活躍する晴れる矢甲冑隊

こっ　とう

大
門
大
通
り
商
店
街

ア
ー
ケ
ー
ド市

営
駐
車
場

銀
行

津
セ
ン
タ
ー

パ
レ
ス

国
道
23
号

N

フェニックス通り

至松阪

至鈴鹿

津市まん中
広場

高虎楽座会場

店
舗



広報 津 2013.4.1 9

芸濃公民館
〒514－2211
芸濃町椋本6824
　265－6000

河芸公民館
〒510－0314
河芸町浜田742
　245－2222

白山公民館
〒515－2693
白山町川口897
　262－7027

安濃中公民館
〒514－2326
安濃町東観音寺483
　268－2101

美杉教育事務所
〒515－3421
美杉町八知5828－1
　272－8092

問い合わせ　商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

開講期間　５月～来年２月末(詳
　しくは申込時にお知らせしま
　す)
対　象　市内に在住・在勤の39
　歳までの勤労者(学生を除く)
申し込み　商業振興労政課にあ
　る申込書に必要事項を記入し、
　講座運営費(全額一括)を添え
　て提出

勤労青少年講座
講座生募集

４月18日㈭
18：30～21：00

18：00～20：00

19：00～20：45

18：30～20：20

19：15～20：45

19：00～20：30

18：30～20：30

19：00～20：45

19：00～20：45

19：00～20：45

18：30～20：30

19：30～20：30

18：30～20：00

19：00～20：45

19：00～20：45

25人

15人

24人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

30人

20人

15人

15人

15人

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

津リージョンプラザ２階
第２会議室

津リージョンプラザ３階
商業振興労政課

受付日時 受付場所

４月19日㈮
８：30～20：00
22日㈪以降は
８：30～17：15

※納入した講座運営費は原則として返金しません。
※講座運営費は、追加負担が必要になる場合があります。講座によっては、材料費を
　含んでいます。
※定員に満たない場合は、随時募集します。
※申込者が少ない(おおむね５人以下)講座は、開講しない場合があります。

華道

煎茶

料理Ⅰ

タップダンス

英会話

手編み

手話

着付け

フィルム写真

料理Ⅱ

ジャズダンス

書道

フラワーアレンジ

抹茶

講座名 曜日 時間 定員
（先着順）回数 会場 講座

運営費

月

月

月

月

水

水

水

水

水

木

木

金

金

金

サン・ワーク津

サン・ワーク津

中央保健センター

中央保健センター

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

中央保健センター

中央保健センター

サン・ワーク津

サン・ワーク津

サン・ワーク津

18,000円

7,000円

14,000円

4,000円

6,000円

16,000円

6,000円

4,000円

12,000円

14,000円

4,000円

6,000円

36,000円

7,000円

　バスで史跡や施設を巡りなが
ら、郷土について学びませんか。

対　象　市内に在住・在勤・
　在学の人
参加費　１コース800円(入
　場料などは別途自己負担)
申し込み　往復はがきに住
　所、氏名、年齢、電話番号、

　希望コース、希望乗車地を
　明記し、各申込先へ(往復は
　がき１枚につき、１人１コ
　ースのみ有効。同じコース
　への複数応募はできません)
締め切り　４月15日(月)必着

津市公民館全体事業
教養セミナー

郷土教室郷土教室

５月23日㈭
地震に強い
古代建築

６月５日㈬
関ヶ原古戦場
をたずねて

６月７日㈮
自然災害への
防災・減災で
身を守ろう

７月19日㈮
一身田寺内町
めぐり

５月22日㈬
語り部と歩く
熊野古道

法隆寺と薬師寺を訪ね、
地震に強い古代建築の技
法を学びます。(昼食は現
地)

歴史に残る石田と徳川、
天下分け目の合戦の舞台
を訪ねます。(昼食は現地
か持参)

地震や津波などの自然災
害に備える防災・減災の
講話と体験。(昼食は現地)

世界遺産に登録された紀
伊山地の代表的な古道、
馬越峠を語り部と歩きな
がら、古道の歴史を学び
ます。　※３時間程度、
山道を歩きます。(昼食は
弁当1,000円)

数多くの文化財を有する
環濠のまちをボランティ
アガイドと歩きます。(昼
食は現地)

法隆寺(奈良県斑鳩
町、1,000円)、薬師
寺(奈良市、800円)

定員
（抽選）とき・コース名 概要・昼食 行き先・

入館料など 乗車地 帰着
時間

申し込み・
問い合わせ

出発時間
（受付開始）

25人

20人

40人

40人

20人

岐阜県関ケ原町、
関ケ原ウォーラン
ド(350円)、関ケ原
町歴史民俗資料館
(350円)

大村神社(伊賀市)、
奈良市防災センター

道の駅海山～馬越
峠～鷲尾神社(荒天
の場合は、熊野古
道センターで古道
の歴史について学
びます)

一身田寺内町の館、
高田本山専修寺

①中央公民館
②芸濃公民館(芸
　濃総合文化セ
　ンター)

①河芸公民館
②中央公民館

①安濃中公民館
②中央公民館

①市美里庁舎駐
　車場
②白山総合文化
　センター前

①八知公民館
②一志高岡公民
　館

①８：40
(８：30)
②９：10
(９：00)

①８：40
(８：30)
②９：00
(８：50)

①８：30
(８：20)
②９：00
(８：50)

①９：00
(８：50)
②９：20
(９：10)

①９：00
(８：50)
②９：40
(９：30)

①17：00
②16：30

①17：00
②16：30

①17：00
②16：40

①16：30
②15：50

①16：20
②16：40

ま　 ごせ とうげ

かん　ごう
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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

こども家庭課
　229－3167　　229－3451

保育所入所負担金（保育料）
を一部変更 健康づくり課

　229－3310　　229－3287

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費用を助成

財産管理課
　229－3125　　229－3444

インターネットを利用した
市有地の売却

お知らせ

健康づくり課
　229－3310
　229－3287

　４月１日から、以下の条件を
満たす世帯は保育所入所負担金
(保育料)が無料になります。
対　象　前年分の所得税が課税
　されていない世帯で、前年度
　分の市民税が非課税の一人親
　世帯または在宅障がい児(者)
　がいる世帯
　※生活保護を受けている世帯
　を除く

在宅障がい児(者)とは
●身体障害者手帳・療育手帳・
　精神障害者保健福祉手帳のい
　ずれかの交付を受けた人
●特別児童扶養手当の支給対象
　になっている子ども
●国民年金の障害基礎年金等の
　受給者

　助成を受けるには助成券が必
要です。
対　象　市内に住民登録がある
　満65歳以上の人(脾臓を摘出
　している人と公害健康被害認
　定を受けている人を除く)
助成額　上限3,000円(助成は生
　涯に１回のみ)
助成を受けるには
①必ずワクチン接種前に、各保
　健センターにある助成申請書
　に記入・押印の上、直接また
　は郵送で提出してください。　
　※助成申請書は津市ホームペ
　ージからもダウンロードでき
　ます。
②後日助成券が送付されますの
　で、接種当日に医療機関へ提出
　し、予防接種費用から助成額
　を差し引いた額を医療機関へ
　お支払いください。

※３月以前に交付を受けた助成
　券は、有効期限が切れている
　ため使用できません。３月31
　日までに接種できなかった人
　は、再度申請してください。

　利用していない市有地などの
公有財産を、インターネットを
利用して売却しています。
　４月９日(火)13時から、Yahoo!
官公庁オークションの公有財産
売却ページに、市有地売却に関
する情報を掲載します。入札方
法など、詳しくはお問い合わせ
ください。

育成医療（自立支援医療）
の手続き

業務名 内　容 変更後の窓口

低体重児の届け出

未熟児の訪問指導

養育医療の手続き

　身体に障がいがある、または疾患の治療を行わないと将来重度の障がいが残る
と認められる18歳未満の児童に、確実な治療効果が期待できる場合、保険診療分
の医療の給付が受けられます。
対象疾患…肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく
　機能障害、内臓障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

　体重が2,500グラム未満の乳児の保護者は、速やかにその旨を市に届け出なけれ
ばなりません。妊娠中に交付した「母子保健のしおり」の中にある「低体重児出
生届」を健康づくり課へ郵送するか、最寄りの保健センターの窓口へ提出してく
ださい。

　養育上必要があるときは、市の保健師などが未熟児の保護者を訪問し、必要な
指導を行います。

　出生時の体重が2,000グラム以下である場合など、養育のため入院治療を必要と
する未熟児について、保護者の申請により、養育医療の保険診療分の給付が受け
られます。

障がい福祉課
　229－3157
　229－3334

４月１日から 育成医療、低体重児などに関する
窓口が変わります

　４月１日から、育成医療と低体重児・未熟児に関する窓口が、県の保健所から市へ変更になります。

ひ　 ぞう
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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

香良洲歴史資料館・美杉ふるさと資料館
郷土の歴史に触れよう

都市政策課
　229－3290　　229－3336

記念樹用苗木・
生け垣緑化用苗木の配布

環境政策課
　229－3258　　229－3354

家庭用生ごみ処理機
などの購入補助制度

問い合わせ　生涯学習課　　229－3251　　229－3257

■記念樹用苗木の配布
対　象　本市に住所を有し、平
　成24年４月１日以降で次のい
　ずれかに当てはまる人
●婚姻届または出生届を提出し
　た人
●市内で一戸建て住宅を建築ま
　たは購入した人
●還暦を迎えた人
配布苗木
　オタフクナンテン、モミジ、
　シマトネリコ(株立ち)、キン
　モクセイ、ジューンベリー、
　エンジュの中から希望する苗
　木１本

配布時期　10月ごろ
締め切り　７月31日(水)
■生け垣緑化用苗木の配布
対　象　市内の個人住宅で、公
　道に面した敷地に生け垣を新
　設、または既存の生け垣を作
　り替える人　※延長が３ｍ以
　上の生け垣に限る
配布苗木　ボックスウッド、サ
　ザンカ、プリペット、ヒイラ
　ギモクセイ、キンメツゲ、シ
　ラカシ、ベニカナメモチ、ト
　キワマンサク(赤葉)の中から
　希望する苗木
配布時期　植え付け適期に応じて
配布本数　生け垣の延長１ｍ当
　たり３本(最大60本)
いずれの申し込みも
　都市政策課または各総合支所
地域振興課にある申請書に必要
事項を記入して提出　※申請書
は津市ホームページからもダウ
ンロードできます。

　日常生活で出る生ごみを減ら
すために、家庭用生ごみ処理機
などを購入した人に補助金を交
付します。以前にこの補助金制
度を利用した人でも、６年が経
過していれば再度申請すること
ができます。
補助金額(１世帯当たり１基)
●生ごみ処理機…購入金額の２
　分の１(上限２万5,000円)
●コンポスト容器…購入金額の
　２分の１(上限3,000円)
申し込み　購入後60日以内に、
　環境政策課または各総合支所
　地域振興課にある申請書に必
　要事項を記入し、下記の全て
　を持参して提出
●購入領収書(購入者氏名・購入
　年月日・購入金額・メーカー
　名・商品名・販売店名が記載
　されているもの。簡易なレシ
　ートは不可)

●印鑑(スタンプ印を除く)
●購入者名義の預金通帳

久居地域の皆さんへ

訓練のサイレンが
鳴ります

４月14日■７時

　津市消防団久居方面団の春
期訓練に合わせて、各消防団
詰所のサイレンが鳴ります。

問い合わせ　久居消防署
　254－1111　　256－4500

日

コンポスト容器コンポスト容器

■香良洲歴史資料館
香良洲町6320　　292－2118
　市外の人も無料で入館できる
ようになりました。
開館時間　９時～17時(入館は
　16時まで)
休館日　毎週月曜日(月曜日が祝・
　休日の場合はその翌日)、12
　月28日～１月４日 

■美杉ふるさと資料館
美杉町上多気1010　　275－0240
　入館は無料ですが、創作館で
の工作体験には材料費がかかり
ます。
開館時間　９時～17時(入館は
　16時まで)
休館日　毎週
　月曜日(月
　曜日が祝・休
　日の場合は
　その翌日)、
　12月28日
　～１月４日

オタフクナンテンオタフクナンテン

※おわび　広報津３月１日号11ページ「桜特集 春のお花見ガイド」の記事中にある「片田浄水場」は
　「津市水道資料館」の誤りです。おわびして訂正させていただきます。
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　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方市からのお知らせ

総務課
　229－3276　　229－3255

審議会などの傍聴
お知らせ

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

手話奉仕員養成講座

市民交流課
　229－3102　　229－3366

津市国際交流推進基金
補助事業

ごみのゆくえ探検
市民エコ活動センター
　・　237－1185
環境政策課
　229－3212　　229－3354

募　　集

　津市情報公開条例に基づき、
審議会などの会議を公開してい
ます。公開の対象になる会議
は、住民の皆さんや学識経験者
などを構成員として、法律や条
例などに基づき設置されている
審議会などです。
　開催日時などは、約１週間前
までに津市ホームページの他、
情報公開室(市本庁舎７階)や各
総合支所でお知らせしていま
す。関心のある会議がありまし
たら、ぜひ傍聴してください。
　なお、会議は原則として公開
していますが、審議の内容に個
人情報などの不開示情報が含ま
れる場合は非公開になることが
あります。詳しくは津市ホーム
ページをご覧ください。

と　き　５月12日～来年１月26
　日の日曜日(全18回)
ところ　久居総合福祉会館

対　象　市内に在住・在勤・在
　学で16歳以上の手話未経験者
定　員　抽選40人
費　用　無料(テキスト代2,400
　円が別途必要)
申し込み　障がい福祉課または
　各総合支所市民福祉課(福祉課)
　にある申込書に必要事項を記
　入し、直接または郵送、ファ
　クスで障がい福祉課(〒514－
　8611 住所不要)へ
締め切り　4月26日(金)消印有効

　ごみ収集車の行方を追って、
西部クリーンセンターや白銀環
境清掃センターの中を探検して
みませんか。
と　き　４月18日(木)13時～16
　時(小雨決行)
集合場所　白銀環境清掃センタ
　ー事務所前
定　員　抽選15人
申し込み　電話またはファクス、
　Ｅメールで住所、氏名、電話
　番号を市民エコ活動センター
　(　eco-center@mist.ocn.
　ne.jp)へ

締め切り　４月11日(木)　※受
　け付けは10時～16時、月・火
　曜日は休館

対　象　平成25年度中に行う国
　際的な活動で、次のような事
　業など
●文化、スポーツ、教育などに
　関わる交流活動
●人的または物的な交流活動
●ボランティア活動
応募資格　市内で組織的・継続
　的に国際交流活動を行ってい
　る団体
応募方法　市民交流課にある申
　請書に必要書類を添えて、直
　接市民交流課へ　※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。
締め切り　４月22日(月)

ママと一緒に３B体操
リズムに合わせて親子で体操！

■ママとあんよちゃんの３Ｂ体操
　音楽に合わせて体を動かしながら、ママも一緒
に楽しみましょう。子育ての仲間づくりの場とし
ても活用してください。
と　き　５月～来年３月の毎月第３金曜日13時
　30分～14時20分
対　象　市内に在住・在勤の１歳半～２歳半の子
　どもと保護者
■ママとキッズの３Ｂ体操
　大切な幼年期に体で遊ぶことの楽しさを覚えま
しょう。ママとの絆を深めながら、集団の中で集
中力や敏しょう性を養います。
と　き　５月～来年３月の毎月第３金曜日14時

　30分～15時20分
対　象　市内に在住・在勤の２歳半～３歳の子ど
　もと保護者

いずれも
ところ　橋北公民館
定　員　抽選各20組
講　師　脇田礼子さん(日本３Ｂ体操協会公認指
　導士)
申し込み　往復はがきに講座名、住所、親子の氏
　名と年齢、電話番号を記入し、橋北公民館(〒
　514－0009 羽所町700)へ
締め切り　４月12日(金)必着

問い合わせ　橋北公民館
　227－1738　　222－2526

公民館地域力創造セミナー
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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

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画審議会委員

介護保険課
　229－3149　　229－3334

元気アップ教室

問い合わせ
　高齢福祉課　　229－3156　　229－3334
　各総合支所市民福祉課（福祉課）

　男女共同参画社会の実現に向
けて意見をいただく委員を募集
します。
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の20歳以上の人で、平日の
　昼間に年数回行う会議に出席
　できる人　※本市の議員と常
　勤職員を除く
任　期　委嘱した日から２年間
募集人員　3人程度　※選考あり
申し込み　男女共同参画室と各
　総合支所地域振興課(生活課)
　にある申込書に必要事項を記

　入して直接または郵送、ファ
　クス、Ｅメールで男女共同参画
　室(〒514－8611 住所不要、　
　229-3103@city.tsu.lg.jp)へ
　提出　※申込用紙は津市ホー
　ムページからもダウンロード
　できます。
募集期間　４月８日(月)～22日
　(月)必着

　自分らしく生活できるよう介
護予防に取り組みましょう。日
程や場所など、詳しくはお問い

合わせください。
と　き　４月～９月の月１回(全
　６回)
ところ　保健センター、市民セン
　ターなど
内　容　自宅でできる運動、運動
　レクリエーション、お口の体操、
　介護予防の学習、体力測定など
対　象　介護保険の要介護・要支
　援認定者を除く65歳以上の人

運動レクリエーション

助成券

　高齢者の皆さんが心身共にいつまでも元気
で、生きがいのある充実した暮らしを送れるよ
う、さまざまな取り組みを行っています。下記
以外の在宅サービスなどについてはお問い合わ
せください。
■緊急通報装置事業
　緊急時に迅速な連絡・支援体制を図るために
緊急通報装置を設置します。
対　象　１人暮らしなどで、市民税非課税世帯
　に属する65歳以上の人　※近隣の人を中心
　に協力員が２人以上必要
■老人日常生活用具給付等事業
　電磁調理器、火災報知器、自動消火器を給付
します。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどの人で、
　虚弱や寝たきり、認知症などのため日常生活
　に支障がある人
費　用　所得税額に応じて、無料または一部負担
■はり・きゅう・マッサージの助成
　保険適用外のはり・きゅ
う・マッサージ施術を、市
が指定した市内の施術所で
受ける人に、助成券を交付
します。
対　象　昭和18年４月２日
　以前に生まれた人(４月
　1日現在で70歳以上の人)

助成券　１枚1,000円分(年間６枚以内)
申し込み　健康保険証と印鑑を持参して高齢福
　祉課または各総合支所市民福祉課(福祉課)へ
■徘徊探索器貸与事業
　徘徊した場合に早期に発見し、その居場所を
家族に伝える徘徊探索器を貸与します。
対　象　認知症による徘徊が認められる高齢者
　など
費　用　月々の使用料などは自己負担
■配食サービス事業
　調理が困難な高齢者などに栄養バランスの取
れた食事を届け、安否確認を行います。
対　象　65歳以上の１人暮らしなどの人で、
　心身の障がいなどのため調理が困難な人
助成内容　１日１食、週６食以内
費　用　１食当たり400円を自己負担
■家族介護慰労金支給事業
　介護サービスを利用することなく自宅で高齢
者の介護を行った同居の家族に対して、介護慰
労金(年間10万円)を支給します。３カ月以上の
入院があったときや介護保険料が未納の場合を
除きます。
対　象　要介護認定で、要介護４または５となっ
　た高齢者の介護を、１年間継続して介護保険サ
　ービスを受けずに在宅で介護した市民税非課
　税世帯の同居の家族　※介護保険のサービス
　のうち、１週間以内のショートステイは除く

豊かに暮らす高齢社会

はい　かい
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　電話番号　　ファクス　　Ｅメール記号の見方市からのお知らせ

中央公民館
　228－2618　　229－5150

中央公民館教養セミナー
アコースティック・ギター教室

募　集

文化振興課
　229－3250　　229－3247

青少年文化芸術祭
企画・運営スタッフ

問い合わせ　久居総合福祉会館
　256－7110　　256－7129

問い合わせ　環境保全課
　229－3140　　229－3354

　これからギターを始めたいと
思っている人のための入門講座
です。
と　き　５月10日・24日、６月
　14日・28日、７月12日いず
　れも金曜日19時～21時
ところ　中央公民館
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の小学４年生以上の人で初
　めてギターに触る人、または
　少しだけ弾いたことがある人
定　員　抽選25人
受講料　1,500円(５回分)
内　容　ギターの説明から始め、
　簡単な弾き方で１曲弾けるよ
　うに練習します。
持ち物　アコースティック・ギ
　ター(電気を使わないギター)
申し込み　往復はがきに講座名、
　住所、氏名、年齢(学生は学年も)、
　電話番号、ギター経験の程度を
　明記して、中央公民館(〒514－
　0036 丸之内養正町1－1)へ
締め切り　４月18日(木)必着

　子どもたちが企画・運営す
る、青少年文化芸術祭を来年２
月16日(日)に開催します。学年
や学校の違う友だちと集い、イ
ベントを作り上げる楽しさや達
成感を感じてみませんか。
対　象　市内に在住・在学の小
　学５年生～高校生
活動内容　企画、準備、運営　
※５月11日(土)に１回目の会議
　を行い、以降９回程度実施
募集人数　約40人
申し込み　各学校にある所定の
　申込用紙に必要事項を記入し、
　文化振興課へ　※申込用紙は
　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　４月22日(月)

舞台発表部門

久居総合福祉会館講座
気軽に体を動かしてみよう

久居総合福祉会館講座
気軽に体を動かしてみよう

対　象　市内に在住で、過去に
　久居総合福祉会館の講座を受
　講していない人
受講料　無料(講座によって教材
　費や保険料が必要)
申し込み　直接または、はがき、
　ファクスで希望講座名、郵便
　番号、住所、氏名、年齢(子ど
　もと参加する講座は子どもの
　氏名と生年月日も)、電話番号
　を久居総合福祉会館(〒514－
　1136 久居東鷹跡町20－2)へ　
　※１人(１組)１講座に限る
締め切り　４月18日(木)必着　
※火曜日は休館。

キッズとファミリーの
元気いっぱい

５月８日～来年３月
毎週水曜日
10：00～11：30

どなたでも 20人

30人

20組

20組

25組

60歳以上の人

４カ月～１歳未満児と
母親

１歳児と母親

３～５歳児と保護者

５月９日～来年３月
毎月第２・４木曜日
10：00～12：00

５月10日～来年３月
毎月第２・４金曜日
10：45～12：15

５月18日～来年３月
毎月１回土曜日
10：00～11：30

５月10日～来年３月
毎月第２・４金曜日
９：00～10：30

ヨーガ入門

講座名 開催期間 対　象
（４月１日現在の年齢）

定員
（抽選）

健康づくりのための
スポーツ入門

ママとベビーの
３Ｂ体操

ママとあんよの
３Ｂ体操

問い合わせ　久居総合福祉会館
　256－7110　　256－7129

４月８日■から月

　津市の自然を紹介する本
「つし自然ガイドブック」を
発売します。
販売場所　環境保全課
販売価格　1,000円
発行部数　1,000部

　市内の自然路の散策に役立
つ５種類のハンドマップを無
料で配布します。

※申込者が少ない講座は開講しない場合があります。
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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

西橋内文化・スポーツ
クラブ

クラブ名 事　務　局

橋南スポーツクラブ

ひさい文化・スポーツ
クラブ

ひさい総合型スポーツ・レク
リエーションクラブFAN・fun

かわげスポーツクラブ

あのうスポーツクラブ

大井キッズクラブ

いちしスポーツクラブ

矢頭の子クラブ

久居中町29－2
(谷口方、　255－3444 　255－2387)

久居相川町2071－1
(鈴木方、　・　256－9312)

東古河町7－1
(西橋内中学校内、　・　246－5524、毎週土曜日10時～16時)

上弁財町津興2537－4
(橋南中学校内、　・　227－5155、毎週土曜日10時～12時)

河芸町浜田774
(河芸体育館内、　・　245－3354、第２・４土曜日９時～12時)

安濃町田端上野818
(安濃体育館内、　268－0101 　268－3220)

ジュニア水泳教室
(月曜コース)

教室名 と　き ところ 定　員
（抽選） 対　象 受講料

（傷害保険料を含む）

ジュニア水泳教室
(木曜コース)

健康水泳教室
春のコース

水中ウォーキング
教室

キッズダンス教室

５月13日～７月22日の
毎週月曜日18時～19時 津市民プール

津市民プール

津市民プール

津市民プール

津市体育館

５月９日～７月11日の
毎週木曜日18時～19時

５月16日～７月４日の
毎週木曜日10時～11時

５月17日～７月５日の
毎週金曜日10時～10時45分

５月21日～６月25日の
毎週火曜日16時～17時

50人
(初心者優先)

50人
(初心者優先)

50人
(初心者優先)

30人

20人

小学３～６年生 4,000円

4,000円

5,500円

3,500円

4,000円

小学３～６年生

市内に在住・在勤・
在学の人

市内に在住・在勤・
在学の人

市内に在住の４歳
～小学３年生

一志町波瀬2232－2
(波瀬公民館内、　・　294－7472)

一志町大仰217－1
(大井公民館内、　293－6673)

一志町高野1476－13
(中廣方、　・　293－1476)

問い合わせ　スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

総合型地域文化・スポーツクラブ
世代を越えて交流しよう

総合型地域文化・スポーツクラブ
世代を越えて交流しよう

　市が支援する総合型地域文
化・スポーツクラブは、いろ
いろなことに興味や関心があ
り、さまざまな技術レベルを
持つ人たちが世代を越えて集
まり、スポーツや文化活動を
楽しめる場です。開催内容は
各事務局へお問い合わせくだ
さい。

津市スポーツ教室
この春、スポーツ始めませんか

津市スポーツ教室
この春、スポーツ始めませんか

申し込み　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、津
　市スポーツ協会にある所定
　の用紙に必要事項を記入し
　直接またはファクスで提出
締め切り　４月12日(金)

問い合わせ　スポーツ振興課
　　229－3254
　　229－3247
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　一志町井生にある井生樹
木公園と伊勢中川カント
リークラブを会場に、津市
消防団一志方面団林野火災
訓練が行われました。訓練
は市、県防災航空隊、警察
の各機関も参加し、地上と
空からの消火訓練を行いま
した。

2/3
火災からわが町を
守る　

▲

かるたでエコ学習　

▲

1/24
　一志高岡公民館で、環境について学習している生活
雑学講座の講座生たちが作成したかるたを使って、新
春エコかるた大会が開催されました。参加した皆さん
は、一斉に札を取り合っていました。

１年間の成果の発表　

▲

2/16・17
　安濃地域の公民館講座受講生による学習発表会が行
われ、フラワーアレンジメントなどの作品展示、ヨーガや
フラダンスなどの舞台発表、そば打ちや子どものお菓子
作りの実習が行われ、多くの人でにぎわいました。

おめでとう 津市代表　

▲

2/17
　寒風の中、県内の29市町による美し国三重市町対抗駅伝が開
催されました。津市代表チームは９区と10区で区間賞を獲得す

る快走を見せ、見事１位でゴー
ルを駆け抜けました。
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2/6楽しく続けられる運動を体験　

▲

一志のお米で五平餅を作ろう
　　　　　　　　

▲

1/22・23・25

高齢者にあったか介護食を　

▲

2/12

　一志町地産地消子どもの元気づくり協議会主催の
「わくわく料理教室」が開催され、一志地域の幼稚園
児が地元の特産物の良さについて学んだり、地元の食
材を使った調理を体験したりしました。

　津市健康づくり推進連絡協議会美里支部「ラブミー
くらぶ」が、美里保健センターで健康づくり教室「骨
密度測定と運動の講話・実技」を開催しました。

　芸濃保健センターで健康元気ひろめ隊の料理講習会
があり、高齢者にもたんぱく質を摂取しやすく工夫さ
れたロールキャベツなどのメニューが用意され、参加
者たちは協力して調理していました。

子孫繁栄・五穀豊穣を願って　

▲

2/11
　美杉町下之川の仲山神社で、県指定無形民俗文化財
の牛蒡祭が行われました。この祭りは、みそであえた
ゴボウをお供えすることからこの名前が付いたといわ
れています。祭りでは魚のボラに直接手を触れず三枚
におろすまな板行事などがあり、大勢が訪れました。

みんなでつきました　

▲

2/10
　津市消防団香良洲方面団による、餅つき大会が市香
良洲庁舎前で開催され、つきたてのお餅と温かい豚汁
が振る舞われました。餅つきの他にも美里龍神太鼓の
演奏やミニ消防車の試乗も行われ、家族連れなどたく
さんの人でにぎわいました。

鬼は外、福は内　

▲

2/3
　久居元町にある千手院賢明寺で恒例の豆まきが開催
されました。シロモチくんやゴーちゃんも登場し、集
まったたくさんの人たちに豆や菓子などをまきました。

ご　ん　ぼ　まつり
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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

　陸上自衛隊久居駐屯地
　開設61周年記念行事
　４月21日(日)８時30分～15時
※時間は変更する場合がありま
すので、お問い合わせください
　陸上自衛隊久居駐屯地(久居新
町)　　観閲行進、訓練展示、音楽
演奏、装備品展示、体験試乗など
　同駐屯地広報室(　255－3133)

　春うらら秋桜コンサート
　童謡などのコーラスコンサー
トをコーラスグループのラベン
ダーをゲストに迎えて行います。
　４月21日(日)14時～　　一志
農村環境改善センター　　500円
　女性コーラス秋桜代表(　294
－7023)

　ひぐらしハーモニカ教室
　合同発表会(無料)
　４月20日(土)12時30分～　　
県文化会館小ホール(県総合文化
センター内)
　同教室代表(　223－2106)

　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

　危険物取扱者試験予備講習会
　５月22日(水)９時～17時　　

県生涯学習センター(県総合文化
センター内)　　乙種第４類を受
験する人　　　150人　　5,000
円(テキスト代を含む)
　４月11日(木)～22日(月)に津
市防火協会(消防本部庁舎内、　
256－4222、土・日曜日、祝・休
日を除く９時～16時)へ　※申
込書は同協会または各消防署
(所)で配付。同協会ホームペー
ジからもダウンロードできます。

　危険物取扱者試験
　６月９日(日)・15日(土)　※
試験種類、会場、申し込み方法
は、願書同封の試験案内または
消防試験研究センターホーム
ページでご確認ください。願書
は津市防火協会、各消防署(所)
で配布
　消防試験研究センタ－三重県
支部(　226－8930)

　語学講座(前期)
　５月～８月上旬の全12回、英
語初級…火曜日、ポルトガル語
初級…水曜日、中国語初級…木
曜日　　津リージョンプラザ　
　9,000円(別途教材費が必要)
　４月１日(月)～30日(火)に直
接または電話で津市国際交流協
会津支部(市民交流課内、　229
－3146）へ

　税務職員(大学卒業程度)
　国税専門官採用試験
　受付期間は４月１日(月)～11
日(木)です。
　第１次試験６月９日(日)　　
昭和58年４月２日～平成４年４
月１日生まれの人、平成４年４
月２日以降生まれの人で大学を
卒業した人と平成26年３月まで
に卒業する見込みの人など　※
詳しくは国税庁ホームページを
ご覧ください。
　名古屋国税局人事第二課試験係
(　052－951－3511内線3450)

　裁判員を身近に感じてみよう
　裁判員体験ツアー(無料)
　５月15日(水)13時30分～15
時30分　　津地方裁判所(中央)
　法廷など施設を見学しながら
裁判員裁判について学ぶ　　　
20人
　４月12日(金)～26日(金)の９
時～16時に電話で同裁判所(　
226－4172)へ

　環境基礎講座(無料)
　６月１日・８日・15日・29日、７月６
日・13日いずれも土曜日10時～
16時15分　　サン・ワーク津　
　18歳以上の人　　　25人
　５月11日(土)までに、三重県
環境学習情報センター(　059－
329－2000)へ

　スポーツ安全保険
　活動中の事故による傷害や、第
三者に与えた損害を補償するス
ポーツ安全保険に加入しませんか。
　スポーツ・ボランティア・文
化活動などを行う５人以上のア
マチュア団体やグループ
　スポーツ振興課または各総合
支所地域振興課にある加入申込
書に必要事項を記入しスポーツ
安全協会三重県支部(　059－
372－8100)へ

　わんぱくディキャンプ
　５月11
日(土)９
時30分～
15時　　
津市青少
年野外活
動センター(神戸)　　飯ごう炊
さんやカレー作り、マッチの使
い方など　　市内に在住の小学
１～３年生　　　60人　　
1,200円
　４月10日(水)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)へ

イベント

募　集
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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　

成年後見人制度などに
ついて学ぼう、集い交
流会

と　き 内　容

４月26日㈮
13時30分～
15時30分

５月18日㈯
13時30分～
15時30分

６月28日㈮
15時～17時

７月27日㈯
13時30分～
15時30分

認知症の関わり方など
について学ぼう、集い
交流会

認知症について正しく
知ろう、集い交流会

　星と語ろう
　５月３日(金・祝)19時30分～
21時　　津市青少年野外活動セ
ンター　　木星と土星、春の星
座の観察　※悪天候の場合は、
天文工作　　市内に在住の小学
生と保護者　　　15組　　１組
600円(３人まで、１人増えるご
とに300円追加)
　４月８日(月)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)へ

　太極拳初級講習会
　４月～９月の毎週木曜日19時
～21時、４月～来年３月の第２・
４土曜日10時～12時　　津市体
育館　　１万円(入会金を含む)
　電話またはファクス、Ｅメール
で日中友好協会三重県連合会(　
246－8580、　226－7086、　tsu-
taikyoku@mie-eiga.co.jp)へ

　三重県ヨット連盟
　ジュニアヨットクラブ
　４月～11月(月３回程度)９時
～16時　　伊勢湾海洋スポーツ
センター(津興)　　県内に在住
の小学３～６年生　　10人程度
　入会金１万5,000円、年会費
２万5,000円(入会月により変動)
　同センター(　226－0525)

　手話サークル
　毎週金曜日19時～20時30分
　津市ふれあい会館(本町)
　５月31日(金)までの活動日に
直接会場へ
　若葉手話サークル代表者(　
090－3853－6231)

　不要になったこいのぼりや
　五月節句飾りを譲ってください
　丸之内商店街では、国道23号
線沿いのアーケードをこいのぼ
りで彩り、店頭に五月人形を飾
ります。家庭で飾られなくなっ
たこいのぼりや節句飾りがあれ

ば提供してください。
　丸之内商店街振興組合(　224
－4955)

　平和のための合唱団
　７月28日(日)に開催される
「平和のための音楽会」で一緒
に歌いませんか。
　練習は４月～７月の第２・４土
曜日19時～21時　　西部市民セ
ンター　　1,000円
　同合唱団担当(　090－4441－
1549)

　いい人、見つけて結婚しよう
　５月19日(日)14時～16時30
分　　メッセウイング・みえ２
階会議室(北河路町)　　結婚を
希望する男女の交流会　　20～
40歳代の人　　　男女各50人　
　500円
　４月15日(月)までにファクス
で津シルバークラブ(　225－
7000)へ
　同クラブ(　227－0072)

　転倒予防教室(無料)
　４月25日(木)10時～11時30
分　　津センターパレス２階
ホール　　講話「介護予防で元
気アップ」と転倒予防体操　※
手話通訳あり　　市内に在住の
60歳以上の人　　　60人
　４月11日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

　認知症家族教室(無料)

　県こころの医療センター(城山
一丁目)
　各開催日の前日までに同セン
ター医療福祉グループ(　235－
2125)へ　※当日参加も受け付
けます

健　康

無料相談コーナー
女性のための相談(面談・電話相談)
専用電話　229－3120
　第１～４火曜日13時～18時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
専門のカウンセラーによる面談
や電話相談(予約優先)　　女性
　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)
　4月から相談時間が変わります。
　４月22日、５月27日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15
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)
　４月17日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)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)
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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

身近な地域の要望に
即応します
～総合支所への権限委譲～

　3,119人から2,507人へと津市は合併前より職員
数２割減を達成しました。削減された人件費は毎年
50億円にのぼります。
　９つの旧市役所や町村役場である総合支所の業務
についても人員・権限・財源を本庁に集約し一定の
効果が上がりましたが、その反面、身近な地域の要
望が届きにくくなるという問題が出てきました。例
えば、道路路肩、河川堤防や公園の草刈り、傷んだ
路面の復旧、街路樹の剪定、カーブミラーやガード
レールの設置といった生活に密着した要望につい
て、総合支所に権限がないため実施までに手間と時
間がかかり、不満の増大とともに、地域住民と総合
支所との間に新たな距離感が生まれているとの指摘

もあります。
　そこで、こうした課題に総合支所が即座に取り組
むことができるよう、総合支所長に本庁から権限を
委譲する「地域インフラ維持・補修事業」を創設
し、平成25年度当初予算に盛り込みました。
　地域インフラの維持のための工事の発注権限と財
源を総合支所長に付与し、自ら実施を決定し迅速に
執行できるようにします。このための予算1億
3,600万円を措置するとともに、総合支所長を援助
する技術職員を４人増員しました。
　もっと軽微な補修には、職員が現地に出掛けすぐ
に対応します。各支所に２人ずつ合計18人の技能
員を増員し、原材料(砂利、生コンクリート、砕
石、レミファルト、良質土等)購入のための経費
2,000万円を予算計上しました。
　今回の改革は、市役所組織の効率的集約化を図っ
てきたこれまでの行政改革の取り組みを後戻りさせ
るものではありません。未来志向の制度改正です。
地域住民の思いをしっかり受け止め、すばやく実現
していく頼りがいのある存在であるために、津市は
今後も制度や組織の見直しも含めたしなやかな対応
を心掛けてまいります。

■第６回美し国三重市町対抗駅伝…
　２月17日

　県内29市町を代表するランナー
が、それぞれ郷土への誇りと仲間と
の絆を胸に、たすきをつなぎました。
レースは、上位集団でトップが次々と
入れ替わる大激戦でしたが、我らが
津市チームは、９区の鈴木美歩選手が
区間賞の走りで３位から１位を奪う
と、10区の田中貴章選手も区間賞を
マークし、見事３年ぶり２度目の総合
優勝を飾りました。１区から８区まで
の選手全員の粘り強い走りが、９区、
10区の快走につながり、逆転優勝を
成し遂げることができました。
　オープン参加で健闘した10選手
の活躍にも敬意を表します。

■津市災害図上訓練…２月18日
　災害図上訓練とは、市域で大きな
災害が発生したことを想定し、実動
を伴わず地図上に災害情報を書き込
み、各部署間の意思疎通や対策の意
思決定をシミュレーションするもの
です。今回の図上訓練では、台風に
伴う風水害の発生により津市災害対
策本部を設置したと想定し、私は本
部長として指示を行うとともに、全
体の動きを視察しました。
　このような図上訓練を繰り返し行
うことで実践的な経験を積み、実際
の災害時においても冷静かつ的確に
対応できる組織づくりを進めます。

■第６回津の街音楽祭グランプリ受
　賞「ソニド・デル・ビエント」来
　訪…２月26日

　２月24日に津リージョンプラザ
お城ホールで開催された第６回津の
街音楽祭でグランプリに輝いた「ソ
ニド・デル・ビエント（Sonido del 
Viento）」がおみえになりました。
お二人は、宮城県仙台市を拠点にラ
イブ活動を行っている親子で、南米
の笛ケーナの音色がとても美しく、
叙情的な楽曲を演奏されています。
昨年の音楽祭出場で初めて津市を訪
れ、津まつりでもライブを行うな
ど、津との縁を深めておられます。
「津は第二のふるさと」とおっしゃり、
津のまちに「みちのくの風」を爽やか
にお届けいただきました。

津市長　前葉泰幸

せん　てい
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平成25年４月１日発行
平成25年　第１号

収税課
　229－3135 　229－3331

平成25年度
市税納期限一覧表

固定資産税
都市計画税
全　期 第１期

４月30日(火)
納期限

44月

軽自動車税

全　期

５月31日(金)
納期限

５５月

市　民　税
県　民　税
全　期 第１期

７月１日(月)
納期限

６６月

固定資産税
都市計画税

第２期

７月31日(水)
納期限

７７月

市　民　税
県　民　税

第２期

９月２日(月)
納期限

８８月 ９９月

市　民　税
県　民　税

第３期

10月31日(木)
納期限

1010月 1111月

固定資産税
都市計画税

第３期

12月25日(水)
納期限

1212月
市　民　税
県　民　税

第４期

１月31日(金)
納期限

１１月

固定資産税
都市計画税

第４期

２月28日(金)
納期限

２２月 ３３月

　まちづくりの中
にあなたの税が生
かされています。

　市税の納付に便
利な口座振替制度
をご利用ください。

　納期限までに忘
れずに納めましょ
う。



問い合わせ　収税課　　229-3135　　229-3331

納税は忘れず
お早めに

市税の納付には
便利で確実な口座振替制度を

コンビニ納付の
ご利用を

市税の納税通知書を
送付

　通知書が届いたら、内容を
確認してください。
◆固定資産税・都市計画税
　４月初旬
◆軽自動車税
　５月初旬
◆市民税・県民税
　６月初旬

まちづくりの中に
あなたの税が
生かされています

税金は
納期限までに
忘れず
納めましょう

　納期限を過ぎても税金が納付されていないと
きは、納期限後20日以内に督促状を発送しま
す。督促状を発送した後は、督促手数料80円を
合わせて納めていただくことになります。
　また、納期限後に納める場合は、延滞金が加
算される場合がありますので、納期限までに納め
ましょう。税金を滞納していると、やむを得ず財
産の差し押さえなどの滞納処分をすることにな
ります。
　なお、納期限までに納付がない場合は、市の
「納税催告センター」から納税催告の連絡をす
る場合があります。

　コンビニから「固定資産税・都市計画税」「軽
自動車税」「市民税・県民税」を納めることもで
きます。ぜひ、ご利用ください。
　ただし、以下の場合、コンビニでは納付できま
せん。
　●納期限が過ぎた場合
　●金額を訂正した場合
　●払込金額が30万円を超える場合
　●バーコード読み取りができない場合
　●バーコードが印字されていない場合

　口座振替の申し込みをすると、税金が納期限
の日に自動的に引き落とされます。簡単な手続
きで納める手間や、納め忘れがなくなります。
　手続きは、納期限の１カ月前までに、取扱金融
機関で行ってください。

 手続きに必要なもの
●指定する口座の預貯金通帳
●通帳に使用している印鑑
●口座振替を希望する市税の納税通知書　
　※お問い合わせ番号が記載されています。こ
　　の番号が不明のときは、収税課までご連絡
　　ください。

 取扱金融機関
　百五銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、みずほ銀行、
りそな銀行、三重銀行、第三銀行、三重信用金
庫、中京銀行、津信用金庫、商工組合中央金庫、
津安芸農業協同組合、三菱ＵＦＪ信託銀行、東海
労働金庫、三重県信用農業協同組合連合会、三
重中央農業協同組合、一志東部農業協同組合、
三重信用漁業協同組合連合会、以上の本店、各
支店および各出張所、ゆうちょ銀行



折り込み紙

犬の登録と狂犬病予防注射

犬の登録と狂犬病予防注射申込用紙

犬鑑札

見本見本 見本見本

平成25年度分の
狂犬病予防注射済票(黄色)

キ　　　リ　　　ト　　　リ

キ
　
　
　
リ
　
　
　
ト
　
　
　
リ

　人が発症すると約10日で亡く

なるといわれる狂犬病は、いま

だに特効薬が見つかっておら

ず、医学の発達した現代でも患

者を助けることができない病気

です。

　狂犬病が国内で発生した場

合、発生した地域では狂犬病予

防法により係留命令が出され、

犬の散歩が長期間禁止されま

す。現在、国内には狂犬病ワク

チンの備蓄がほとんどないた

め、飼い犬にワクチンを打ちた

くても打てない状況になり、捨

　生後91日以上の犬を飼う場

合、飼い主には、犬の生涯で１

回の登録と、年１回の狂犬病予

防注射を受けさせる義務があり

ます。

　裏面のとおり狂犬病予防集合

注射を行いますので、登録済み

の飼い主は４月上旬に送付され

る案内はがきを持参し、予防注

射を受けてください。会場では

犬の新規登録も受け付けます。

犬をまだ登録していない飼い主

は、右下の申込用紙に記入し、

持参してください。予防注射当

日は、首輪が抜けないように確

認し、犬をしっかり抑えられる人

が連れてきてください。

　狂犬病予防注射は動物病院で

も受けることができます。集合

注射を受けられない場合は、案

内はがきを持参して、個別に予

防注射を受けてください。

　犬が死亡したときや所有者の

住所などに変更があった場合

は、環境保全課または各総合支所

地域振興課へ届け出てください。

費　用　犬の登録代3,000円、注

　射代3,200円(狂犬病予防注射代

　2,650円、注射済票550円)　

※釣り銭のいらないようにお願

　いします。

　既に平成25年度分の狂犬病予

防注射済票(黄色)を交付していま

すので、来年３月１日までは再度

注射を受ける必要はありません。

てられる犬が増えることが予想

されます。そうして捨てられた

犬の集団に狂犬病が侵入する

と、制圧が困難になるばかり

か、私たち市民も常に狂犬病の

恐怖と隣り合わせて生活しなけ

ればならなくなります。口蹄疫

や鳥インフルエンザなどは、現

在直接人には感染しませんが、

人に感染する狂犬病が国内に侵

入した場合、その社会的影響は

計り知れません。 

　このような世の中にしないた

めに、日頃から狂犬病のことを

知り、飼い犬の登録と年１回の

狂犬病予防注射を必ず受けまし

ょう。

■３月２日～31日に
　動物病院などで
　予防注射を受けた場合

飼い犬の登録と
年１回の狂犬病予防注射を

もし日本国内で
狂犬病が発生したら

登 録 番 号

所有者の住所

所有者の氏名

犬 の 種 類

犬の生年月日

その他の犬の特徴

問診項目（愛犬について○をつけてください）
　現在、愛犬に体調の悪いところはありますか
　現在、何か治療を受けていますか  
　今までに狂犬病予防注射で体調が悪くなりましたか  

はい　・　いいえ
はい　・　いいえ
はい　・　いいえ

フ リ ガ ナ

犬の毛色　　　　　性別  雄・雌

※コピーしてご利用ください

平成　　年　　月　　日  犬の名

電
話
番
号

平成25年４月１日発行
環境保全課

　229-3282　　229-3354

こうていえき



平成25年度狂犬病予防集合注射日程表（４月）
犬の登録と狂犬病予防注射はどの会場でも受けられます。　※雨天実施

津地域　環境保全課　 229-3282

※１…津保健所北東側　※２…市本庁舎北側

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

16日
(火)

17日
(水)

22日
(月)

23日
(火)

24日
(水)

結城東園会館

阿漕塚記念館

橋南会館

敬和公民館

潮音寺駐車場

県津庁舎(桜橋三丁目) ※１

上浜町一丁目公園予定地（旧道沿）

栗真小川町集会所

白塚団地１号公園

白塚出張所

栗真出張所

大里出張所

高野尾出張所

豊が丘会館

豊野団地中公園

一身田出張所

夢が丘自治会集会所

津西ハイタウン自治会集会所

西が丘中公園

津公園団地北公園

安東出張所

櫛形出張所

南が丘会館

藤水出張所

城山会館

高茶屋市民センター

雲出出張所

片田出張所

神戸出張所

新町会館

古河公園

橋南公民館

お城西公園　※２

９:10～９:40
９:55～10:10
10:25～10:40
10:55～11:20
11:35～11:50
13:00～13:15
13:30～13:45
９:10～９:25
９:40～９:55
10:10～10:30
10:45～11:00
11:15～11:40
13:00～13:15
13:30～13:55
９:10～９:25
９:40～10:05
10:20～10:35
10:50～11:05
11:20～11:35
11:45～12:00
13:10～13:25
13:40～14:10
９:10～９:50
10:05～10:30
10:45～11:05
11:15～11:45
13:00～13:40
９:10～９:50
10:05～10:30
10:45～11:15
11:30～11:45
13:00～13:20
13:35～13:50

11日
(木)

12日
(金)

15日
(月)

下稲葉公会所

上稲葉ふれあい会館

美里ホームランド集会所

寺野垣内集会所

農協榊原支店

下村教育集会所

旧農協栗葉支店(一色)

緑が丘団地集会所

旧農協久居支店(須ケ瀬)

埋蔵文化財センター

久居分室

中町第１公園

相川地区集会所

桜が丘団地集会所

小野辺野菜出荷場

久居体育館

農協栗葉支店(七栗)

羽野地区集会所

戸木公民館

風早地区集会所

明神教育集会所

藤ヶ丘公園

久居北口市民館

９:00～９:20
９:30～９:45
９:55～10:15
10:30～10:45
10:55～11:10
11:20～11:30
13:15～13:40
13:50～14:10
９:00～９:15

９:25～９:40

９:50～10:00
10:10～10:25
10:35～10:55
11:05～11:25
11:35～11:50
９:00～９:30
９:40～９:50
10:00～10:15
10:25～10:35
10:45～11:00
11:10～11:20
11:30～11:40

16日
(火)

木造区集会所

農協新家集荷場

井戸山地区集会所

久居市民会館

市久居庁舎南側

９:00～９:20
９:30～９:55
10:05～10:15
10:25～10:45
10:55～11:20

久居地域
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

25日
(木)

26日
(金)

東上野公民館

中別保公民館

一色区住民センター

千里ヶ丘出張所

三行公民館

新上野公民館

大蔵園公民館

東千里公民館

上野公民館

南黒田公民館

北黒田消防車庫前

９:30～９:50
10:00～10:30
10:45～11:35
13:00～13:50
14:10～14:25
９:30～９:45
10:00～10:15
10:30～10:50
11:10～11:40
13:00～13:15
13:30～13:45

河芸地域　河芸総合支所　 244-1706　
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

11日
(木)

12日
(金)

15日
(月)

室の口公民館

農協下の世古倉庫前

井関公会所

虹が丘団地集会所

農協郷土資料館(旧高岡支店)

中井生集会所

石橋公会所

農協庄村倉庫

片野集会所

小山集会所

高野団地会館

波瀬出張所

大井公民館

川合文化会館

一志高岡公民館

９:00～９:10
９:20～９:40
９:50～10:05
10:20～10:50
11:05～11:35
９:00～９:15
９:25～９:35
９:50～10:10
10:25～10:45
10:55～11:15
11:30～11:50
９:00～９:30
９:45～10:05
10:20～10:50
11:05～11:30

一志地域　一志総合支所　 293-3008　
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

15日
(月)

16日
(火)

17日
(水)

茅刈公民館裏駐車場

イセゴム工業西区有地

(白山町二本木)

大三出張所

三ヶ野集会所

岡薬師寺下(白山町岡)

市白山庁舎

山田野集会所

八ッ山出張所

八対野１区公民館

上ノ村集会所

佐田集会所

川口公民館

東町公民館

家城出張所

元取集会所

９:30～９:40

９:50～10:30
 

10:40～11:30
13:00～13:20
13:30～13:50
９:00～９:40
９:50～10:10
10:20～10:50
11:00～11:20
11:30～11:50
13:00～13:30
９:00～９:30
９:40～10:10
10:20～10:50
11:10～11:20

白山地域　白山総合支所　 262-7032　
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

18日
(木)

19日
(金)

美杉人権センター

小原消防詰所前

小西公民館

市美杉庁舎通用口横駐車場

老ヶ野第３公民館

逢坂公民館

伊勢地出張所

北山商店前

上太郎生分館

太郎生出張所

登公民館

飯垣内スクールバス車庫前

竹原コミュニティー防災センター前

脇ヶ野公民館

山口バス停付近

下之川出張所

上村スクールバス車庫前

野登瀬バス停付近

やまなみ会館

多気出張所

中俣公民館

しゃくなげ会館

八幡出張所

上殿バス停付近

比津三差路

９:00～９:15
９:25～９:40
９:50～10:05
10:15～10:35
10:45～11:00
11:10～11:25
11:35～11:50
13:10～13:20
13:30～13:50
13:55～14:15
14:25～14:40
14:50～15:00
９:00～９:20
９:35～９:45
９:50～10:00
10:05～10:20
10:25～10:35
10:45～10:55
11:00～11:10
11:15～11:30
11:40～11:50
13:15～13:35
13:45～13:55
14:05～14:20
14:30～14:40

美杉地域　美杉総合支所　 272-8088
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

25日
(木)

26日
(金)

雲林院福祉会館

落合の郷

萩野集荷場

旧農協安西支店

楠原公民館

旧農協明店

芸濃総合文化センター

９:00～９:30
９:50～10:10
10:30～10:50
11:00～11:30
９:10～９:30
９:50～10:20
10:40～11:30

芸濃地域　芸濃総合支所　 266-2516
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

18日
(木)

19日
(金)

平木多目的集会所

北長野休養施設

中野集会所

桂畑文化センター

南長野生活改善センター

市美里庁舎駐車場

農協美里支店　

農協辰水店

長谷山ハイツ第１集会所

高座原公民館

穴倉営農組合倉庫

９:30～９:40
９:50～10:05
10:15～10:25
10:35～10:50
11:00～11:20
11:30～11:50
９:30～９:50
10:00～10:20
10:30～10:40
10:50～11:00
11:10～11:20

美里地域　美里総合支所 　279-8119
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

22日
(月)

23日
(火)

清水ヶ丘公民館

農協安濃中央支店安濃店

(旧安濃支店)

旧農協明合支店

草生公民館

今徳区公民館

東観中学校体育館前

９:00～９:40

10:00～10:40

11:00～11:40
９:00～９:40
10:00～10:40
11:00～11:40

安濃地域　安濃総合支所 　268-5517
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

24日
(水)

防災ステーション

(香海中学校西)

浜浦区民会館前

市香良洲庁舎

９:30～10:00

10:20～10:50
11:10～11:40

香良洲地域　香良洲総合支所 　292-4308
日　　　　  会　場　　　　　 時　間

久居地域　久居総合支所　 255-8845
日　　　　  会　場　　　　　 時　間
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