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市長対談

第９回

海外との経済の活性化を目指して

駐日フランス大使

クリスチャン・マセさん

津市長

前葉泰幸

４月13日、駐日フランス大使のクリスチャン・マセさんをお迎えし、産業拠
点としての津市の魅力やフランスと津市の経済交流について、前葉泰幸市長が
お話を伺いました。対談は英語で行われましたが、日本語訳でお届けします。

ようこそ津市へ
市長 ようこそ津市へいらっしゃいました。
マセ 前葉市長、そして津市民の皆さん、ボ
ンジュール(こんにちは)。津市への訪問は
初めてなのですが、とても素晴らしい街で
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すね。前葉市長とは、これまでも東京のフ
ランス大使館でお会いして、津市の魅力を
たくさんお聞きしていましたが、再びこの
ような美しい場所でお会いできて本当に光
栄です。海は美しいし、太陽の光も素晴ら
しく、素敵な場所ですね。
市長 ありがとうございます。マセ大使とお
会いするのは今回で３回目となりますね。
あらためて津市民を代表し心から歓迎いた
します。マセ大使は2011(平成23)年12月
に駐日フランス大使に就任され、これまで
の１年６カ月の間、日本の各地を訪問され
てみえると思いますが、日本の印象はいか
がですか。
マセ 駐日フランス大使になる前から何度か
日本に来る機会がありました。2008(平成
20)年の洞爺湖サミットで来日した時には、
津に近い名古屋も訪問したことがあります。
その時から、この地域はとても美しい場所
だと思っていました。実際、日本で暮らし
てみるとさらに多くの発見がありますし、
とう

や

こ

第９回
本当に美しい国だとあらためて感じます。本当
の日本の姿は東京以外の地域にあると思ってい
ますので、いろんな地域を訪れることがとても
好きです。そして津にはこのように美しい砂浜
の海岸や、おいしい食べ物や日本酒もあると聞
いています。
市長 日本酒がお好きなんですね。
マセ はい。とても気に入っています。それと津
の近くには伊勢神宮もありますね。伊勢神宮は
海外から日本を訪れる旅行者にとっても特別な
ところなんです。そのような場所が近くにある
津市は、とても魅力的ですね。
市長 日本の地域のことをよくご存知なのですね。
津のことも知っていただいていることに、とて
も感激しています。

海外企業から見た津市の魅力
市長 私は市長に就任する前、フランスのパリに
本社のある国際投資銀行に５年間勤めていたの
ですが、その時は３カ月に１度ぐらい、パリに
出張していましたので、私自身もフランスには
とても愛着があります。現地の同僚といろいろ
な話をすることができましたし、もちろん、フ
ランスのワインもおいしいですしね。
マセ フランスに本社のある企業で勤務経験をお
持ちの前葉市長は、以前からフランスとのつな
がりがあるのですね。
市長 はい。フランスは私自身にとって、とても
ゆかりのある地なんです。その後、市長に就任
してからフランスの企業「サンゴバン社」に津
市への立地を決定していただきました。この時
はマセ大使をはじめフランス大使館にもご協力
いただき、そのおかげもあってスムーズに誘致
を進めることができました。
マセ サンゴバン社の日本法人であるマグ・イゾ
ベール社が津市への進出を決めたことは、私た
ちにとっても大変関心がありました。同社が新

市長対談

工場を立地するにあたって、フランス大使館と
しても、できる限りの支援をしてきましたが、
前葉市長がどのように誘致交渉を進められ、新
工場の立地につながったのか、とても興味があ
ります。
市長 東日本大震災後、マグ・イゾベール社は生
産拠点のリスク分散のため、関東地方の基幹工
場に加えて、関西地方への進出を決定され、そ
の進出先としていくつかの候補地を挙げていま
した。その後2011(平成23)年８月に、マグ・
イゾベール社のCEOであるフランソワ・ザビ
エ・リエナールさんがニューファクトリーひさ
いの視察のために津市を訪れ、私も鈴木英敬三
重県知事と一緒にお会いしました。昼食を取り
ながら終始フランクな雰囲気で会話も弾み、そ
の時に生産拠点としての津市の優位性について
アピールしました。単に生産拠点として優れて
いる点だけでなく、フランスの方々が好む「緑
あふれる良い環境」であることも、ニューファ
クトリーひさいへの進出を決定していただいた
大きな理由だったようです。

駐日フランス大使 クリスチャン・マセ
Ambassadeur de France au Japon Christian MASSET
1957年生まれ。パリ政治学院およびエセック経済
商科大学院大学を卒業。国立行政学院卒業後、フラ
ンス外務省に入省。2007年外務省経済・財務局
長、2009年グローバル化・開発・パートナーシッ
プ総局長に就任。2011年12月より駐日フランス
大使に就任。
広報 津 2013.6.1
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マセ マグ・イゾベール社のフランソワ・ザビエ
・リエナールさんのことは、私もよく知ってい
ます。彼は「津は交通の便も良く、ビジネスを
拡大し根付かせるために非常に理想的な場所で
ある」と語ってくれました。
市長 それはとてもうれしいですね。また、同社
は2015(平成27)年末までに150億円の出資を
計画していて、地元の大学や高校からも75人
ほどの新卒者を雇用することを予定しています。
これは同社が地域に密着した日本の企業として、
この地に溶け込もうとする姿勢のあらわれで、
これがとても重要なポイントなのです。
マセ 日本の企業として、日本人や日本の技術者
と共に働くという考え方ですね。
市長 そうなんです。大きな投資だけでなく、地
域や地元の企業とのつながりを持っていただけ
るので、私たちは同社の進出を歓迎しています。
そして、大企業だけでなく中小企業もフランス
と交流を深めたいと望んでいるのです。
マセ 昨年末、前葉市長にお会いした時、日本と
フランスの中小企業間の交流についてお話を聞
かせていただきましたが、中小企業間の交流は
大きな可能性を秘めていると思います。一番大
切なことは、これまで取り組んできた日本とフ
ランスの両地域、そして企業同士の交流を津市
が今後どのようにサポートしていくかというこ
とです。

思います。
マセ それは重要なポイントですね。それぞれが
持つ能力や知識、マーケットは異なっていますが、
両者が融合することによって強さを増し、さらに
良い業績につなげていけます。それによって、日
本とフランスだけでなく、他のアジアの国々やヨー
ロッパの国々にも市場を拡大することができる
でしょう。そして、もうひとつ重要なことは、2013
(平成25)年３月に日本とEUが経済連携の交渉を
開始することに合意したことです。
市長 経済連携協定(EPA：Economic Partnership
Agreement)ですね。
マセ この協定を結ぶことで、これまで以上にビ
ジネスチャンスが増えると考えられますので、
今からそのための準備をしておくことが必要で
す。日本とフランスの企業同士の交流は、今後
のビジネスチャンスを生かすための価値ある行
動だと思います。
市長 EPAの交渉が始まることで、公的な支援を
必要とする企業もあると思います。津市は2012
(平成24)年11月にパリ地域経済開発局(ARD：
Agence Régionale de Développement Paris
Île-de-France)との間で、産業分野における経
済交流協定を結びました。この協定は、フランス
企業と津市内の企業との経済分野における交流
の促進と、商談を成立させるためのさまざまな情
報提供を行い、最終的には合意に向けた支援を
行うものです。この他に、国際的な貿易会社で勤
務経験がある海外連携コーディネーターを配置
し、中小企業にさまざまな情報を提供して、企業
の実務活動のサポートも行っています。

長所を融合して強さを増す
市長 フランスの企業は、海外展開に向けたビジ
ネス能力に長けています。津市内にあるいくつ
かの中小企業も、海外での事業展開を望んでい
ます。その両者が協働することはとても重要で、
お互いの長所を生かしていけば、世界を視野に
入れたビジネスを展開することが可能になると
た
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マセ フランス大使館としても、津市が行う経済
交流の取り組みや活動を喜んで支援していきた
いと思います。他の自治体の手本になりますし、
日本とヨーロッパの企業間のビジネスチャンス
にもつながると思います。

第９回

市長対談 駐日フランス大使 クリスチャン・マセ＆津市長 前葉泰幸

市長 ありがとうございます。こういった経済交
流の支援が近い将来、企業の実績として成果が
あがることを願っています。
マセ 私もそう願っています。この後、前葉市長
のコーディネートのもと、津市内の中小企業の
皆さんとお話する機会を設けていただいていま
す。企業の皆さんとお会いして、さまざまなお
話ができることにとても期待しています。
市長 ありがとうございます。企業の皆さんもマ
セ大使とお会いできることをとても喜んでいま
す。それぞれの取り組みや日々の努力の成果を
今後どのように結実すれば良いか、ぜひアドバ
イスいただければと思います。今日は中部国際
空港(セントレア)と津市を結ぶ高速船ターミナ
ル「ベイシスカ」でお話をお伺いしています。
実はこの「ベイシスカ」という名前は、「bay
(港) sea(海) sky(空)」の３つの言葉から名付
けられているんです。そろそろ高速船が到着す
る時間ですので、外へ出て、船の近くでお話の
続きをお伺いしたいと思います。
マセ それは素敵ですね。
ありがとうございます。

は言うまでもありませんが、交通アクセスの整
備はもちろん、一人一人の市民生活も大切です
し、津市と市民の豊かさ、そして経済の活性化
を目指し、
今後も頑張っていきたいと思います。
マセ 国際化が進む中、特に世界との経済の結び
付きは重要な要素ですね。サンゴバン社が津市
に進出を決定した決め手は、やはり津市との良
好な関係があったからこそだと思います。
市長 本日は津市にお越しいただき、ありがとう
ございました。
マセ ありがとうございました。津市のことをい
ろいろ紹介いただき、そして素晴らしい天気に
恵まれたことに感謝します。

世界へつながる津市
市長 ちょうど今到着した船はセントレアと津を
45分で結ぶ高速船です。この高速船で快適に
セントレアまで行くことができるんですよ。津
市は、ここから世界へつながっているんです。
マセ まさにそうですね。この高速船はとても印
象的です。津市は立地に恵まれていますし、こ
のような近代的な高速船もあって、人々が集う
活気のある、国際的な街だという印象を受けま
した。
市長 ありがとうございます。経済が重要なこと
◆お知らせ◆
市長対談は、津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

津市

市長対談│
広報 津 2013.6.1
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シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政⑩

ゴーちゃん

シロモチくん

香良洲地域内の高台防災公園造成地に山高く積まれた土

市民の皆さんの願いから誕生
〜香良洲高台防災公園〜

ねぇねぇシロモチくん、香良洲地域に新し
く「高台」ができるって聞いたんだけど、詳
しく教えてほしいな！
うん。今年３月、香良洲地域に海抜10
メートルの高台を造る計画が発表されたん
だ。堤防の高さが６メートルあるから、それ
より４メートルも高いものになるんだよ。
10メートル！？すごく高いね。香良洲地
域は海に面してるから、もともと高い場所
じゃないよね。
そうだね。香良洲地域は周囲を伊勢湾と雲
出川、雲出古川に囲まれた三角州地帯で、ほ
とんどが海抜２メートル以下なんだよ。
そうなんだね。
津香良洲大橋
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香良洲橋

だから巨大な地震で大津波が発生すると、
香良洲全体が浸水する恐れがあって、ここか
ら逃げるためには「津香良洲大橋」「香良洲
橋」「香良洲大橋」の３つの橋を渡るしかな
いんだけど、万が一、その橋が渡れなくなる
と、
孤立してしまうことも考えられるんだよ。
そのための避難場所もつくってきたよね？
これまで香良洲小学校や香海中学校、香良
洲歴史資料館(若桜会館)、川口・掘割ポンプ
場などを津波避難ビルとして指定し、約
3,000人分の避難場所を確保しているんだ。
それって香良洲地域全域にあるの？
香良洲地域内の南側に集中していて、北側
からは少し距離があるんだ。香良洲地域に住
香良洲大橋

シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政⑩
市民の皆さんの願いから誕生〜香良洲高台防災公園〜

問い合わせ 事業調整室
229−3345
229−3134

んでいる約5,000人全員の安全
のためにも、一刻も早く避難場
所を増やすことが必要なんだよ。
それが高台なんだね。でも、
どうしてこの高台を造ろうと考
えたの？
香良洲地域内からの脱出が困
難な人たちが避難できる高台を
造ってほしい、っていう話が前
からあったんだ。
そうなんだ。
それに自治会連合会香良洲支
部からも「高台の造成」の要望
書が提出されていたんだ。香良
洲地区地域審議会からも「町内
の工業専用地域を利活用し、緊
急時に要援護者の避難場所とな
る高台の造成を」と具体的な意
見があったんだ。
地元からの強い要望があった
んだね。
そこで、香良洲地域の北部に
ある約11.4ヘクタールの市有地
に高台を造って、防災公園とし
て整備することにしたんだ。
広さはどのくらいあるの？
津球場約３個分の広さで、車
を約2,000台駐車できるんだ。

香良洲地域は約
2,000世帯だか
ら、全部の世帯
が車で避難でき
るんだよ。この
他に防災倉庫や
上・下水道、ト
イレなども整備
して、普段は海
の見える公園に
しようという計
画なんだ。
でも、これだ
け大きい高台だと、ものすごい
量の土がいるよね？
うん。10トンダンプにして約
７万8,000台分の土が必要なん
だよ。
そんなにいるんだ。じゃあそ
の土はどうするの？
河川のしゅんせつや道路の建
設、治山や砂防などの公共事業
から発生する良質な土砂を活用
することにしたんだ。

なるほど。そういうことなん
だね。
それとこれまでは、その土砂
を処理するための土地を用意す
るのは簡単じゃなかったので、
この市有地を国や三重県に土砂
の持込地として提供し、有効活
用することにしたんだ
よ。
とてもいいアイデアだ
ね。
高台を造成するための
費用を国や三重県にも負
担してもらってコストを
下げられるから、まさに
一石二鳥の計画なんだ。

香良洲高台防災公園完成イメージ

そんなメリットもあるんだ
ね。それでこの高台はいつ頃で
きるの？
すでに国や三重県とは、2021
(平成33)年度の完成を目指して
具体的に話が進んでいて、高台
の造成は国土交通省と三重県、
津市の３者で、公園の整備は津
市が行う計画なんだ。
少しでも早く避難場所として
使いたいね。
とても大きな高台だから、全体
が完成するまで少し時間がかか
るんだけど、完成予定の2021(平
成33)年度より早い４年後の2017
(平成29)年春には、避難場所とし
て利用できる予定なんだよ。
完成すると公園もできるし、
楽しみだね。
そうだね。この高台は市民の
皆さんのアイデアから生まれた
全国的にもほとんど例のない構
想なんだ。
これからも市民の皆さんと一
緒に災害に強いまちづくりに取り
組んでいかなくちゃいけないね。

広報 津 2013.6.1
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森林
セラピー
森の癒やしの力を
実感してみませんか

美 杉 で ゆっく り、 森呼吸。
東海地方で初めて森林セラピー基地 の認定を受けた美杉地域。
森林セラピーとは、森林の癒やし効果を生かして人間が本来持っている
「こころ」と「からだ」の元気を取り戻そうとするものです。
森林の持つ癒やし効果は、今までも「森林浴」として親しまれてきまし
たが、森林セラピーでは、一歩進んで、実際に心拍変動や血圧・脈拍などの
生理実験を行い、ストレス緩和や健康増進などの効果が期待できることを
実証しています。

森林セラピー基地
で五感のアンテナを研ぎ
澄まして風のざわめきや
木々の息吹を感じ、自分に
合ったリラックス法
を探してみてね。

み

す

ぎ

す

と

みすぎん

森林セラピーについて
詳しくは、こちらから！

日神西浦コースの滝
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伊勢本街道

君ヶ野ダム

美杉森林セラピーコース案内

拠点施設

拠点施設

拠点施設

拠点施設

拠点施設

拠点施設

問い合わせ
美杉総合支所地域振興課
272−8082
272−1119
広報 津 2013.6.1
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市からのお知らせ
お知らせ
個人市民税・県民税の
納税通知書を送付
市民税課
229−3130

229−3331

平成24年中の所得に対する個
人市民税・県民税の年税額が決定
しましたので、該当する人には
納税通知書を６月に送付します。
同封の納付書に記載された納
期を確認の上、各金融機関やコ
ンビニなどで納めてください。
なお今年度、個人市民税・県
民税が非課税の人には、納税通
知書を送付しません。
■納付方法
普通徴収
市から送られてきた納税通知
書に同封の納付書で、６月・８
月・10月・翌年１月の４回の納
期に分けて、各個人で納付して
ください。金融機関などで口座
振替手続きをしている人は、指
定の口座から引き落とされます。
特別徴収
●給与所得者など
個人市民税・県民税を６月か
ら翌年５月までの年12回に分

日 9時〜16時
6月23日■

●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…保険医療助成課
(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)
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電話番号

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

けて給与から差し引き、給与
支払者から納付していただき
ます。
●公的年金受給者
所得が公的年金のみであるな
どの条件に該当する人は、個
人市民税・県民税を公的年金
からの引き落としにより納付
していただきます。今年度新
たにこの制度に該当する人に
は、納税通知書に案内文書が
同封してありますので、ご確
認ください。
事業所に勤めている人は
平成26年度から原則、特別徴
収になります。平成26年度に県
内の全市町で、法令に基づいた
特別徴収義務者の指定を行いま
す。現在普通徴収の人も、退職
者など一部の例外を除き、特別
徴収による納付になります。詳
しくは市民税課までお問い合わ
せください。

道路の穴ぼこなどを
見つけたら連絡を
建設整備課
229−3193

ファクス

229−3345

道路を安全に通行できるよう、

穴ぼこなどの危険な場所を発見
したら、連絡をお願いします。
○北エリア(相川以北の津地域、
河芸・芸濃・安濃・美里地域)
津北工事事務所
267-0181
268-5235
建設整備課
229-3193
229-3345
○南エリア(相川以南の津地域、
久居・香良洲・一志・白山・美
杉地域)
津南工事事務所
254-5350
255-5586
建設整備課
229-3193
229-3345

保育料を減免
幼稚園就園奨励制度
教委学校教育課
229−3332
229−3245

平成25年６月１日以降、市内
に住所があり、市立または私立
の幼稚園に就園している子ども
のいる家庭に、世帯の所得状況
に応じて保育料の減額や免除を
行います。
詳しくは、就園先の幼稚園ま
たは、教委学校教育課へお問い
合わせください。

津市のまん中ウォーク

七夕飾りと津のまちウォーク
〜津のまちから伊勢街道で垂水へ〜

不要
し込み
事前申

休日納付相談・
納付窓口

記号の見方

土
6月29日■※雨天決行
9時30分〜10時30分に近鉄津駅西口前集合

七夕飾りに彩られた商店街
と津のまちを伊勢街道に沿っ
てウオーキング。コースの途
中では「津のおいしいもの」
が味わえ(受け付け先着500
人)、安濃津ガイド会や、とき
めき高虎会によるガイドもあ
問い合わせ

商業振興労政課

ります。
コース 近鉄津駅→四天王寺
→立町商店街→津観音→大
門大通り商店街→観音橋→
閻魔堂→地蔵堂→思案橋→
成就寺→東雲寺→近鉄南が
丘駅(約８㎞)
えん

ま

どう

229−3169

229−3335

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

教科書展示会

教委教育研究支援課学校サポートセンター
279−8501
279−8125

小・中学校用などの教科書を
展示します。
とき・ところ
６月14日(金)〜27日(木)
開催日時

ところ

９時〜20時
※土・日曜日は
18時まで

ポルタひさい
３階
多目的研修室Ｃ
県総合教育センター
１階
（大谷町）

９時〜17時

イベント
光と波の健康ウオーキング
香良洲保健センター
292−4147
292−4183

自分に合った距離を選んで、
みんなで楽しくウオーキングし
ましょう。
と き 7月2日(火)9時30分〜
集合場所 サンデルタ香良洲
内 容 距離2.6㎞・3.0㎞・4.5
㎞のコース
持ち物 飲み物、タオル
申し込み 不要

募

集

津まつり参加者
観光振興課
229−3234

229−3335

今年の津まつりは10月12日
(土)・13日(日)に開催します。
あなたも参加してみませんか。
申し込み
観光振興課にある所定の用紙
に必要事項を記入し、記載さ
れている申込先へ ※応募者
多数の場合は抽選
締め切り 6月21日(金)消印有効
※その他のイベントの募集は決
まり次第お知らせします。
■ステージ出演
演舞に演奏など、舞台で楽し
い演技を披露しませんか。
と き 10月12日(土)・13日(日)
10時〜16時
ところ フェニックス特設演舞
場、お城西公園特設ステージ
■大パレード

パレードに参加して大通りを
練り歩こう。
と き 10月13日(日)９時30分
ごろ〜16時ごろ
ところ 裁判所前〜立町〜松菱前

夏休み
親子エコ・クッキング講座
環境政策課
229−3212

229−3354

東邦ガスと
の共催で、環
境にやさしい
料理教室を開
催します。親
子で楽しく調
理しながら、家庭でできるエコ
な取り組みを学びませんか。
と き ７月26日(金)10時30分
〜13時30分(予定)
ところ 橋北公民館
講 師 三宅秀佳さん(東邦ガス
料理教室講師)
対 象 市内に在住・在学の小
学生と保護者
定 員 先着12組
参加費 無料
申し込み ６月10日(月)から電
話で環境政策課へ

２日間の
講座で
１冊が完
成

とき・ところ
いずれも９時30分〜12時
コース

とき

Ａ

７月27日㈯
28日㈰

久居公民館３階
大会議室

Ｂ

８月２日㈮
９日㈮

津図書館２階
視聴覚室

Ｃ

８月３日㈯
４日㈰

河芸公民館２階
第１・２会議室

Ｄ

８月10日㈯
11日㈰

芸濃総合文化セン
ター２階
大研修室

対

ところ

象 市内に在住・在勤・在学
の人(小学生以下は保護者同
伴)で２日間とも参加できる人
定 員 各コース抽選25人

材料費 800円
申し込み はがきまたはＥメー
ルで、
「手づくり絵本教室」と
希望するコース(第２希望ま
で)を明記し、郵便番号、住
所、氏名、保護者氏名、電話
番号を津図書館(〒514−8611
住所不要、 229−3321@city.
tsu.lg.jp)へ ※Ｅメールで
申し込んだ人には、受信した
旨のメールを返信します。
締め切り ６月28日(金)必着
問い合わせ 津図書館
229−3321
229−1458

さらに見やすい広報紙へ

６月16日号から

広報津
全ページ

問い合わせ
広報課
229−3111
229−3339

化

2013

６/11806
№
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市からのお知らせ
集

こどもエコクラブ(JEC)
229−3354

公民館地域力創造セミナー
高田短期大学共催
シニア・パソコン教室
中央公民館
228−2618

229−5150

パソコン操作の基礎から解説
し、インターネットの基本的な
使い方を紹介します。
と き ６月30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
で60歳以上のパソコン初心者

文化の新人賞
津市文化奨励賞の候補者
文化振興課
229−3250

芸術、学術、市民文化などを
通じ、将来一層の活躍が期待さ
れる個人または団体の活動を奨
励するため、津市文化奨励賞の
候補者を募集します。
対 象 市内に在住・在勤・在
学、または津市出身の個人お
よび津市を中心に活動してい
る団体で、以下の部門で優れ
た業績を挙げ、将来一層の活

津市 美 術 展覧会
出品作品募集

土 11月4日■
月・休 開催
10月26日■〜
問い合わせ 文化振興課
229−3250
229−3247

10月26日〜11月４日に開催する津市美術展
覧会の出品作品を募集します。皆さんの力作を
お待ちしています。
対 象 市内に在住・在勤・在学の人、または
市内にある文化団体に加入している人(事前
に文化振興課へ登録が必要)
出品規定 自己の創意工夫により制作した未発
表作品(１人１部門のみ１点)
出品料 １部門１人500円(各種学校生を含む学
生は無料。搬入時に学生証などの提示が必要)
申し込み 出品申込書に出品料を添えて、作品
搬入日に各会場の受け付けへ
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229−3247

躍が期待されているもの
芸術部門(文芸・美術・音楽・
舞台芸術など)
伝統芸能部門(伝統芸能の保存
・継承など)
学術部門(歴史・民俗・文化財
・自然科学など)
市民文化部門(まちづくり・生
活文化など)
申し込み 文化振興課または各
総合支所地域振興課にある応
募用紙に必要事項を記入し、
文化振興課(〒514−0056 北河
路町19−1 メッセウイング・み
え内)または各総合支所地域振
興課へ ※募集要項は津市ホー
ムページからもダウンロード
できます。
締め切り ８月２日(金)必着

▲

「エコまる」

Ｅメール

▲

地域で環境活動をするクラブ
を募集します。メンバーになる
と、活動に役立つニュースレ
ターなどをお送りします。
対 象 ３〜18
歳のグループ
申し込み 環境
こどもエコクラブ
政策課へ
イメージキャラクター

定 員 抽選20人(初めての人
を優先)
受講料 無料(資料代300円が必
要)
申し込み 往復はがきに講座名、
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
有効
締め切り ６月14日(金)必着
※昼食は持参または学外で取っ
てください。

ファクス

▲

環境政策課
229−3212

電話番号

▲

募

記号の見方

昨年の表彰式

出品部門・会場
■津リージョンプラザ会場
●彫刻
●美術工芸
●写真(組写真・一
枚写真)
●書(漢字・仮名・
調和体・刻字・篆
昨年の写真部門鑑賞会
刻)
■ポルタひさい会場
●日本画
●洋画(油絵・水彩画・パステル画・素描・版画)
作品の搬入 10月19日(土)・20日(日)の９時
30分〜16時に、それぞれの会場(津リージョ
ンプラザまたはポルタひさい)へ
※作品規定など詳しくは、６月３日(月)から文
化振興課または各総合支所地域振興課、各公
民館などで配布する募集要項・出品申込書で
ご確認ください。津市ホームページからもご
覧いただけます。
てん

こく

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

就農支援「市民農業塾」
受講生

環境保全型農業直接支払
交付金

市内で新たに農業を始めたい
人や農業法人などへの就職を希
望する人を対象に、秋冬野菜の
栽培実習などを行います。
と き ８月〜12月のうちの土
曜日で７日間、いずれも９時
〜12時(予定)
ところ 美里地域内の農地
内 容 秋冬野菜の栽培実習、
就
農に関する講義など
対 象 市内に在住の20〜64歳
の人(家庭菜園志向の人は除く)
定 員 書類選考10人
参加費 7,000円(資料代など含む)
申し込み 直接または電話で農
林水産政策課へ
締め切り ６月21日(金)

環境に配慮した営農活動をし
ている人を支援するため、環境
保全型農業直接支払交付金を交
付しています。
対象者
エコファーマー認定を受けて
いる農業者(特例措置あり)
農業環境規範に基づく点検を
行っている農業者
対象の取り組み
化学肥料や化学合成農薬を５
割以上減らす取り組みと次の
いずれかを組み合わせた取り
組み
カバークロップ…化学肥料や
化学合成農薬を５割以上減ら
す取り組みの前後いずれかに、
緑肥などを作付けする
堆肥の施用…化学肥料や化学
合成農薬を５割以上減らす取
り組みの前後いずれかに、
国が
定める要件の下、堆肥を施す

農林水産政策課
229−3168
229−3172

▲
▲
▲

ＩＰＭ技術…対象作物(大豆、
ナシ、カキ、かんきつ、キャ
ベツ、ナバナ、イチゴ、茶)ご
とに決められた総合的病害虫・
雑草管理技術を行う
草生栽培…化学肥料や化学合
成農薬を５割以上減らす取り
組みを行う園地に、麦類や牧
草などを作付けする
化学肥料や農薬を使用せず、
遺伝子組み換え技術を利用し
ない有機農業の取り組み
申し込み 農林水産政策課にあ
る申請書に必要事項を記入し
て提出
締め切り ７月１日(月)

▲

受講生
募集

農林水産政策課
229−3168
229−3172

創業への道、はじめの一歩はここから！
第３期

津創業道場 ～白帯編～

「創業したい！でも自分にできるのだろうか」
そう思っていませんか。創業に必要な知識やノ
ウハウを学び、同じ志を持つ仲間と語り合っ
て、 はじめの一歩 を踏み出しましょう。
と き ６月30日(日)、
７月７日(日)・14日(日)・
21日(日)・28日(日)いずれも10時〜17時
※全５回

指す人、
市内で創業を目 業拡大を
事
創業後さらなる ！
目指す人集まれ

ところ アストプラザ研修室Ｂ
内 容 創業の心得、ビジネスプラン作成、プ
レゼンテーションの極意などについての講義
(グループワークあり)。最終日にコンテスト
形式でビジネスプランを競い合います。
定 員 抽選25人
参加費 5,000円
申し込み 津市産業振興センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、ファクスまたはＥメ
ールで津市産業振興センター( info@ipc.city.
tsu.mie.jp)へ
※申込用紙は津市産業振興センターホームペー
ジからもダウンロードできます。
締め切り ６月24日(月)17時必着
問い合わせ 津市産業振興センター
236−3355
236−3356
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児童手当

〜現況届の提出を忘れずに〜

次代の社会を担う児童の健やかな成長と家庭などでの生活の安
定のため、児童を養育している人に児童手当を支給しています。

支給内容
対

象 中学３年生まで(15歳になった日以降の
最初の３月31日まで)の児童を養育している人

支給額
（児童一人当たりの月額）
児童手当

対象となる児童
３歳未満
３歳以上

特例給付

所得制限限度額 所得制限限度額
未満の人
以上の人

1万5,000円
第１子・２子

小学校修了前 第３子以降

1万円

5,000円

1万5,000円

中学生

1万円

所得制限限度額
扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

０人

622万円

833万3,000円

１人

660万円

875万6,000円

２人

698万円

917万8,000円

３人

736万円

960万円

４人以上

１人につき38万円
を加算

−

※所得には老人扶養や医療費控除など一定の控除があります。

支給時期 原則として、６月、10月、翌年２月
にそれぞれの前月分までを支給

６月中に必ず現況届の提出を
児童手当の受給対象者には、６月上旬に「現況
届」を送付します。現況届は、毎年６月１日の状
況を届け出ることで、児童手当を引き続き受ける
ことができるかどうかを確認するためのもので
す。提出がなければ、６月分以降の児童手当が受
けられなくなります。必ず期限までに提出してく
ださい。
提出書類 津市から送付する「現況届」に、次の
必要書類を添付して提出してください。
●厚生年金などの加入者は健康保険被保険者証な
どの写し(加入保険の種類によって、勤務先で
もらう年金加入証明)
問い合わせ
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●今年１月２日以降に転入した人は、前住所地の
市区町村長が発行する平成25年度所得課税証
明書
●その他、必要に応じて書類を提出
提出期限 ６月28日(金)

変更があったときは届け出を
次のような場合は、必ず届け出をしてください。
●他の市町村に住所が変わるとき
●子どもが生まれた場合など、児童の数に変更が
生じたとき
●児童の面倒を見なくなったとき
●婚姻などで生計の中心者が変わったとき
●公務員になったとき
●単身赴任などで児童と別居することになったとき

出生、転入などで
新たに受給資格が生じた場合
児童手当を受給するには、こども家庭課または
各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アス
トプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)に事
由の発生した日の同月内または15日以内に申請
が必要です。公務員は勤務先で手続きをしてくだ
さい。ただし、独立行政法人などに勤務している
人は津市に申請が必要です。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受ける
ことはできませんので、ご注意ください。
必要な書類
●請求者の健康保険被保険者証の写し、または年
金加入証明書(国民年金に加入している人は不
要)
●請求者名義の銀行などの口座番号が分かる通帳
やキャッシュカードのコピー
●今年１月２日以降に転入した人は、前住所地の
市区町村長が発行する平成25年度所得課税証
明書
●その他、必要に応じて書類を提出(児童と別居
している場合など)

こども家庭課
229−3155
229−3451
または各総合支所市民福祉課(福祉課)

市民活動紹介

問い合わせ 対話連携推進室
229−3366
229−3110

NPO家具固定を進める会

〜身近なところから地震に備える〜
「地震が起きた際には、倒れた家具や割れ
たガラスで被害を受ける人が多いんです」と
会長の吉田弘さんはダミー人形を使った実験
を見せて説明してくれました。
ＮＰＯ家具固定を進める会は、平成16年、
有志で地域の家具を固定して回ったことを
きっかけに発足し、市とも連携しながら、実
演講習会や取り付け活動を行っています。取
り付けは有料ですが、市の家具固定に対する
補助金制度が利用できます。
「自分の身は自分で守ることが大事。簡単
にできる固定方法もアドバイスできるので、
まずは相談してください」と話す吉田会長。
近いうちに起こると言われている大規模地震
に備えるため、ＮＰＯ家具固定を進める会の
活動は続きます。

イベントで活躍する晴れる矢甲冑隊

●主な活動内容
●地震などによる転倒を防止するための家具の
固定
●家具固定方法の実演講習会と相談
●問い合わせ
ＮＰＯ家具固定を進める会
234−7603(吉田)

男女が支えあい、いきいきと暮らせるまちをめざして

第２次津市男女共同参画基本計画を策定
津市は、平成19年に男女共同参画都市を宣
言し、津市男女共同参画推進条例を施行しまし
た。その翌年には、
「津市男女共同参画基本計
画」を策定して、男女共同参画社会の実現に取
り組んできました。
この基本計画の計画期間が平成24年度に終
了したことから、社会経済情勢の変化や市民意
識の現状に対応した今後５年間の津市の取り組
みとして、「第２次津市男女共同参画基本計
画」を策定しました。
詳しくは、津市ホームページでお知らせして
います。
津市男女共同参画室
│

6月23日から29日は男女共同参画週間
毎年６月23日から29日までの１週間を「男
女共同参画週間」とし、津市でも三重県内男女
問い合わせ

男女共同参画室

共同参画連携映画祭を開催しています。
性別にかかわりなく、男性と女性が、職場
で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性
と能力を発揮できる「男女共同参画社会」につ
いて、この機会に考えてみませんか。

男女共同参画情報紙つばさ第14号を発行
三重男性看護師会にインタビューした「まち
を元気にする男女(なかま)たち」など、男女共
同参画に関する情報が掲載されています。
配布場所 男女
共同参画室、
各総合支所地
域振興課(生
活課)、公民
館など
229−3103

229−3366
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春満開の三多気
▲

4/13・14

桜名所百選にも選ばれて
いる三多気で桜まつりが開
催されました。会場では地
域特産物のバザーや伝統の
千本づきなど多彩なイベン
トが行われ、満開の桜を見
に訪れた人を大いに楽しま
せていました。

大きくなあれ 梨の授粉

4/11

▲

4/27

▲

幽玄なる世界を堪能

お城公園特設舞台で津市民薪能が開催され、仕舞

香良洲小学校の体験学習園で、３年生と５年生が

や狂言、能「黒塚」などが披露されました。宵闇の

梨の授粉作業を体験しました。子どもたちは、梨農

中、鼓の音とかがり火の炎が荘厳な雰囲気を醸し出

家の人たちに教えてもらいながら、秋の収穫のため

し、会場は幽玄の世界に包まれました。

に真剣に取り組んでいました。

全国大会に向け一致団結

4/22

▲

4/7

▲

団員としての初仕事

津市消防団美杉方面団の女性団員で構成される
安濃分署で、津市消防団安濃方面団の入団式があ

「めぐみ分団」が、10月に横浜市で開催される全

りました。10人の新入団員は、消防職員と先輩団

国女性消防操法大会に向け、結団式を行いました。

員からポンプ操作やホース巻きなどを教わり、初め

宝くじ助成金で整備した軽可搬消防ポンプを使用し

ての消防団員としての活動に取り組みました。

て、連日猛訓練を行っています。
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4/21

▲

晴れ渡る空 楽座のにぎわい

フェニックス通りと津市まん中広場で、高虎楽
座が開催されました。抜けるような青空の下、太
鼓演奏・キッズダンスなどのステージや雑貨など
が並ぶにぎわい市が行われ、会場は活気にあふれ
ていました。

新緑の湖畔を駆ける

4/14

▲

4/6

▲

雨にも負けない熱気

春の久居まつりが久居二ノ町商店街周辺で開催さ

龍王桜マラソン＆ウォーキング大会が錫杖湖畔で

れ、迫力あるかんこ踊りや餅つき体験、地元商店街

開催され、市内外から多くの参加者が健脚を競いま

などによる出店がありました。ステージではハチ公

した。例年は桜舞い散る中の開催ですが、今年は一

音頭の演奏と踊りなどが行われ、会場は雨の中でも

味違った鮮やかな新緑の中で、選手たちは爽やかな

熱気に包まれていました。

汗を流していました。

開講式で人権学習

4/12

▲

4/9

▲

中学校生活の第一歩

美里中学校で入学式が行われました。新１年生

川合文化会館で教養文化講座の開講式がありまし

24人は、これから始まる中学校生活に希望で胸を

た。参加した皆さんは、講師の紹介や講座について

膨らませながら、緊張した面持ちで式に臨んでいま

の説明を受けた後、人権について学習しました。

した。
広報 津 2013.6.1 17
5

みんなの情報掲示板

みんなの

情報掲示板
お知らせ
国有財産を売却
次の物件を一般競争入札で売
却します。手続き方法など詳し
くはお問い合わせください。
香良洲町地内２件、高野尾町
地内１件、野田地内１件
６月５日(水)〜14日(金)に入
札書を東海財務局へ
津財務事務所( 222−9571)
農業の経営所得安定対策
経営所得安定対策は、農業者
戸別所得補償制度に代わるもの
で、申請の方法、交付金単価な
どは、これまでどおりです。交
付要件などを確認して、期日ま
でに申請手続きをしてください。
生産数量目標に従って、交付
対象作物を販売目的で生産する
販売農家と集落営農
７月１日(月)までに東海農政
局津地域センター ( 0120−38−
3786)へ
一人親家庭の子どもへの
学習支援(無料)
ボランティアが家庭や公共施
設などで学習支援を行います。
６月〜来年３月
津市ふれ
あい会館(本町)など
小学４
年生〜中学３年生で、児童扶養
手当を受給中か同等の所得水準
の一人親家庭の子ども
50人
※応募者多数の場合は選考あり
県子育て支援課( 224-2271)
線路を渡るときは
必ず踏み切りや地下道を
踏み切り設備がない場所での
線路の横断は、重大な事故につ
ながります。踏み切り設備のな
い場所での横断は絶対にやめま
18 広報 津 2013.6.1
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記号の見方

日時

場所

内容

しょう。
ＪＲ東海三重支店松阪工務区
( 050−3772−3910)、建設整備
課( 229−3193)

イベント
三重ＦＰフォーラム2013
in津(無料)
「おもろい人生のススメ！〜
終わりよければ全て良し〜」と
題し、
「終活」をテーマにファイ
ナンシャルプランナーの視点か
ら分かりやすく講演します。
６月23日(日)10時〜11時40
分
三重県教育文化会館５階
大会議室(桜橋二丁目)
100人
日本FP協会東海ブロック(
0120−874−018)
Ｂ型肝炎・給付金の
説明会と講演(無料)
集団予防接種でＢ型肝炎ウイ
ルスに感染した人へ、国から給
付金が支給されます。
６月22日(土)13時30分〜16
時30分
津商工会議所５階会
議室(丸之内)
白木克哉さん
(三重大学医学部附属病院准教
授)による講演、給付金の説明・
個別相談会
Ｂ型肝炎ウイル
スに感染した人、その家族また
は遺族
135人 ※事前申し
込み不要
全国Ｂ型肝炎訴訟名古屋(愛
知・岐阜・三重)弁護団( 052−
961−0788)

募

集

年少リーダー研修キャンプ
６月15日(土)13時30分〜16
日(日)15時30分 ※１泊２日
津市青少年野外活動センター
(神戸)
野外炊事、キャンプ
実習など
市内に在住の小学
４〜６年生
1,000円
６月６日(木)までに教委生涯

対象

定員

抽選

先着

学習課青少年センターにある所
定の申込書に必要事項を記入し、
津市子ども会育成者連合会事務
局(同課青少
年センター
内、 225−
7172)へ
７月27日(土)開催
2013津花火大会協賛のお願い
●企業協賛…同大会プログラム
への掲載は１口１万円〜
●市民協賛…１口1,000円〜、
プログラムへの掲載メッセー
ジ付きは１口１万円
６月21日(金)までに津花火大
会実行委員会事務局(観光振興課
内、 229−3234)へ

2013津花火大会協賛イベント
阿漕浦海岸キス釣り大会参加者
７月13日(土)５時〜
阿漕
浦海岸(御殿場海岸広場前)
1,000円(中学生以下500円)
７月10日(水)までに所定の用
紙に必要事項を記入し、津花火
大会実行委員会事務局(観光振興
課内、 229−3234)へ

費用

申し込み

問い合わせ

介護職員初任者
(旧ヘルパー２級)研修
７月９日(火)〜９月11日(水)
三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)他
離職者で三重県に住民
登録している満65歳未満の人
40人
無料(別途テキス
ト代などが必要)
６月３日(月)〜26日(水)に三
重県社会福祉協議会( 227−
5160)へ ※必着
シルバー人材センター
造園管理業務技能講習(無料)
７月24日(水)〜８月２日(金)
のうち８日間
お城公園、津
市社会福祉センター
樹木管
理に必要な剪定技術や防虫・施
肥などの講習
55歳以上で求
職中の人
20人
６月３日(月)〜25日(火)に津
市シルバー人材センター( 224
−4123)、または三重県シルバー
人材センター連合会( 221−
6161)へ
せん てい

ベジノワmie料理教室
コミュニティレストランO＋
のワンデイシェフが三重の安心
食材を使った野菜中心の料理教
室を行います。
６月27日(木)10時30分〜13
時
県男女共同参画センター
「フレンテみえ」１階生活工房
(県総合文化センター内)
女
性
20人
1,500円 ※
食材費含む
６月７日(金)から、ファクスま
たはＥメールで住所、氏名、電
話番号をベジノワmie事務局(
221−0919、 vegenowa@gmail.
com)へ
同事務局( 221-0909)
オー プラス

親力アップ講座
「伸びる子供」に育てたい！(無料)
６月27日(木)10時〜11時30
分
県男女共同参画センター

電話番号

ファクス

メール

「フレンテみえ」セミナー室Ｂ
中学生までの子どものいる保
護者
50人 ※託児あり
(
20人、 １人500円)
６月６日(木)から、電話また
はEメールでスコーレ東海事務
所( 058−231−8892、 tokai
@schole.org)へ
県立美術館でのボランティア
受け付けや案内、資料の整理
など半日程度の活動
18〜66
歳で月に４回以上の活動ができ
る人 ※高校生を除く、
事前に７
月20日(土)・27日(土)の養成講
座を受講できる人
30人
６月30日(日)までに往復はが
きで住所、氏名、年齢、生年月
日、電話番号を同美術館ボラン
ティア「欅の会」(〒514−0007
大谷町11、 227−2100)へ ※
消印有効
けやき

シャフルボードセミナー
＆津大会
７月７日(日)９時〜16時30分
一志体育館
シャフルボー
ドのセミナー(午前)と大会(午後)
30人
1,000円(セミナーの

無料相談コーナー

ホームページ

み500円、大会のみ800円)
６月４日(火)〜27日(木)に所
定の申込用紙に記入の上、
郵送ま
たはファクスで津シャフルボー
ドクラブ担当(〒514−0083 片田
新町47-５、 237−4560)へ
同担当( 237−4560)

健

康

転倒予防教室(無料)
６月27日(木)10時〜11時30
分
津センターパレス地下１階
市民オープンステージ
「転ば
ないからだつくり」
についての講
話と転倒予防体操 ※手話通訳
あり
市内に在住の60歳以上
の人
80人
６月13日(木)から津市社会福
祉協議会津支部( 213−7111)へ
話で男女共同参画室(
3103)へ

229−

暮らしのなんでも相談会
６月22日(土)10時〜16時
津市労働会館
弁護士や税理
士、金融・住宅・保険などの専
門家による相談
６月19日(水)までに暮らしの
ほっとステーション津( 227−
1707)へ

元公証人(弁護士)による法律相談
毎月第２・４火曜日13時〜16
時(祝･休日、年末年始を除く)
津センターパレス３階
７人 ※12時から整理券を配布
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)へ

女性弁護士による法律相談(面談)
６月24日・７月22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)
６月19日(水)８時30分から電

登記相談(面談･要予約)
毎月第２･４火曜日13時〜16
時
三重県土地家屋調査士会
(河辺町)
不動産(土地･建物)
の調査、測量、表示登記、境界
に関する相談
同調査士会( 227−3616)
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前葉泰幸

ポルタひさいの窮状と再生案については、このコ
ラムでも３回にわたってお話してまいりました。そ
の間、市民の皆様も共にこの問題に向き合い、多く
の方々が立場を超えて歩み寄り、ご協力くださった
ことに心から感謝しております。おかげをもちまし
て、この３月議会において、津市がポルタひさいの
一部を取得し、総合支所などとして活用するための
予算が可決されました。
ポルタ再生へと目を向けたとき、次のような点を
ご心配なさるお声も聞こえてまいりましたので、こ
の機会にご説明させていただきます。
第１に、久居総合支所がポルタに移転すると、支
所がなくなる久居東鷹跡町では住民票の交付などの

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります

広報 津

津市長

●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

ポルタ再生への
新たな疑問に
お答えします

●毎月1日・16日発行

市 長 コラム

窓口サービスが受けられなくなるのではないか、と
いう点です。こうしたご不便を避けるために、旧久
居市役所跡地に建設することが計画されている(仮
称)久居ホールに行政サービスコーナーを設置し、
住民票をはじめ各種証明書の発行などの窓口業務を
提供したいと考えております。
第２に、ポルタひさいふれあいセンター内の市民
ギャラリーや交流活動室などの機能はどうなるの
か、というご質問もいただきました。このような文
化の展示、発表の場や住民活動のための部屋は、(仮
称)久居ホールに併設することを計画しています。
今回のポルタ再生に伴い、文化振興や住民活動へ
の支援が後退したり、行政サービスを提供する窓口
の数が減少したりすることはございません。どうぞ
ご安心ください。
いよいよ(仮称)久居ホールの基本計画づくりが始
まります。行政サービス機能を併設し、住民の交
流、会議のための施設も備えたホールです。歴史あ
る久居地域に作られる新しい文化活動の拠点が、使
い勝手の良い、住民に親しまれるホールとなるよ
う、皆様のご意見を伺いつつ進めてまいります。な
お一層のご理解とご協力をお願いいたします。
津市長コラム

市 長 活動日記から
■龍王桜マラソン＆ウォーキング
大会(錫杖湖周辺)…４月14日

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

■部長級職員等「組織経営セミナー」
講話…４月20日

市民の期待にきちんと応え、頼り
にされる「即答・即応し実現する市
役所づくり」が今年の課題です。
この実現には、市職員が意欲を持
ち、能力を向上させることが必要で
あり、私が直接、職員に語りかける
「市長講話」を全ての職位において行
うこととしました。幹部職員から新
規採用職員まで、14回にわたって同
じ資料を使い、同じテーマ「望まれ
る基礎自治体をめざして」で語りま
す。この日の部長級職員には、部の
経営という視点で、同じコストで、
より高付加価値の成果を市民に届け
てほしいという思いを伝えました。
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。

うららかな春の日差しのなか、龍
王桜マラソン＆ウォーキング大会が
開催され、1,099人の皆さんにエン
トリーしていただきました。この
10㎞コースは高低差が100mほどあ
り、特に７㎞地点からの急な上り坂
はランナー泣かせですが、龍王桜と
錫杖湖の美しい景観と沿道の皆さん
からの声援によって楽しく走ること
ができます。私もマラソン10㎞男
子の部に参加し、昨年のタイムを７
分短縮する52分22秒で完走するこ
とができました。素晴らしい大会に
していただいた実行委員会の皆さん
のご尽力に感謝いたします。

■消防本部特別視閲、高度救助隊
発足式…４月16日
消防本部において消防職員を視閲
し、規律正しく職務に取り組む姿勢
を確認しました。また、高度救助隊
の発足式に出席し、12人の隊員に
隊員章を渡しました。
高度救助隊は、がれきの中の生存
者の救出などに出動し、電磁波で心
臓の鼓動を捉える装置や体温で生存
者を確認する装置などを扱い、迅速
に人命救助に当たる頼もしい部隊で
す。新たな救助工作車に装備したこ
れらの高度資機材を活用し、また日
頃の訓練の成果を発揮し、災害時に
市民の命を守るよう活躍することを
期待しています。

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25年６月１日発行
平成25年

第２号

環境政策課
229−3139

229−3354

６月５日は環境の日 ６月は環境月間
６月５日の環境の日は、1972年６月５日の国
連人間環境会議を記念して国連が定めた「世界環
境デー」を受け、環境基本法で定められました。
また、６月の１カ月間は「環境月間」として、

全国で地球温暖化対策などの行事が行われます。
津市でも、この期間にホタル観察会や、公園など
で記念植樹を行っています。皆さんも、この機会
に環境について考えてみませんか。

実践！エコドライブ
自動車は、同じ距離の移動でも運転方法などに
よって消費する燃料の量に差が出ます。また、消
費する燃料の増加に比例して、CO2(二酸化炭素)
の排出量も増加します。自分の車の燃費の変化を
意識しながら、エコドライブを実践しましょう。

早めのアクセルオフを

やさしいアクセルで省エネ運転を

アイドリングストップを

「発進後５秒で時速20km程度」を目安にして、
急発進や急加速をせず、ふんわりアクセルを踏み
ましょう。やさしいアクセル操作は安全運転にも
つながります。

わずかな時間のエンジン停止でも、省エネ効果
があります。待ち合わせや荷物の積み下ろしなど
で駐停車するときは、エンジンを切りましょう。

加速・減速の少ない運転を

小まめな節約を

頻繁な加速や減速をすると燃費が悪くなります。
事故にもつながりやすいので、安全運転のために
も車間距離に余裕を持って、一定の速度で走るこ
とを心掛けましょう。

タイヤの空気圧をチェックする、不要な重い荷
物は積んだままにしないなど、小さな工夫が燃費
の向上やエコドライブにつながります。

津にも
が！ ラムサール条約湿地
候補地
豊津浦から町屋浦にかけての海岸と伊勢湾に
注ぐ河川(雲出川・櫛田川・金剛川・愛宕川・
祓川)の河口域は、2010年９月にラムサール条
約湿地の潜在候補地に選定されています。
潜在候補地とは、ラムサール条約湿地の登録
のための国際基準を満たす湿地を環境省が絞り
込んだものです。ラムサール条約湿地として登
はらい がわ

信号などで停止することが分かったら、早めに
アクセルから足を離しましょう。減速や坂道の下
りでは、エンジンブレーキを活用しましょう。

録するためには、国際基準を満たすだけでなく、
地元住民や農林漁業者の皆さんに登録の賛同が
得られていることや、将来にわたって自然環境
の保全が図られることが必要になります。
ラムサール条約とは
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿
地に関する条約のことで、登録されると、国
際的に重要な湿地として認められます。

チャレンジ！緑のカーテン作り
ます。同時に、葉から
水分が蒸発する蒸散作
用で熱を奪うため、周
りの温度を下げる効果
があります。
また、ゴーヤやヘチ
マなどは収穫できる楽
しみもあります。

夏の暑い日は、家の外壁などに直接日光が当
たって温度が上がり、夜中になっても室温が下
がらず寝苦しい夜になることがあります。そん
な暑さを少しでも和らげるために、緑のカーテ
ン作りにチャレンジしてみませんか。
緑のカーテンは、ゴーヤ、アサガオなどのつ
る性植物で作る自然のカーテンのこと。窓の外
や壁面を覆えば、夏の強い日差しを遮ってくれ

緑のカーテンの作り方・育て方(ゴーヤ編)
し、間隔を20〜30cm空けて植えてください。
地植えの場合には、もう少し広く間隔を空け
ましょう。
③ネットを張る
つるがある程度伸びてきたらネットを設置し
てください。この時、支柱や重石を使ってネ
ットが倒れないように固定しましょう。

【用意するもの】

○支柱 ネットを固定するために使用します。
○ネット 設置スペースに合った大きさで、網
目は10cm程度がおすすめです。
○プランター 深くて大型のもの(地植えでも構
いません)
○土 野菜用の「培養土」がおすすめです。
○肥料 敷きわらや油かすが良いでしょう。化
成肥料の場合は遅効性のものを使いましょう。

【作り方】

【育て方】

①土を準備する
水はけを良くするため、小石などをプランタ
ーの底に敷きましょう。押し込まず、ふんわ
りと空気を入れるように土を入れてください。
②苗をプランターに植え替える
ポットから根を傷つけないように苗を取り出

○水やり 水やりは毎日しましょう。真夏は朝
と夕方の２回程度がおすすめです。
○追肥 ２週間に１度くらいの間隔で肥料をや
ると良く育ちます。肥料のやり過ぎは枯れる
原因になるので注意しましょう。
○摘芯 本葉が８〜10枚程度出たら親づるの先
を切りましょう。子づるが伸び出し全体に広
がるので、よりカーテンらしくなります。

土
７月６日■

森林・自然アカデミー

９時〜16時30分

森の野鳥を観察しよう！ 荒天の場合７日■に延期
日

in三重大学演習林（美杉町川上）

先着40人
参加無料

森にすんでいる野鳥のさえずりを聴き、その
姿や飛び方などの特徴を観察します。森の中で
よく見かける野鳥の名前を覚えて、生態につい
て解説を聞くことで、森の大切さを楽しく学習
します。
対 象 市内に在住・在学の小学３年生以上
※未成年者は保護者同伴
申し込み 電話で環境保全課( 229-3140)へ
申込期間 ６月５日(水)〜12日(水)
問い合わせ

環境保全課

229-3140

229-3354

地域の市民清掃デー
地域の環境美化への取り組み
に参加しましょう。
津地域 ９月29日(日)予定
久居地域 ６月２日(日)に各自
治会単位で実施
河芸地域 ６月〜11月に各自治
会単位で実施
美里地域 各自治会単位で実施
白山地域 ６月９日(日)
美杉地域 ６月２日(日)に各自
治会単位で実施
※芸濃・安濃・香良洲・一志地
域は５月に実施
※天候などによって日程が変更
になる場合があります。

ごみ出しＱ＆Ａ
Ｑ１ ごみを集める時間がいつもより、
遅いときがあるのはなぜですか。

Ａ１ できる限り同じ時間帯に収集するように
していますが、ごみが多いときや収集ルート内
で道路工事、渋滞があった場合などは、いつも
どおりの時間帯に収集できないことがありま
す。また、逆に少し早くなったりする場合があ
りますので、決められた時間までに決められた
ごみ一時集積所へ出してください。

Ｑ２ タンスや食器棚・机などの木製家具
は、
どのように出せばよいのですか。

Ａ２ 木製家具は、１ｍ以内に壊し、ガラスや
金属部品を取り外してください。取り外したガ
ラスは「燃やせないごみの日」に、金属部品は
「金属の日」にごみ一時集積所に出してくださ
い。

せん てい

Ｑ３ 剪定後に出た枝や草は、
どのように
出せばよいのですか。

Ａ３ 枝類は長さ１ｍ、
太さ５cm以内に切り、
ひもなどで縛ってくださ
い。草や葉は風で飛ばな
いように透明か半透明の
袋に入れてごみ一時集積
所に出してください。
ひもで縛らずに出された枝類

ごみを出すときは
次のことを必ず守ってね！

◆決められた日の決められた時間までに(前
日から出さない)
◆決められたごみだけを(ごみ収集カレンダー
で確認して当日のごみだけを出す)
◆決められた方法で(他のごみを混ぜない、
透明か半透明の袋で出す)
◆決められた場所に(自治会や管理会社で決
められた場所に出す)

ごみ一時集積所の近くに
大切な物を置かないで！

金属の収集日にごみ一時集積所の前や横
に置かれた自転車を回収し、トラブルに
なった事例があります。ごみ一時集積所の
近くには、大切な物を置かないようにして
ください。
自転車などをごみ
として出す場合や、
集積所で使用してい
ごみ
た物が不要になった
場合は、「ごみ」な
どと記載した紙を貼り付けてください。

つし自然ガイドブック＆ハンドマップ
1,000円で販売中！

つし自然ガイドブック

津市のさまざまな自然を紹介した本「つし自
然ガイドブック」を、環境保全課で販売してい
ます。

全５種類を無料配布中！

ハンドマップ

市内の自然路などの散策に役立つ「ハンド
マップ」を環境保全課で配布しています。
問い合わせ

環境保全課

つし自然ガイドブックとハンドマップ

229-3140

229-3354

使わなくなった物をお譲りください

譲ります
現在掲示板にある情報の一部を紹介します。
ただし、５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。

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、津市市民エコ活動
センターと津市市民活動センターにリユース情
報掲示板を設置しています。
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。

①電子オルガン…幅120cm、奥行
70cm、高さ100cm、無料

■申し込み・問い合わせ
津市市民エコ活動センター（西部クリーンセ
ンター内、
〒514-0081 片田田中町1304）
・ 237-1185
eco-center＠mist.ocn.ne.jp
■開館日時 毎週水〜日曜日10時〜16時

④和だんす…幅115cm、奥行43.5
cm、高さ178.5cm、無料

譲ってください

②客用座布団３枚セット…少々日
焼け有り、無料

○ガーデン用円形テーブル・椅子・ベンチ…鋳物製、
無料

○電動工具(丸ノコ、
ジグソー、
トリマ)…無料
○ワープロ…機種は問わない、
無料

⑤ドラフター(製図板)…製図板部
分のサイズ105cm×76.5cm、
無料

○シングルベッド…無料

○知的教材・おもちゃ…無料

○折りたたみ式ちゃぶ台…直径90cm程度、
無料
○洋裁用折りたたみ式へら台…無料

③学習机…幅100cm、奥行65cm、
高さ110cm、無料

○料理用ミキサー…無料

補助金制度の紹介
申し込みは先着順で受け付けます。詳しくは、各担当へお問い合わせください。なお、年度途中であ
っても、予算が無くなり次第受け付けを終了しますので、あらかじめご了承ください。
名

称

内

容

問い合わせ

新エネルギー利用設備
設置費補助金

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

環境マネジメントシステム
認証取得費補助金

環境負荷の低減を推進し、企業や団体が事業活動の中で継続的・自主的な環境への取
り組みを進めていくために必要なシステムを導入できるように、補助金を交付します。

生ごみ処理機等購入費
補助金

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

リサイクル資源回収活動
報奨金

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

ごみ一時集積所設置等
事業補助金

自治会が管理する耐久構造の集積所の設置費（新設・改修）の一部を補助します。

環境事業課指導・事業担当
237-5311
各総合支所地域振興課

小規模飲料水供給施設
布設事業補助金

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

環境保全課環境衛生担当
229-3282
各総合支所地域振興課

環境政策課環境共生担当
229-3212

環境政策課資源循環推進担当
229-3258
各総合支所地域振興課

折り込み紙

実際に歩いて確認しましょう

市内の避難所・津波避難ビル・
津波避難協力ビル一覧
災害は突然やってきます。地震発生時は揺れが
収まった後、十分に安全を確認してから、また、
台風の時には早めに避難しましょう。
現在、市内には災害時に利用できる避難所が
165 カ所あります。日頃から近くの避難所の確認

平成25年６月１日発行
防災室
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223−6247

をしておきましょう。避難所に地域指定はありま
せんので、最寄りの避難所をご利用ください。
また、避難の際に自動車が使用できないことも
考えられます。避難経路について家庭や地域でよ
く話し合い、実際に歩いておきましょう。

津地域避難所（66カ所）
避難所

所在地

風水害 地震 津波

豊が丘小学校

高野尾町3214-1

高野尾出張所

高野尾町5417-1

高野尾小学校

高野尾町5266-1

大里出張所

大里睦合町1292-1

大里小学校

大里窪田町1821

豊里中学校

大里睦合町820-1

高田短期大学

一身田豊野195

高田中・高等学校

一身田町2843

一身田中学校

一身田中野880-1

一身田公民館
(一身田出張所)

一身田町293-3

○
○
○
○
○
○
○
○
○

三重大学教育学部
附属小学校

一身田大古曽355

※
※
○
※
－
※
－
－
※
○
※
※
○

○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

西が丘小学校

長岡町800-437
納所町245

安東出張所

納所町249-6

櫛形市民館

分部262-1

櫛形出張所

分部1192-1

櫛形小学校

分部1211-1

西郊中学校

一色町219

片田小学校

片田井戸町22

片田出張所

片田井戸町16-1
○…開設する

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

観音寺町359

安東小学校

記号の見方

○
○
○
○
○
○
○
－
※

○ ○ －

○
三重短期大学
一身田中野157
○
県総合文化センター
一身田上津部田1234 ○
白塚小学校
白塚町4463
○
白塚公民館(白塚出張所) 白塚町5205
○
栗真小学校
栗真中山町452
○
栗真出張所
栗真町屋町836-1
○
国児学園
栗真町屋町524
○
北立誠小学校
江戸橋一丁目30
○
アストプラザ
羽所町700
○
橋北中学校
桜橋二丁目38-1
○
南立誠小学校
桜橋二丁目39
○
観音寺保育園
観音寺町604-74
○
一身田小学校

○
○
○
○
○
○
○
○
○

－…開設しない

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

避難所

所在地

風水害 地震 津波

神戸出張所

神戸739-1

神戸小学校

神戸332-1

○ ○ －
○ ○ ※

神戸1680-1

○ ○ ○

新町小学校

八町三丁目3-1

西橋内中学校

東古河町7-1

養正小学校

丸之内養正町14-1

中央市民館

愛宕町233

○
○
○
○

港町1-23

○ ○ ※

津市青少年野外活動
センター体育館

贄崎地区
防災コミュニティセンター

○
○
東橋内中学校
中河原356-2
○
敬和小学校
中河原445
○
敬和公民館
寿町21-22
○
修成小学校
修成町9-1
○
津工業高校
半田534
○
阿漕塚記念館
柳山津興632
○
みえ夢学園高校
柳山津興1239
○
育生小学校
下弁財町津興1350
○
橋南中学校
上弁財町津興2537-4 ○
県立聾学校
藤方2304-2
○
藤水小学校
藤方1627
○
藤水出張所
藤方1491-2
○
南が丘小学校
垂水2538-1
○
南が丘中学校
垂水2622-1
○
南郊公民館(高茶屋出張所) 高茶屋三丁目25-6
○
高茶屋小学校
高茶屋三丁目1-1
○
南郊中学校
高茶屋四丁目44-1
○
高茶屋市民センター
高茶屋四丁目37-59
○
津高等技術学校
高茶屋小森町1176-2 ○
雲出出張所
雲出本郷町1388-1
○
雲出小学校
雲出本郷町1164
○
雲出市民センター
雲出本郷町1389
○
雲出市民館
雲出島貫町488-7
○
高洲町教育集会所

高洲町15-30

さくら児童館

中河原2075

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
※
※
－

－
－
※
※
※
※
※
－
※
※
※
※
※
－
○
○
○
○
○
○
○
－
※
－
－

※…津波警報等発表時に、津波避難ビルとして一時的に逃げ込むことができますが、一定期間避難
生活をする避難所としての利用はできません

久居地域避難所(15カ所)
避難所

所在地

芸濃地域避難所(７カ所)
風水害 地震 津波

避難所

所在地

風水害 地震 津波

久居体育館

久居野村町877-1

○ ○ ○

芸濃小学校

芸濃町椋本5047

○ ○ ○

立成小学校

久居野村町560

○ ○ ○

芸濃総合文化センター

芸濃町椋本6824

○ ○ ○

成美小学校

久居新町737

○ ○ ○

芸濃中学校

芸濃町椋本5147

○ ○ ○

久居東中学校

久居井戸山町721-1

○ ○ ○

明小学校

芸濃町林325

○ ○ ○

桃園小学校

新家町1350

○ ○ ○

旧安西小学校

芸濃町北神山310

○ ○ ○

久居公民館

久居元町2354

○ ○ ○

旧雲林院小学校

芸濃町雲林院566

○ ○ ○

久居農林高校体育館

久居東鷹跡町105

○ ○ ○

錫杖湖水荘

芸濃町河内679

○ ○ ○

久居中学校

久居西鷹跡町494

○ ○ ○

久居高校体育館

戸木町3569-1

○ ○ ○

栗葉小学校

森町270

○ ○ ○

久居西中学校

久居一色町940

○ ○ ○

榊原小学校

榊原町5848

○ ○ ○

誠之小学校

久居西鷹跡町424

○ ○ ○

久居総合福祉会館

久居東鷹跡町20-2

○ ○ ○

戸木小学校

戸木町880

○ ○ ○

日頃から、実際に歩いて最寄りの避難所を確認しておきま
しょう。

河芸地域避難所(７カ所)
避難所

風水害 地震 津波

所在地

美里地域避難所(５カ所)

河芸公民館

河芸町浜田742

○ ○ ○

河芸体育館

河芸町浜田774

○ ○ ○

避難所

朝陽中学校

河芸町上野2010

○ ○ ※

美里社会福祉センター

美里町三郷46-3

○ ○ ○

豊津小学校

河芸町一色1680

○ ○ ※

長野小学校

美里町北長野1435

○ ○ ○

上野小学校

河芸町上野2963

○ ○ ○

高宮小学校

美里町足坂585

○ ○ ○

黒田小学校

河芸町北黒田109-1

○ ○ ○

辰水小学校

美里町家所2045

○ ○ ○

千里ヶ丘小学校

河芸町千里ヶ丘13

○ ○ ○

美里中学校

美里町三郷84

○ ○ ○

記号の見方 ○…開設する

避難所

カーブミラー
−…開設しない

風水害 地震 津波

安濃地域避難所(12カ所)

津波発生時に早く安全に避難でき
るよう、津波浸水予測地域内の避
難所標識や、津波浸水予測地域内
と沿岸部の主要な市道のカーブミ
ラーに海抜を表示しています。こ
れらを参考に、安全な避難経路を
考えておきましょう。

避難所標識

所在地

所在地

風水害 地震 津波

草生小学校

安濃町草生4209

○ ○ ○

草生公民館

安濃町草生4249-1

○ ○ ○

村主小学校

安濃町連部68

○ ○ ○

村主公民館

安濃町連部69-1

○ ○ ○

安濃小学校

安濃町内多451

○ ○ ○

安濃公民館

安濃町内多3653

○ ○ ○

明合小学校

安濃町粟加978

○ ○ ○

明合公民館

安濃町粟加978

○ ○ ○

東観中学校

安濃町東観音寺494-1

○ ○ ○

安濃中央総合公園内体育館 安濃町田端上野818

○ ○ ○

安濃交流会館

安濃町東観音寺51-3

○ ○ ○

サンヒルズ安濃

安濃町東観音寺418

○ ○ ○

※…津波警報等発表時に、津波避難ビルとして一時的に逃げ込むことができますが、一定期間避難
生活をする避難所としての利用はできません

香良洲地域避難所(７カ所)
避難所

所在地

美杉地域避難所(22カ所)

風水害 地震 津波

避難所

所在地

風水害 地震 津波

香良洲小学校

香良洲町2190-1

○ ○ ※

竹原地域住民センター

美杉町竹原2777

○ ○ ○

香海中学校

香良洲町128

○ ○ ※

竹原コミュニティ防災センター 美杉町竹原241-1

○ ○ ○

香良洲公民館

香良洲町1876-1

○ ○ −

竹原多目的集会所

美杉町竹原2821

○ ○ ○

香良洲歴史資料館(若桜会館) 香良洲町6320

○ ○ ※

美杉竹原体育館

美杉町竹原2796

○ ○ ○

たるみ作業所分場
まつぼっくり作業所

香良洲町5722

○ ○ ※

美杉総合開発センター

美杉町八知5828-1

○ − −

美杉中学校

美杉町八知5800

○ ○ ○

香良洲体育館

香良洲町3952-90

− ○ −

太郎生多目的集会所

美杉町太郎生2120

○ ○ ○

サンデルタ香良洲

香良洲町2167

− ○ −

旧太郎生小学校

美杉町太郎生2128-1

○ ○ ○

一志地域避難所(11カ所)
避難所

所在地

風水害 地震 津波

大井小学校

一志町大仰326

○ ○ ○

川合小学校

一志町八太785-1

○ ○ ○

高岡小学校

一志町田尻353-1

○ ○ ○

波瀬小学校

一志町波瀬2236

○ ○ ○

一志中学校

一志町高野2609

○ ○ ○

大井公民館

一志町大仰217-1

○ ○ ○

コミュニティプラザ川合
一志町八太1008-1
(川合公民館)

○ ○ ○

一志高岡公民館

一志町田尻605-2

○ ○ ○

波瀬ふれあい会館

一志町波瀬2232-2

○ ○ ○

とことめの里一志

一志町井関1792

○ ○ ○

一志体育館

一志町高野160-728

○ ○ ○

白山地域避難所(13カ所)
避難所

所在地

風水害 地震 津波

家城小学校

白山町南家城647

○ ○ ○

家城公民館

白山町南家城851-3

○ ○ ○

元取公民館

白山町城立305

○ ○ ○

大三小学校

白山町二本木296

○ ○ ○

大三公民館

白山町二本木1001-253

○ ○ ○

白山中学校

白山町川口471-6

○ ○ ○

白山公民館

白山町川口897

○ ○ ○

川口小学校

白山町川口1991

○ ○ ○

倭小学校

白山町上ノ村183

○ ○ ○

倭公民館

白山町中ノ村581

○ ○ ○

八ッ山小学校

白山町八対野2480

○ ○ ○

八ッ山公民館

白山町八対野994-1

○ ○ ○

白山体育館

白山町古市808

○ ○ ○

伊勢地地域住民センター 美杉町石名原1681

○ ○ ○

伊勢地多目的集会所

美杉町石名原1583

○ ○ ○

美杉伊勢地体育館

美杉町石名原1581-2

○ ○ ○

八幡地域住民センター

美杉町奥津1288-8

○ ○ ○

八幡生活改善センター

美杉町奥津1294

○ − −

美杉高齢者婦人センター
美杉町川上3372
「しゃくなげ会館」

○ ○ ○

美杉高齢者生活福祉センター 美杉町奥津929

○ ○ ○

美杉小学校

美杉町奥津1025

○ ○ ○

多気地域住民センター

美杉町上多気1031

○ ○ ○

丹生俣多目的集会所

美杉町丹生俣1360-2

○ ○ ○

美杉多気体育館

美杉町上多気1042-5

○ ○ ○

下之川地域住民センター 美杉町下之川6115

○ ○ ○

下之川生活改善センター 美杉町下之川1875

○ ○ ○

美杉下之川体育館

○ ○ ○

美杉町下之川6098-2

津波発生時に遠くまで避難できないときに逃げ込む「津波
避難ビル」と「津波避難協力ビル」には表示板が設置され
ています。これらの建物を確認しておき、緊急時の避難に
役立てましょう。

津波避難ビル・津波避難協力ビル

津波から避難する際に、逃げ遅れた人など、ど
うしても遠くまで避難できない人に、少しでも安
全な高い場所を確保するため、あらかじめ指定さ

れた建物が「津波避難ビル」と「津波避難協力ビ
ル」です。津波避難ビルはいつでも避難できます
が、津波避難協力ビルは、所有者や管理者が指定
した日と時間に限り避難できます。

津波避難ビル指定一覧
施設名

所在地

施設名

所在地

第二岩崎病院

一身田町387

たるみ作業所分場

イセットビル

桜橋三丁目408

まつぼっくり作業所

郵便事業株式会社津支店

中央1-1

市営フェニックス通り駐車場

大門7-32

フェニックスメディカルセンタービル

乙部5-3

アスト駐車場

羽所町700

ＣＳビル

寿町18-15

香良洲歴史資料館(若桜会館)

香良洲町6320

津老人保健施設アルカディア

乙部11-5

川口ポンプ場

香良洲町3763-1

掘割ポンプ場

香良洲町3953-3

中日新聞 津橋南専売所

上弁財町24,25,26

パナソニック株式会社 エコソリュー
ションズ社 津工場厚生会館

藤方1668

香良洲町5722

Ｌｕ
ｔｓ(ラッツ)

藤方716

大門病院

大門1-3

イオン津南ショッピングセンター

高茶屋小森町145

津センターパレスビル

大門7-15

ホテル ザ・グランコート津西

広明町345-4

津興第１ビル

本町13-21

ＪＡビル専用駐車場

栄町二丁目407-2

ＴＯＳＨ
Ｉ

中央14-8

フェニックスホテル

大門28-8

県津庁舎(本館)

桜橋三丁目446-34

三重県教育文化会館

桜橋二丁目142

三重県勤労者福祉会館

栄町一丁目891

東邦ガス株式会社津営業所

南丸之内4-10

津工業高校

半田534

みえ夢学園高校

柳山津興1239

県立聾学校

藤方2304-2

サービス付き高齢者向け住宅

神戸154-9

安濃津ろまん
くもづホテル＆コンファレンス

雲出長常町626-10

白塚小学校

白塚町4463

北立誠小学校

江戸橋一丁目30

栗真小学校

栗真中山町452

南立誠小学校

桜橋二丁目39

一身田小学校

一身田大古曽355

敬和小学校

中河原445

養正小学校

丸之内養正町14-1

修成小学校

修成町9-1

神戸小学校

神戸332-1

育生小学校

下弁財町津興1350

一身田中学校

一身田中野880-1

藤水小学校

藤方1627

西橋内中学校

東古河町7-1

雲出小学校

雲出本郷町1164

橋南中学校

上弁財町津興2537-4

豊津小学校

河芸町一色1680

朝陽中学校

河芸町上野2010

香良洲小学校

香良洲町2190-1

香海中学校

香良洲町128

橋北中学校

桜橋二丁目38-1

津リージョンプラザ

西丸之内23-1

東橋内中学校

中河原356-2

津リージョンプラザ立体駐車場

西丸之内23-1

三重短期大学

一身田中野157

津市モーターボート競走場

藤方637

敬和公民館

寿町21-22

市本庁舎

西丸之内23-1

贄崎地区防災コミュニティセンター

港町1-23

市香良洲庁舎

香良洲町1878

津波避難協力ビル指定一覧
施設名

所在地

避難できる期間

８時〜18時 (日曜、祝・休日、12/30〜１/４を除く)
タカノビル
丸之内24-16
８時30分〜17時30分 (土・日曜日、祝・休日、
８/13〜８/16、12/30〜１/４を除く)
七尾ビル
南中央2-18
８/13〜８/16、12/29〜１/４を除く)
MOREビル(モアビル)
栄町三丁目141-1 ９時〜17時 (土・日曜日、祝・休日、
平日８時〜18時、土・日曜日と祝・休日９時〜18時
HOWAビル津
栄町二丁目380
(ゴールデンウイーク、
８/11〜８/15、12/30〜１/３を除く)
８時30分〜17時20分 (土・日曜日、祝・休日、
３１
/ 、５１
/ 、12/29〜１/３を除く)
株式会社シーテック三重支社 大倉12-19
８時〜17時 (土・日曜日、祝・休日、
ゴールデンウイーク、
お盆、年末年始を除く)
日本土建本社ビル
大倉19-1

津波避難ビルと津波避難協力ビルについて、詳しくは津市ホームページからもご覧いただけます。
津市津波避難│

