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津市美杉が映画の舞台に
５月10日全国ロードショー
WOOD JOB!(ウッジョブ!)～神去なあなあ日常～

美杉の美しい自然と風景を
全国へ発信！

詳しくは２～５ページへ

県政だよりみえ＆広報津タイアップ企画
第13回市長対談特別編 座談会

作家・原作者 三浦しをんさん(左)
映画監督 矢口史靖さん(右)
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市長　県政だよりみえと市町の広報紙のタイ
アップ企画というのは、初めてのことです
ね。

知事　そうですね。４月から県政だよりみえ
はデータ放送に変わります。その第１回目
の企画にもなりますので、とても記念にな
ります。

市長　いよいよ５月10日に映画が公開にな
ります。まずは、原作者の三浦さん、
「ウッジョブ！」をご覧になった感想はい
かがでしたか。

三浦　とても楽しい映画でした。津市をはじ
め、三重県の風景がたくさん映っていて、
山もすごくきれいで、そして楽しい暮らし
が描かれていて、感激しました。

市長　矢口監督いかがですか。
矢口　とてもうれしいですね。これまでの映
画は全てオリジナルだったんですが、「神去
なあなあ日常」(徳間書店刊)を読んで、ぜ
ひ映画化してみたいと思い、お願いをしま
した。小説の舞台自体が
美杉町をメインにした景
色から発想されていまし
たので、美杉の景色なし
には撮れないだろうとい
うことで、津市の美杉町
をメインに全面的に撮影

三浦 しをん(みうら しをん)さん
東京都出身。作家。2000年、書き下ろし長編小説「格
闘する者に○」でデビュー。2006年「まほろ駅前多田
便利軒」で直木賞を受賞。2012年には、「舟を編む」で
本屋大賞を受賞。「神去なあなあ日常」の続編に「神去
なあなあ夜話」がある。

　１月31日、三重県首都圏営業拠点「三重テラス」で、映画「ＷＯＯＤ ＪＯＢ！
(ウッジョブ！)～神去なあなあ日常～」の５月10日公開を前に、原作者で直木賞
作家の三浦しをんさんと監督の矢口史靖さんを鈴木英敬知事と一緒に訪ね、原作本
の話や映画の撮影秘話などをお伺いしました。
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矢口 史靖(やぐち しのぶ)さん
神奈川県出身。映画監督。1993年「裸足のピクニック」
で劇場監督デビュー。2001年「ウォーターボーイズ」が
大ヒット。2004年「スウィングガールズ」、2008年
「ハッピーフライト」、2012年「ロボジー」と数々のヒッ
ト作を世に送り出している。

　させていただきました。
市長　私も先日、鈴木知事と一緒に試写会にお招
きいただきました。知事はいかがでしたか。

知事　三重というと「海」をイメージする人が多
いと思いますが、実はこんなに美しい山や森も
あるんだというところがとてもきれいに映像化
されていてうれしいです。さらに三重県の森で
一人の若者が成長していくストーリーが心温ま
る映画でしたね。

市長　美杉のこと森のこと、そして都会育ちの主
人公が林業に携わったことで変化し成長してい
く様子が、とても爽やかに描かれている映画で
したね。さて、三浦さんは、美杉にゆかりがあ
るとお聞きしましたが。

三浦　祖父母がずっと美杉で暮らしていて、父も
高校に行くまでは、美杉で生まれ育ちました。
私も子どものころ何度も祖父母の家に遊びに
行っていたんですよ。

市長　そのときの記憶が原作に反映されているん
ですね。

三浦　山がとっても
きれいで、夏は花
火をしたりホタル
を見たり、川で泳
いで遊んだりしま
した。祖父が林業
を営んでいました
ので、林業にもと
ても興味があっ
て、それで小説を
書いたという感じ
です。

市長　矢口監督、ロ
ケ地を決めるため、事前にかなり調査をされた
そうですね。

矢口　ほとんどの作品はいろいろな所で撮影をし
て、編集の中で一つの場所に見せるんですが、
今回の「ウッジョブ！」は、ほとんど美杉の中
で撮影をすることができました。神去村は架空
の村なんですが、本当にそういう村があるん

じゃないかっていうくらい、ほぼ美杉全域で撮
影しました。

知事　撮影中の炊き出しなど地元の皆さんの協力
があったとお聞きしましたが。

矢口　美杉の皆さんにはとてもお世話になりまし
た。

市長　美杉総合支所の職員も撮影場所探しのお手
伝いをするなど、地元の皆さんとのパイプ役と
なりました。

矢口　撮影前から撮影場所の選定や建物の提供な
ど長期にわたりお世話になり、とても感謝して
います。また、映画にはお祭りのシーンがあり
ますが、この場面にはたくさんのふんどし姿の
エキストラが必要だったのですが、延べ1,600
人もの皆さんに参加いただき、とても迫力のあ
る映像が撮影できました。本当に皆さんの協力
のおかげだと思っています。

知事　三浦さん、林業をテーマに執筆された際の
苦労話などはありましたか。

三浦　山の傾斜の厳しさとか、木や山のスケール
の大きさとか、文章ではなかなか表現しづらい
ところがありましたね。でも今回の映画化のお
話を聞いたとき、映像なら山が宿している迫力
と美がもっと伝わるだろうなと思って、とても
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昨年夏、美杉地内で行われた撮影風景（写真提供：映画製作委員会）

　期待していました。映画の中では期待以上のも
のすごい映像の連続でご覧いただいた人は多分
びっくりされると思います。

知事　林業がテーマということについて矢口監督
はいかがですか。

矢口　僕自身が林業について全く素人なので、主
人公の勇気と同じ気持ちで取材に行き、発見や
驚きをそのままシナリオにしていったんです。
でも実際に撮影に入ったときは、やっぱりすご
く厳しい場所なんだなっていうことを感じまし
た。この映画は吹き替えやＣＧは一切なくて、
枝払いの作業シーンでは、俳優の皆さんに実際
に20メートルくらいの高さの木に登っても
らっているんです。

市長　実際に木に登って演じられているからこ
そ、臨場感のある素晴らしい映像になるわけで
すね。

矢口　木の上での作業シーンを地面から撮っただ
けでは、高さや怖さが伝わりにくいので、同じ
高さまでカメラを上げて撮影を行いました。こ
れがとても大変な作業で、何台かのクレーンを
使い機材とスタッフを持ち上げるなど、地上で
の撮影に比べ５倍から10倍は手間がかかりま
したね。

三浦　私も撮影の様子を見ましたが、山なので大
きなクレーンを置く場所もそれほどないんです
よね。そんな中、スタッフの皆さんがクレーン
に登って撮影をされていましたので、本当に
びっくりしました。

市長　この映画は、都会暮らしの主人公（勇気）
が、山に入ってだんだん山の魅力に魅せられ
て、山を好きになっていき、そしてそこにいる
人も好きになっていくという過程がとっても爽
やかに描かれている映画だと思います。

三浦　実際にこういう子いそうだなっていう感じ
で、チャラさと純粋な部分とのバランスがとて
もいい感じに表現されていますね。

市長　原作でもそういう感じですよね。
三浦　いやあ、原作よりも映画のほうが、より現
代っ子感がリアルだと思います。すごく繊細
で、情熱的な部
分も持ってい
るっていう感じ
がとても良かっ
たです。

矢口　映画では主
人公の勇気が体
験している視点で見せていこうとシナリオを書
くときから決めていました。映画をご覧になる
皆さんは、彼と一緒にローカル線に乗り、村に
到着し、携帯電話もつながらない村にいられる
のかなって不安を感じ帰りたくなったり、心細
くなったりしつつ、村の人々とのつながりのな
かで、だんだん村のことを好きになっていくと
いう疑似体験をするような感じですね。

三浦　映画を見て、劇中に出てくる子どもたちが
生き生きと遊んだり、会話したりしてるところ
が、神去村っぽくて、美杉で撮影した風景とす
ごくマッチしているなと思いました。

市長　子どもたちにも見ていただきたいですね。
三浦　そうですね。ぜひご家族で見てほしいですね。

第13回市長対談特別編
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津市　市長対談│

知事　映画を見て思ったんですが、俳優の皆さん
は三重弁がとても上手で驚きました。

矢口　実は三重弁の翻訳は専門家に依頼したもの
ではなく、地元美杉の皆さんにお願いをしまし
た。実際に台本を録音してもらって、俳優の皆
さんはそれを聞いてセリフを覚えていただいた
んですよ。語尾とかイントネーションだけでな
く、言葉と言葉の間もとても自然に表現できた
と思っています。

市長　「神去なあなあ日常」の「なあなあ」という
言葉には、三浦さんの思いがこもっていますね。

三浦　この言葉は私が勝手に作ったものなんです
よ。ゆっくり行こうとか、落ち着けとか、くよ
くよするなっていう感じですね。のんびり行こ
うっていうことです。

市長　明るい未来に向かってのんびり行こうって
いう気持ちがすごく伝わってくる、素敵な語感
になっていますね。

三浦　ありがとうございます。
市長　さて、原作は名松線に乗って駅を降りる
シーンから始まりますが、現在名松線はバスに
よる代行運転をしているんです。

矢口　そうなんですよね。ぜひ名松線で撮影した
かったんですが、運休中ということで残念です
が、撮影をすることができませんでした。

市長　平成28年の春には、名松線が再開通し、
主人公の勇気と同じように、名松線に乗って美
杉を訪れることができるようになります。
「ウッジョブ！」の公開を、美杉はもちろん津
市全体が楽しみにしていますし、三重県内の皆
さんにも見ていただきたいですね。

知事　そうですね。三重県の皆さんには、自分た
ちの地域にはこんなにいい所があったんだとあ

らためて感じていただければと思いますし、県
外の人たちには、三重県に行くとあんないい所
があるんだという風に思っていただければと思
います。ロケ地マップなども作ってＰＲしてい
こうと思っていますので、ゆっくりとなあなあ
な気分で三重県に来てほしいですね。

市長　では、三浦さんと矢口監督から皆さんに
メッセージをお願いします。

三浦　「神去なあなあ日常」を原作に素晴らしい
映画にしていただきました。三重県のすてきな
風景がたくさん映ってますので、ぜひぜひ劇場
へ足をお運びいただければと思います。

矢口　三重そして津市美杉の皆さんのおかげで、
ものすごい映画が完成しました。山いっぱい、
緑いっぱい、素晴らしい村の景色が映っていま
すし、娯楽映画として、びっくりするような楽
しい映画です。小さい子どもさんからおじい
ちゃん、おばあちゃんまで、誰でも楽しめます
ので、ぜひ映画館でお楽しみください。

市長　知事からも一言お願いします。
知事　今回の映画「ＷＯＯＤ　ＪＯＢ！(ウッ
ジョブ！)～神去なあなあ日常～」はまさに三
重県の財産です。三重県津市美杉を舞台に撮影
されたこの映画をぜひたくさんの人に見ていた
だき、地域の活性化や発展につなげていけるよ
う、前葉市長と一緒にしっかりと全国に向けて
ＰＲを進めていきます。

市長　三浦さん、矢口監督、鈴木知事、今日はあ
りがとうございました。

県政だよりみえ＆広報津タイアップ企画

市長対談特別編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。

５月２日■イオンシネマ津にて
津市特別試写会を開催！

金 市内に在住の皆さんから抽選で100組200人を招待します。
応募方法など詳しくは６ページをご覧ください。
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問い合わせ　広報課　　229－3361　　229－3339

はがき
　〒514-8611(住所不要)
　津市政策財務部広報課「映画試写会」宛てへ
ファクス
　試写会応募専用ファクス番号
　　229-3219
Ｅメール
　試写会応募専用Ｅメールアドレス
　　eiga@city.tsu.lg.jp

　

津市ホームページ「試写会応募専用ページ」
　津市ホームページのトップ
ページにあるバナーまたは右
のＱＲコードから「試写会応
募専用ページ」へ

※この応募で得た個人情報は、試写会の目的以外
　には使用しません。
※同じ人から複数の応募があった場合は、一つの
　応募のみ有効とします。

　第三者立ち会いのもと、厳正な抽選のうえ当選
者を決定し、当選者には４月下旬に「試写会入場
券」を郵送します。
　当選者の発表は「試写会入場券」の発送をもっ
てかえさせていただきます。

５月２日 １８時１５分開場
１８時３０分開演

はがき・ファクス・Ｅメールは、いずれも、
郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、電話番号
を記入し、応募してください。

応募締め切り　４月１５日　必着！火

映画「WOOD JOB!(ウッジョブ!)～神去なあなあ日常～」

津市特別試写会観覧者募集中！
イオンシネマ津(桜橋三丁目)金

応募方法

当選者の決定

QRコード

Photo by 映画製作委員会

©2014｢WOOD JOB!～神去なあなあ日常～｣製作委員会

か む さ り

(エイガ アットマーク シティ ドット ツ ドット エルジー ドット ジェーピー)
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みすぎん

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8080　　272－1119

　津市美杉をはじめ、三重県内で行われたロケ地
情報を映画のシーンと合わせて紹介しています。
このマップを手に、豊かな自然を眺めながら、映
画のロケ地を巡ってみませんか。

津市美杉総合文化センター・市美杉庁舎

津市伊勢奥津駅前観光案内交流施設

オープニング記念パネル展開催！
ロケ風景や映画のワンシーンをパネル展示

３月３１日　から開催

津市美杉総合文化センター・
市美杉庁舎

４月１日　から開催

津市伊勢奥津駅前観光案内
交流施設

映画 「WOOD JOB!
（ウッジョブ！）

～神去なあなあ日常～」
公開記念

映画の舞台は津市美杉 三重県・津市
ロケ地マップ完成！

市本庁舎、各総合支所などで配布中！

津市ホームページからもダウンロードできます！

東京でも県と一緒に津市美杉をＰＲしています！

ようこそ神去村へ！＆三重テラスｉｎ赤坂サカスを開催！
３月２１日～４月６日

●神去村ミニチュアジオラマ模型の展示
●三重テラス期間限定ショップで津市の特産品を販売

ＪＲ山手線をラッピング列車が疾走！
３月２５日～４月７日 １編成１１車両

県と津市が連携し、
東京・山手線で三重と津市美杉をＰＲ！

月 火
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　10市町村が合併し、津市が新たな一歩を踏み
出してから９年目を迎えました。
　私は、合併時に地域の皆さまが描いた津市のま
ちづくりを一日でも早く実現すべく、市政の舵取
りを行ってきました。
　昨年､「対話する市政｣ ｢前進する市政｣ ｢決断す
る市政」の３つの方針を掲げて施策を推し進め、
津市のまちづくりが、一歩ずつ前に進んでいる手
応えを感じており、市民の皆さまにも目に見える
形でお届けできつつあると思っています。
　しかし、新市のまちづくりの実現に向けては、
やるべきことが、まだ残っています。まちづくり
が進んでいることに決して甘んじることなく、高
みをめざし、力強く進めていかなければなりませ
ん。
　そのためには、まず、市民から寄せられる市政
に対する期待、市政により実現を求める願いや希
望、それらに応えていけるよう、対話でいただい

たアイデアを丁寧に形にしていかなければなりま
せん。
　また、ただ脇目も振らずに前進するのではな
く、滑らかに正確にコブを乗り越えるモーグル競
技のように、一つ一つの論点に的確に対応し、迅
速に答えを出しながら、スピード感を持った対応
が必要です。
　そして、市政を進めるが故に直面する課題に対

進化させる３つの方針

～施政方針から～
アイデアを形にします
スピーディーに答えを出します
難しい問題を先送りしません  

３
つ
の
方
針

対話する
市政

前進する
市政

決断する
市政

施政方針を述べる前葉泰幸市長

かじ

よ
り
高
み
を
め
ざ
し
、志
高
く
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津市　施政方針│

しては、機を逸することなく、果敢に挑戦してい
かなければなりません。
　そこで、平成26年度は、昨年の「対話」「前
進」「決断」する市政運営の方針をさらに進化さ
せた「アイデアを形にします」「スピーディーに
答えを出します」「難しい問題を先送りしませ
ん」の３つの方針を掲げ、市民の皆さまに、より
良い結果をお届けできる市政運営を行います。

　「アイデアを形にします」とは､｢対話する市
政」をさらに進め、対話から生まれたアイデアや
いただいた声を市民の皆さまに満足していただけ
る行政サービスとして、確実に目に見える形にす
るということです。
　「予算がない｣ ｢他の地域とのバランスに欠け
る」などと言って、やらない理屈を並べたり、ま
してやいただいたアイデアやご意見を凍結させた
りするのではなく､「どうすれば実現できるの
か」という姿勢で取り組み、具体化していくこと
です。

●(仮称)香良洲高台防災公園の整備着工

●波瀬川の避難勧告・避難指示に係る発令基準や
　対象地域の見直し

●千歳山の整備
●津市独自の幼保一体化の推進
●(仮称)げいのう わんぱーくの整備

●自治会掲示板の設置に係る支援
●エコステーションの計画的な設置

　２月27日、平成26年第１回津市議会定例会
の開会に当たり、前葉泰幸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。
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アイデアを形にします
問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

アイデアを形にします

スピーディーに答えを出します

難しい問題を先送りしません

「対話する市政」により実践した施策

アイデアを目に見える形にする施策

進 化

(仮称)香良洲高台防災公園イメージ

(仮称)げいのう わんぱーくイメージ

交流プラザ

幼児用遊具
東屋、ベンチ 回遊路

むくの木ワーク

芸濃保健福祉センター

市芸濃庁舎



広報 津 2014.4.110

国道306号

国道23号中勢バイパス

至亀山市・鈴鹿市

至津市内「道の駅」河芸(仮称)の建設予定地

産業・スポーツセンターのアプローチからの景観イメージ

一志体育館

一志分署の建設予定地

一志体育館西側市有地
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スピーディーに答えを出します

「前進する市政」により実践した施策

新斎場の建設現場

　「スピーディーに答えを出します」とは、「前進
する市政」を進化させ、より的確に、より迅速に
市政を進めるということです。無駄な議論や検討
を重ね、何の成果も得られないまま、いたずらに
時間を浪費することは厳に慎まなければなりませ
ん。常にスピード感を持って課題に向き合い、取
り組みます。

●４大プロジェクトである新斎場、新最終処分場・
　リサイクルセンターおよび産業・スポーツセン
　ターの整備、ＪＲ名松線の全線復旧

●小中学校のトイレ洋式化
●がん検診の受診期間の拡大
●災害対応力強化集中年間として取り組んだ防災・
　減災対策

●「道の駅」河芸(仮称)の整備

●新斎場は平成27年１月、新最終処分場・リサ
　イクルセンターは平成28年４月の供用開始、
　ＪＲ名松線は平成27年度中の全線復旧に向け
　た事業推進

●産業・スポーツセンター本体建設工事の早急な
　契約の締結

●平成33年に三重県で開催予定の国民体育大会
　を見据えたスポーツ競技力の底上げ
●ポルタひさいにおける平成27年１月からの総
　合支所、保健センター、教育事務所および津南
　工事事務所の執務開始に向けた取り組み
●久居駅東口公園広場等整備事業および(仮称)久
　居ホール整備事業の推進
●小中学校の大規模改造の推進(白塚・神戸小学
　校、一身田・一志中学校)
●児童発達支援センターの平成27年４月開設に
　向けた整備推進
●獣害対策の取り組み強化
●「みえ森と緑の県民税」を活用した木材利用促
　進事業などの推進
●白山消防署一志分署の一志体育館西側市有地へ
　の移転整備

●消防車両27台の更新による装備の強化
●国からの地域の元気臨時交付金(約10億7,000
　万円)の活用による「安心・安全」「子育て・教育」
　「地域活性化」「インフラ」に係る次の事業への
　集中投資
　●(仮称)げいのう　わんぱーくの整備
　●児童発達支援センターの整備
　●消防車両の更新
　●三重短期大学クラブハウスの建て替え
　●久居中央スポーツ公園内プールのリニューアル
　●栗真海浜線の高架橋への避難用階段の整備
　●公共施設への外部階段の設置
　●地域コミュニティバス車両の更新
　●道路新設改良　　　　　　　　　　　　など
●美杉の自然を舞台とした映画「WOOD JOB！
　(ウッジョブ！)～神去なあなあ日常～」の全国
　公開(５月10日)に併せたシティプロモーション
　大作戦の展開

さらにスピーディーに取り組む施策

進 化
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南が丘小学校で使用しているプレハブ校舎
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難しい問題を先送りしません 平成26年度 財政運営

市政を推進する市役所の在り方

　「難しい問題を先送りしません」とは、難題に
直面した時、解決に向け、時宜にかなった道筋を
必ず見出すという確固たる信念のもと行動するこ
とです。「難題」という言葉に及び腰になり、目
の前に立ちはだかる大きな壁を前に思考を停止
し、勝手に途方にくれることはもってのほか、や
みくもに立ち向かっても、出口には一向にたどり
着くことはできません。何としても打ち砕いてみ
せるという気概を持って、その壁を詳細に調査・
分析し、突破口となるところを見極め、あらゆる
手法を駆使し、果敢に挑戦します。

●右肩下がりの状態を打破することができずにい
　たボートレース津の経営の姿勢を守りから攻め
　に転じ、経営状態をＶ字回復
●国による地方公務員の給与に係る地方交付税の
　一方的な削減に対し、市民に負担を転嫁しない
　よう職員の給与を削減
●合併後、地域の方々に遠い存在になったといわ
　れていた総合支所の在り方の見直し

●動き出さない救急車問題への対応(県営住宅跡
　地への新しい診療所の整備など)
●小学校のプレハブ校舎の解消

●生活排水処理アクションプログラムにおいて、
　下水道計画区域外となった団地の共同汚水処理
　施設を津市へ帰属する仕組みの創設
●(仮称)津市空き家等の適正管理に関する条例の
　制定
●平成時代の津のまちづくり
●きめ細やかな地域福祉サービスの提供

　一般会計予算は、４大プロジェクトをはじめと
する各種事業を選択と集中により着実に進めるこ
とで、地域経済に好循環をもたらす「持続的な経
済成長につなげる　地域活力創出予算」として編
成し、平成25年度と比べ4.9％増の1,112億2,000
万円としました。
■編成のポイント
　まちづくりの基盤整備に戦略的かつ重点的に予
算配分した結果、普通建設事業費が、前年度に比
べ29.6％増の198億3,000万円となりました。ま
た、消費税率・地方消費税率の引き上げに際し、
臨時的な給付措置として実施される臨時福祉給付
金６億円および、子育て世帯臨時特例給付金２億
9,000万円を計上しました。予算規模は大きく
なっているものの、合併特例事業債をはじめとす
る優位な地方債を選択し、財政調整基金の繰入金
を平成25年度予算編成時に比べ2.4％減の70億
9,000万円に抑制することによって、財政調整基
金の残高を確保し、健全な財政運営を堅持してい
ます。

　私は、以前から市民の皆さまの自治意識の高
さ、この市民風土こそが津市の強みであると感じ
ていました。
　自治意識の高い市民にふさわしい市役所とは､
「即答・即応し実現する市役所」です。
　このような市役所を実現するためには、職員が
「市民の皆さまにお役に立てるように頑張ろう」
という心持ちを抱き、それを行動規範としていく
ことが大切です。そこで、平成26年度は、職員
の心持ちをどのように行動規範として形にしてい
くかを職員自らが考える一年にします。
　津市役所全職員が努力を積み重ね、志高く、高
みをめざし、行政を展開していく。それが県都に
ふさわしい堂々とした行政の展開につながるもの
であり、それが私の考える津市役所の経営方針で
あり、市民の皆さまの期待です。
　そして、これまで育まれてきた伝統、市民風土
といった津市の強みを引き継ぎ、津市の潜在的な
力や可能性を高めていくことが、未来への責任で
す。
　この責任が果たせるよう、市役所あげて全力で
取り組みます。

先送りすることなく挑戦する課題

進 化

「決断する市政」により実践した施策
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～教育方針から～

津市　教育方針│

問い合わせ　教委教育総務課
　229－3292　　229－3332

教育施策の推進に向けて
　少子高齢化、情報化、国際化など多様で変化の
激しい社会を生き抜くためには、基礎・基本を身
に付け、他者とのかかわりあいや実生活の中で、
活用し実践できるよう「自ら学び、考え、行動す
る力」が求められています。
　こうした力を育むためには、学校、家庭、地域
が一体となって地域の教育力を生かした教育活動
の充実を図り、子どもたちを地域ぐるみで育てる
ことが大切です。
　このことから、津市の学校・園では、地域コー
ディネーターが中心となり、保護者や地域の方々
の協力を得ながら、地域に開かれた特色ある学校
づくりを推進し、家庭や地域と連携して教育に取
り組む体制を整えてきました。こうした地域社会
全体で子どもを育てることを基盤とし、幼児期か
ら義務教育９年間を見通した一貫した教育計画に
基づく小中一貫教育を進めることにより、未来の
津市を担う人材を育てます。

●津市小中一貫教育は、各中学校区の「めざす子

　ども像」の実現に向けて、中学校区の小中学校
　が一体となり、保護者や地域と連携して、子ど
　もたちの「学力向上」と「学校生活の充実」を
　図ります。
●全国学力・学習状況調査を活用して、学習内容
　の定着状況をきめ細かく把握し、授業改善に取
　り組み、より効果的な学習指導を実現します。
●９年間の学びを見直した教科学習・生徒指導・
　人権教育等のカリキュラムを作成し、子どもた
　ちが見通しを立てることができる分かりやすい
　授業を実践します。
●保護者および地域、各関係機関との連携のもと
　に、各教科の授業をはじめ、地域の豊かな資源
　を活用した土曜授業等を進めていきます。
●特別な支援が必要な子どもたちへの指導を充実
　していくため、専門性のある職員を養成すると
　ともに、中学校区を中心に途切れのない支援・
　指導を行います。
●初期日本語教室
　「きずな」は、初
　期日本語指導の拠
　点として機能を充
　実していきます。
　また､ ｢移動きず
　な教室」を実施し
　て、日本語教育支
　援システムを構築していきます。
●中学校区が一体となった生徒指導の取り組みや
　人権教育の取り組み、小中学校の交流に取り組
　むことにより、子どもたちが「学校へ来るのが
　楽しい」と感じることができるよう、学校生活
　の充実を図ります。
●「津市いじめ防止基本方針」の策定を進めており、
　各小中学校においても、各校の実情に応じた「学
　校いじめ防止基本方針」を策定します。
●教職員による体罰は、決して許されない行為で
　あり、教職員の体罰禁止については、各校・園
　長に対し、継続して指導を行うことで、全教職
　員に徹底します。
●学校防災アドバイザーを中学校区単位に引き続
　き派遣するとともに、地域と連携して、児童生
　徒の災害対応能力を高めます。

　２月27日、平成26年第１回津市議会定例会
の開会に当たり、石井雅子教育委員会委員長が
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。

初期日本語教室「きずな」

小学生と中学生の交流会

教育活動の推進
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青少年健全育成

図書館

歴史的資源の保存と活用の推進大規模改造工事中の神戸小学校

多気北畠氏遺跡発掘調査説明会

●学校給食を「生きた教材」として活用した食育
　をさらに進めるとともに、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万全にして
　いきます。
●「子ども・子育て支援新制度」の施行に向けて、
　関係部門との連携を図りながら、本市の新しい
　就学前教育の在り方を確立していきます。

●平成26年４月に一志地域の小学校を再編して、
　一志西小学校と一志東小学校が開校します。学
　校再編は、保護者や地域住民の皆さまのご意向
　を大切にしながら、子どもたちの望ましい学習
　環境となるよう取り組みを進めていきます。
●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
　模改造事業等の早期完成をめざし、着実に事業
　を推進します。また、美里地域の施設一体型小
　中一貫校の整備に向けた校舎の増築や小学校の
　プレハブ校舎の解消など必要な学習環境の整備
　に向けて取り組みます。

●公民館では、地域社会におけるさまざまな現代
　的課題の解決に向け、関係諸機関と連携・協働
　しながら、人づくり・まちづくりに関わる講座
　を積極的に開催し、津のまちの姿を自ら学び考
　え、行動する能力を育むことで、地域力の向上
　に努めます。
●公民館施設の老朽化対策をはじめ、学習環境の
　改善を図るため、公民館施設の現状と在り方に
　ついて検討し、計画的な事業の推進に取り組み
　ます。
●市民の学習機会を充実していくために、生涯学
　習関連施設だけでなく、コミュニティ施設など

　を活用し、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。

●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、青少年の悩み事相談活動
　の強化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。
●放課後児童クラブへの支援の充実や、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
　組みを進めるなど、子どもたちの放課後の居場
　所づくりの充実に努めます。

●有形・無形の歴史的資源の保存・活用に努める
　とともに、多気北畠氏遺跡については、調査研
　究を継続して実施し、国史跡指定への追加をめ
　ざします。

●市内郷土資料館や中央公民館など公共施設を利
　用して、地域の歴史に根ざした歴史資料等の展
　示を行い、津市の歴史・文化に触れる機会の充
　実に努めます。

●美杉図書室のリニューアルを行い、さらに市内
　全館において祝・休日開館を実施します。引き
　続き市民のニーズに応えられるよう、蔵書や図
　書館資料の充実を図るとともに、古文書の電子
　化など、新たなサービスを実施して利用者数の
　増加をめざします。

学校環境の整備

生涯学習の推進

た　　げ　 きた ばたけ　し
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久　居

安　濃

香良洲

　生活に密着した地域の皆さんからの要望や課題を即座に解決でき
るよう、平成25年４月から「地域インフラ維持・補修事業」に取り
組んでいます。
　この事業は、各地域の要望に年度当初から即答・即応するための
初期初動予算として、これまで本庁に集約されていた予算をあらか
じめ各総合支所に一部シフトするとともに、その執行権限を総合支
所長に移し、総額１億5,600万円を盛り込みました。
　今年度も市民の皆さんからの要望や課題にスピーディーにお答えし、
地域の皆さんが身近に感じることのできる総合支所を目指します。

　管内の道路修繕や、道路路肩、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などの軽易
なインフラの修繕などを行います。
　　●道路や側溝、公園の修繕　　●区画線の設置
　　●カーブミラーの設置　　　　●病害虫防除
　　●路面の緊急復旧　　　　　　●雪氷対策

●道路修繕(久居野村町地内)
●排水構造物清掃(久居野村町地内)
●カーブミラー等設置(榊原町・久
　居烏木町地内）
●区画線設置(久居新家町地内)
●道路路面緊急復旧(久居地域内)

●道路路面緊急復旧(香良洲地域
　内)
●病害虫防除(香良洲町桜町地内)
●島貫香良洲線セイフパイプ修繕
●歩道修繕(香良洲町浜浦地内)
●香良洲公園駐車場修繕

●道路修繕(安濃町内多地内)
●側溝修繕(安濃町今徳地内)
●カーブミラー等設置(安濃町中川地内)
●区画線設置(安濃町安部・安濃町
　田端上野地内)
●道路(倒木処理)修繕(安濃町大塚地内)

道路路面緊急復旧

道路修繕

歩道修繕

地域の皆さんからの要望や課題に
スピーディーにお答えします！

平成25年度 地域インフラ
維持・補修事業の実施状況
問い合わせ　地域政策課　　229－3277　　229－3330

地域インフラ維持事業 予算総額 １億3,600万円

　総合支所職員による簡易な補修や修繕などを行うほか、各地域の
皆さんで修繕などを行っていただく際の原材料を支給します。
　　●簡易な道路の修繕や補修　　●簡易な草刈りや伐木、剪定
　　●簡易な側溝や水路修繕　　　　など

地域インフラ補修事業

地域インフラ維持・補修事業の実績内訳

予算総額 2,000万円

せん　てい

道路 69.3％
交通安全施設 8.1％

公園 7.7％

路面復旧、草刈り、
伐木、街路樹管理、
側溝修繕など

カーブミラー・ガードレールの
修繕など

草刈り、伐木など

河川 1.6％
草刈り、伐木など

その他 13.3％
不法投棄物の回収、動物の死骸処理など

3,067件
1億3,082万円
（平成26年2月末現在）



広報 津 2014.4.1 15

美　里

美　杉

芸　濃

白　山

河　芸

一　志

地
域
イ
ン
フ
ラ

維
持
事
業

地
域
イ
ン
フ
ラ

補
修
事
業

件
数

事業
久居

2,498万円 1,275万円 1,038万円 918万円 1,299万円 818万円 1,089万円 1,068万円 1,334万円 1億1,337万円

156 47 42 31 47 28 63 61 87 562

211 384 380 128 194 239 533 305 131 2,505

219万円 170万円 210万円 186万円 218万円 205万円 219万円 188万円 130万円 1,745万円

河芸 芸濃 美里 安濃 香良洲 一志 白山 美杉 合計
総合支所

執
行
額

件
数

執
行
額

●南長野落合線路肩修繕
●中野水込線側溝修繕
●草刈り(美里町家所地内)
●カーブミラー等設置(美里町足
　坂地内)
●道路路面緊急復旧(美里地域内)

●小原須渕立花線道路修繕
●水路修繕(美杉町上平地内)
●ガードレール設置(美杉町太郎
　生地内)
●飯垣内中太郎生線道路修繕
●雪氷対策(美杉地域内)

道路路面緊急復旧

雪氷対策

●側溝修繕(芸濃町多門地内)
●カーブミラー等設置(芸濃町雲
　林院地内)
●区画線設置(芸濃町椋本地内)
●側溝修繕(芸濃町雲林院地内)
●道路路面緊急復旧(芸濃地域内)

●区画線設置(白山町三ヶ野地内)
●側溝修繕(白山町山田野地内)
●草刈り(白山町北家城地内ほか)
●道路修繕(白山町二俣地内)
●雪氷対策(白山地域内)

カーブミラー設置

道路修繕

●本城山青少年公園グラウンド　
　ネットフェンス修繕
●側溝修繕(河芸町三行地内)
●舗装修繕(河芸町南黒田地内)
●伐木等(河芸町千里ヶ丘・河芸町
　上野・河芸町浜田地内)

●道路修繕(一志町高野地内)
●路面修繕(一志町其村地内)
●カーブミラー設置(一志町波瀬
　地内)
●草刈り(一志町庄村地内)
●側溝修繕(一志町井生地内)

側溝修繕

道路修繕

各総合支所の実施状況（平成25年４月～平成26年２月末日）
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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

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

歯科応急診療の
診療日を変更

市民税課
　229－3130　　229－3331

事業主の皆さんへ
給与支払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届書の提出を

ポルタひさいふれあいセンター
　259－0377　　259－0388

ポルタひさいふれあい
センターの一部休業

久居ふるさと文学館
　254－0011　　254－0013

教委学校教育課
　229－3245　　229－3332

指定された小・中学校
への就学を

警防室
　254－1601　　256－7755

最新仕様の30m級
はしご付消防自動車を配備

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

お知らせ

　歯科応急診療の診療日が、４
月１日から次のとおり変更にな
ります。
変更後の診療日
●祝日(１月１日、日曜日と重な
　る日を除く)　※５月３日・４
　日・５日は日曜日と重なって
　も診療します。
●振替休日
●１月２日
●８月14日・15日
●12月31日
診療受付時間　10時～12時　※
　12月31日は13時～16時も診療
ところ　津市休日応急・夜間こ
　ども応急クリニック(三重病院
　敷地内)

　久居総合支所のポルタひさい
移転に伴う改修工事のため、多
目的研修室、交流活動室、市民
ギャラリーの貸館業務は、７月
１日(火)から休業します。なお、
ポルタひさいふれあい図書室は、
６月16日(月)から休業します。

　教育委員会では、登録されて
いる住所によって、就学すべき
学校を指定しています。実際に
住んでいない所へ住所を登録し、
その校区の学校に子どもを通わ
せることはできません。このよ
うな場合は、事実を確認し、本

来の指定校に通学していただく
ことがあります。

　事業所から給与支払報告書を
提出した人や、現在給与から市・
県民税が特別徴収されている人
が、４月１日現在退職や転勤な
どで給与の支払いを受けなく
なった場合は、４月15日(火)ま
でに「給与支払報告・特別徴収
に係る給与所得者異動届出書」
の提出が必要になります。
　提出がないと納入された金額
と市の台帳の金額とが一致しな
いだけでなく、従業員への納税
通知書が発行されなくなります
ので、必ず期日までに提出して
ください。
　なお、今年度から異動届出書
の様式が変更になりました。新
しい様式は津市ホームページか
らダウンロードできます。

　中高層での建物火災に対応す
るため、中消防署に20年前に配
備された15ｍ級はしご付消防自
動車を、最新装備を取り入れた
30ｍ級のものに更新しました。
　おおむね10階建ての建物に対
応可能な最新仕様のはしご本体

は、はしごの先端付近に関節が
あり先端部分を折り曲げること
ができるため、建物の前の電線
を越えて、安全かつ迅速に建物
に近づいて救助することができ
ます。また、はしご本体に設け
た伸縮式の水路管を使えばホー
スを設置しなくてもスムーズに
放水ができ、前後の４輪が動く
ため小回りが利きます。

　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世帯当たり各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、
　下記の全てのものを持参して
　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
　要事項を記入し提出
●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

コンポスト容器
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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

都市政策課
　229－3290　　229－3336

緑化・美化運動を行う団体に
花苗などを支給

都市政策課
　229－3290　　229－3336

記念樹用・生け垣緑化用
苗木の配布

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

香良洲パターゴルフ場の
ナイター営業を開始

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

商店街等活性化推進事業
補助制度

建設政策課
　229－3179　　229－3345

道路や歩道を
加工するときは申請を

※18時以降は照明料１人100円が別途必要

市内の人

大人

小学生、中学生、
65歳以上の人

300円

100円

500円

300円

市外の人
　公園などの公共公益施設で緑
化活動を行う団体に、花苗など
を支給します。
対象になる団体　自治会、ボラ
　ンティア団体など
対象になる場所　公園、道路、
　公共公益施設など市民の誰も
　が利用できる場所で、管理者
　の承諾を受けている場所
支給内容　花苗、花木、種子など
支給回数　１団体につき年２回
　まで
申し込み　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、実
　施場所の地図を添付して支給
　希望日の20日前までに提出　
　※実施後は、実施状況の分かる
　写真を都市政策課へ提出して
　ください。詳しい支給要件な
　どは、お問い合わせください。

　緑に囲まれた美しいまちづく
りのため、苗木を配布します。
■記念樹用苗木
対　象　市内に
　在住で、平成
　25年４月１
　日以降、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、
　ハナミズキの中から希望する
　苗木１本
配布時期　９月ごろ
締め切り　７月31日(木)
■生け垣緑化用苗木
対　象　市内の個人住宅の公道
　に面した敷地に生け垣を新設、
　または作り替える人　※延長
　が３メートル以上の生け垣に
　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
配布数　生け垣の延長１メート
　ル当たり３本(上限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。

　車庫など宅地への乗り入れの
ために、道路や歩道を加工する
ときは、事前に道路加工申請書
を提出し、許可を受ける必要が
あります。詳しくは下記にご相
談ください。
●北エリア(相川以北の津地域、
　河芸・芸濃・美里・安濃地域)
　津北工事事務所
　　267－0180　　268－5235
●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

と　き　４月16日～10月31日
　９時～21時(ナイター期間以
　外は16時まで)
料　金

　商店街などと連携し、商店街
などの空き店舗を新たな店舗や
集客に役立つ施設などとして活
用する場合、それに掛かる経費
の一部を補助します。詳しくは
お問い合わせください。

香良洲パターゴルフ場

オタフクナンテン

問い合わせ
　久居消防署
　　254－1111　　256－4500

久居地域の皆さんへ
４月13日■７時
訓練のサイレンが

鳴ります

日

　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。
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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

昨年の能「黒塚」

津図書館
　229－3321　　229－1458

ストーリーテリング
講習会

河芸総合支所地域振興課
　244－1706　　244－1714

河芸レクレーション農園募　　集

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

イベント

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市民薪能 場所

河芸町久知野
1150－1

60㎡（２カ所）

37㎡（１カ所）

各3,600円

　2,220円

面積 費用
（年額）

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

　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
利用して売却します。
　４月８日(火)13時から、ヤ
フーオークションの官公庁オー
クション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。

　春の夜のひととき、幽玄の世
界を楽しんでみませんか。

と　き　４月26日(土)18時～
ところ　お城公園　※雨天の場
　合は、津センターパレス地下
　１階市民オープンステージ
内　容　能「葵上」、狂言「伊呂
　波」、仕舞ほか
演　者　長田驍さん(喜多流)ほか

　絵本も紙芝居も使わずに、昔
話などのおはなしを素語りする
ストーリーテリングの楽しさを
知り、地域の子どもたちにおは
なしを語ってみませんか。初め
ての人も大歓迎です。
と　き　５月15日・22日、６月
　５日・12日いずれも木曜日10
　時～12時　※全４回
ところ　津図書館１階おはなし
　のへや
講　師　津おはなしグループ マ
　ザーグース会員
定　員　先着20人
申し込み　直接または電話で津
　図書館へ
申込開始日時　４月７日(月)９時

　土と親しみ、収穫の喜びを味
わいませんか。
利用期間　来年３月31日まで(以
　後も継続更新可能)
募集区画　抽選３区画

申し込み　河芸総合支所地域振
　興課へ
申込期間　４月15日(火)～24日
　(木)

託児を行います
対　象　１歳から就学前まで
　の子ども
費　用　子ども１人につき１
　回300円
申し込み　津図書館へ
締め切り　５月９日(金)

街は劇場、
通りはステージ

◆高虎座
　太鼓演奏、子ども唐人などの
ステージパフォーマンス
◆にぎわい市
　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

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

交通規制にご協力を

　当日の７時～18時までの
間、■の部分は車両通行
禁止になります。　※荒天の
場合は規制なし

第46回 こっ

とう
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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

健康水泳教室

環境政策課
　229－3212　　229－3354

普及しよう！
グリーンのカーテン

介護保険課
　229－3149　　229－3334

元気アップ教室

障がい福祉課
　229－3157　　229－3334

手話奉仕員養成講座

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室
教委生涯学習課
　229－3248　　229－3257

社会教育委員を公募

とき（５月）

12日㈪

13日㈫

14日㈬

15日㈭

サン・ワーク津研修室

市芸濃庁舎中会議室３・４

久居公民館講座室３

一志農村環境改善センター
健康管理室

ところ

　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月から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　65歳以上の人

◆ゴーヤの種を無料配布
と　き　４月９日(水)９時～
ところ　環境政策課、各総合支
　所地域振興課
※１人につき１袋を配布、無く
　なり次第終了
◆普及促進講座
とき・ところ いずれも10時～
　11時30分

定　員　先着各15人
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
内　容　家庭でできる地球温暖
　化防止対策に関する講話、グ

　リーンのカーテンの設置・育
　成に関する講話と実演
持ち物　筆記用具
申し込み　電話で環境政策課へ
申込期間　４月９日(水)９時～
　25日(金)17時

と　き　５月11日～来年１月25
　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20人
費　用　3,240円(テキスト代)
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25日(金)消印有効

申し込み　スポーツ振興課、津
　市スポーツ協会、津市体育館、
　津市民プール、各総合支所地
　域振課にある所定の用紙に必
　要事項を記入し、直接または
　ファクスでスポーツ振興課ま
　たは津市スポーツ協会へ
締め切り　４月11日(金)
◆健康水泳教室春のコース
と　き　５月15日～７月３日の
　毎週木曜日10時～11時30分
ところ　津市民プール
定　員　抽選50人(初心者優先)
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
費　用　5,500円(傷害保険料を
　含む)
◆水中ウォーキング教室
と　き　５月16日～７月４日の
　毎週金曜日10時～11時
ところ　津市民プール
定　員　抽選30人

対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
費　用　3,500円(傷害保険料を
　含む)
◆ジュニアフェンシング教室
と　き　５月11日～６月15日の
　毎週日曜日９時30分～12時
ところ　津市体育館
定　員　抽選15人
対　象　市内に在住・在学、また
　はフェンシングに興味がある
　小学生
費　用　4,000円(傷害保険料を
　含む)

　社会教育や生涯学習に関する
計画の審議や、生涯学習全般に
関して、幅広く審議・助言を行
う社会教育委員を公募します。
年間３回程度、平日に会議を開
催します。
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の４月１日現在20歳以上の
　人で、社会教育に幅広い見識
　や関心を持っている人　※本
　市の議員・常勤職員を除く
任　期　委嘱した日から２年間
定　員　３人(書類審査あり)
応募方法　教委生涯学習課また
　は教委各教育事務所にある所
　定の応募用紙に必要事項を記
　入し、直接または郵送、Ｅメー
　ルで教委生涯学習課(〒514－
　8611 住所不要、　229－3248
　@city.tsu.lg.jp)へ　※応募用
　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１日(火)～18日
　(金)必着
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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

患者等搬送用自動車の認定証

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画フォーラム
実行委員
男女共同参画情報紙
「つばさ」編集スタッフ

橋北公民館
　227－1738　　222－2526

公民館地域力創造セミナー
ママと一緒に３Ｂ体操

市民交流課
　229－3102　　229－3366

津市国際交流推進基金
補助事業

救急課
　254－1603　　256－7755

患者等搬送事業乗務員
基礎講習会

募　　集

　「男女が支えあい、いきいきと
暮らせるまち」を目指して、毎
年開催している男女共同参画
フォーラムや、男女共同参画に
関する情報などを紹介する情報
紙「つばさ」の編集に、ボラン
ティアとして参加してみません
か。
◆男女共同参画フォーラム(12
　月開催予定)実行委員
内　容　企画・運営
対　象　市本庁舎などで開催す
　る会議に出席できる人

◆男女共同参画情報紙「つばさ」
　編集スタッフ
内　容　企画・取材・編集
対　象　平日昼間に市本庁舎な
　どで開催する編集会議に参加
　できる人

いずれも
申し込み　男女共同参画室にあ
　る申込書に必要事項を記入し、
　直接または郵送、ファクス、
　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　※
　申込書は、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28日(月)必着

対　象　平成26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　市本庁舎３階市民交
　流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。
締め切り　４月21日(月)

◆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、子どもと一緒に楽しみま
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。親子
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11日(金)必着

と　き　５月17日(土)・18日(日)
　８時～19時(全２回)
ところ　消防本部３階研修室
内　容　患者等搬送事業に必要
　な知識と技術を習得する講習
　※修了者に乗務員適任証を交付
対　象　車椅子などを固定でき
　る車両で、緊急性の低い入退
　院や通院、社会福祉施設など
　への搬送を実施している事業
　者の乗務員
教　材　「患者等搬送乗務員基礎
　講習テキスト2010年版ガイド
　ライン対応」(東京法令出版／
　税込み5,100円)を各自で用意
　して持参
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　４月21日(月)～５月
　２日(金)９時～17時　※土・
　日曜日、祝日を除く

ママとあんよちゃんの３Ｂ体操
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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

受付日時

講座名

華道
煎茶
料理Ⅰ
タップダンス
英会話
手編み
手話
着付け
写真（デジタル・
フィルム）
料理Ⅱ
ジャズダンス
書道
フラワー
アレンジ
抹茶

単独処理浄化槽
からの転換設置

下水道予定処理区域以外の地域には、単独処理浄化槽の撤去費用９万円までと、単独処理
浄化槽やくみ取り便槽から転換するときの配管費用６万円までを別途交付します。

くみ取り便槽
からの転換設置

上記を除く
浄化槽設置

区　分 浄化槽の
大きさ

下水道予定処理区域外の限度額
美杉地域以外 美杉地域

下水道予定処理
区域内の限度額

５人槽
７人槽
10人槽
５人槽
７人槽
10人槽
５人槽
７人槽
10人槽

332,000円
414,000円
548,000円
332,000円
414,000円
548,000円
84,000円
103,000円
138,000円

536,000円
581,000円
1,044,000円
536,000円
581,000円
1,044,000円
288,000円
270,000円
634,000円

332,000円
414,000円
548,000円
332,000円
414,000円
548,000円
84,000円
103,000円
138,000円

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

22,000円
7,000円
14,000円
4,000円
6,000円
16,000円
6,000円
4,000円

5,000円

14,000円
4,000円
6,000円

36,000円

7,000円

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

曜日 時　間 定員
（先着） 回数 会　場 講座運営費

４月17日㈭
18：30～21：00

津リージョンプラザ２階
第１会議室

津リージョンプラザ３階
商業振興労政課

４月18日㈮
８：30～20：00
21日㈪以降は
８：30～17：15

受付場所

浄化槽補助金制度浄化槽補助金制度

　住居専用住宅に浄化槽を設置
する場合に、予算の範囲内で補
助金を交付しています。
対象地域
◆下水道予定処理区域以外の地域
◆下水道予定処理区域になった日

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

　の翌日から７年を経過しても下
　水道の供用が開始されないと見
　込まれる地域
※対象地域について詳しくは、
　下水道政策課へお問い合わせ
　ください。

　浄化槽は、トイレ・台所・
風呂などから排出される汚れ
た水を、微生物の働きを利用
してきれいにします。微生物
が活動しやすい環境を保つた
めには、維持管理(保守点
検・清掃・法定検査)を適正
に行うことが大切です。これ
を怠ると、浄化槽の機能が低
下し、悪臭が発生したり汚れ
た水が流れ出たりして、川や
海を汚す原因になります。浄
化槽が正常に機能するよう
に、定期的な維持管理を確実
に行いましょう。

浄化槽の維持管理は
適正に！

問い合わせ　下水道政策課
　239－1038　　239－1037

勤労青少年講座生募集勤労青少年講座生募集 問い合わせ　商業振興労政課
　229－3114　　229－3335

※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。
※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。料理Ⅰ講座

補助金限度額
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ヨーガ入門 どなたでも 20人

講座名 開催期間 定　員
（抽選）

５月７日～来年３月
毎週水曜日
10：00～11：30

60歳以上の人 30人
５月８日～来年３月
毎月第２・４木曜日
10：00～12：00

４カ月～１歳
未満児と母親 20組

５月９日～来年３月
毎月第２・４金曜日
９：00～10：30

１歳児と母親 20組
５月９日～来年３月
毎月第２・４金曜日
10：45～12：15

３～５歳児と
保護者 25組

５月17日～来年３月
毎月１回土曜日
10：00～11：30

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

キッズとファミリー
の元気いっぱい

※申込者が少ない講座は開講しない場合があります。

対　象
４月１日
現在の年齢（　　　　　）

市内の郷土芸能団体が
演舞を披露

郷土芸能ふれあいフェスティバル
市内の郷土芸能が集結！

美杉総合文化センター

食の振る舞いや
地域特産品の販売

先着500人に
プレゼントあり

美杉小・中学校
児童生徒の作品展示

榊原湯の瀬太鼓

入江和歌囃子

久居総合福祉会館講座久居総合福祉会館講座

対　象　市内に在住の人　※定
　員を超えた場合、昨年度の同
　講座の受講者を除いて抽選
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。
　電話での申し込みは不可
締め切り　４月16日(水)必着　
　※火曜日は休館

公演を行う芸能
　入江和歌囃子、榊原湯の瀬太鼓、しゃご馬、
白塚獅子舞、津商工会議所青年部元気玉太鼓、
津青年会議所高虎太鼓、津・高虎太鼓、津高虎
太鼓華乃津会、唐人踊、丹生俣の獅子舞、美里
龍神太鼓、美杉舞踊クラブ、美杉連山のろし太
鼓保存会、八幡獅子舞

問い合わせ　久居総合福祉会館
　256－7110　　256－7129

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

いり　 え　　わ　　か　 ばや　 し
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始まります！
津市小中一貫教育

西橋内文化・スポーツクラブ

西橋内文化・スポーツクラブ

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

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）
久居中町29－2
（谷口方、　255－3444、　255－2387）

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

久居相川町2071－1
（鈴木方、　・　256－9312）

一志町大仰217－1
（大井公民館内、　・　293－6673）
一志町波瀬2232－2
（波瀬公民館内、　・　294－7472）

橋南スポーツクラブ

ひさい文化・スポーツクラブ

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

矢頭の子クラブ

ひさい総合型スポーツ・レク
リエーションクラブFAN・fun

クラブ名 事務局

総合型地域文化・スポーツクラブ総合型地域文化・スポーツクラブ

　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
が世代を超えて集まり、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。

問い合わせ
　スポーツ振興課
　　229－3254　　229－3247

　各中学校区の小中学校が一体となり、保護者や
地域と連携して、子どもたちの学力向上と学校生活
の充実を図り、豊かな人間性や社会性を育てます。

　平成26年度から順次実施し、平成29年度には
全ての中学校区(20中学校区)で実施します。

全ての中学校区で実施

学力向上に向けて
●９年間を通じた教育カリキュラム
●小学校での一部教科担任制
●家庭学習の習慣化　など
学校生活の充実に向けて
●学校生活のきまりを小中学校で共通化
●小中の学校交流行事による学年を超えたつながり
●発達段階を踏まえた生活習慣の確立　　　など

小中学校一体の取り組み

　保護者や地域の皆さん
には、学校行事や地域学
習、図書館ボランティア
などに積極的な参加・協
力をいただいています。
こうした学校・保護者・
地域のつながりが、小中一貫教育の基盤になります。

保護者や地域とのつながりを基盤に

地域の実態に応じた施設形態
分離型　離れた場所に位置する
小中学校で、共通理解を図りな
がら教育活動を実施します。(西
橋内、一志など市内17中学校区)

隣接型　隣接する小中学校で、児
童生徒の交流を密にするなど、一
体感のある教育活動を実施しま
す。(東橋内、南が丘の２中学校区)

一体型　小中学校が同一校舎で
組織・運営ともに一体の教育を
実施します。(美里中学校区)

問い合わせ　教委教育研究支援課
　229－3288　　229－3332

●平成26年度　５つの推進中学校区で実施
　　　　　　　（東橋内、西橋内、南が丘、美里、一志）

●平成27・28年度　実施する中学校区を順次拡大

●平成29年度　全ての中学校区で実施
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問い合わせ　子育て推進課　　229－3167　　229－3451

　保育所は、保護者が働いている場合や、病気などのために児童を家庭で
保育できないとき、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。

　保護者および同居の祖父母(入所希望月時点で
65歳未満の場合)がそれぞれ次の要件のいずれか
に該当するため、家庭での保育ができないと認め
られる場合です。
●家庭外労働
　保護者などが、家庭外で仕事をしている
●家庭内労働
　保護者などが、家庭内で児童と離れて日常の家
事以外の仕事(内職など)をしている
●母親の出産
　母親が出産予定または出産後間がない(出産予
定日の前後２カ月程度)
●疾病・障がいなど
　保護者などが病気にかかったり、負傷または心
身に障がいがある
●病人の看護など
　児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障が
いのある人がいて、保護者などがいつもその看護
に当たっている
●家庭の災害
　家庭が火災や風水害・地震などの災害に遭い、
保護者などがその復旧に当たる

※上記の入所要件に該当していても、次の場合は
　入所できません。
●入所を希望する保育所の定員に余裕がない
●各種必要書類の提出が
　ない、あるいは入所面
　接が済んでいない
●申し込み内容に虚偽が
　ある

　通常８時30分～17時15分(保護者の勤務状況な
どにより必要な場合は７時30分～18時)

入所できる児童 保育時間

延長保育
　保護者の勤務状況など、やむを得ない事情によ
り、通常の保育時間を超えて保育が必要な場合、
有料で延長保育を行っています。延長時間・料金
は保育所により異なります。
休日保育
　保育所に入所中の乳幼児で、保護者が日曜日や
祝・休日に勤務するため、家庭で保育ができない
場合に、有料で休日保育を行っています。
　なお、子育て推進課での事前登録が必要です。
一時預かり
　保護者の断続的な勤務や病気、出産、育児疲れ
の解消などで、一時的に保育所での保育が必要に
なった場合に、有料で利用できます。事前に保育
所での利用申し込みが必要で、料金などは保育所
により異なります。

　常時勤務の有資格臨時保育士や短時間委託業
務に従事する有資格保育士(短時間委託保育士)
として勤務を希望する人を対象に、「津市保育人
材バンク」への登録制度があります。
登録方法
　津市ホームページからダウンロードできる「登
録申請書」に必要事項を記入し、郵送で、子育て
推進課(〒514-8611 住所不要)へ。詳しくはお問
い合わせください。

特別保育

津市保育人材バンクの登録制度
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電話番号

特別保育

所在地保育所名
（公立）

栗真保育園
立誠保育園
観音寺保育園
相愛保育園
高洲保育園
中央保育園
乙部保育園
新町保育園
橋南保育園
雲出保育園
高茶屋保育園
北口保育園
野村保育園
ひとみね保育園
こべき保育園
北部保育園
千里ヶ丘保育園
上野保育園
芸濃保育園
安濃保育園
香良洲保育園
川合保育園
高野保育園
白山保育園
八知保育園
太郎生保育園

大川乳幼児保育園 大谷町 27 保育対象は
０～２歳児

定員（人）電話番号所在地保育所名 備　考

226－3131
（大川学園）

栗真小川町
島崎町
観音寺町
相生町
高洲町
中央
寿町
桜田町
船頭町津興
雲出伊倉津町
高茶屋三丁目
久居北口町
久居野村町
久居一色町
久居元町
久居北口町
河芸町千里ヶ丘
河芸町上野
芸濃町椋本
安濃町曽根
香良洲町
一志町八太
一志町高野
白山町南出
美杉町八知
平成26年４月１日から休園

一
時
預
か
り

休
日
保
育

延
長
保
育

定
員（
人
）

電話番号

特別保育

所在地保育所名
（私立）

白塚愛児園
高田保育園
津愛児園
津カトリック保育園
清泉愛育園
さつき保育園
三重保育院
三重保育院乳児保育所
ぼだいじ保育園
片田保育園
つ保育園
泉ヶ丘保育園
大里保育園
公園西保育園
豊野保育園
ひかり保育園
藤水保育園
志登茂保育園
上浜保育園
はなこま保育園
風の子藤水保育園
すぎのこ保育園
久居保育園
ゆたか保育園
さくら保育園
杜の街ゆたか保育園
美里さつき保育園
みらいの森ゆたか園
第二はなこま保育園
風の丘藤水保育園
こどもの杜ゆたか園

白塚町
一身田町
桜橋三丁目
西丸之内
南丸之内
新町一丁目
柳山津興
柳山津興
南中央
片田志袋町
藤方
野田
大里睦合町
長岡町
一身田豊野
半田
藤方
一身田平野
上浜町五丁目
高茶屋小森町
雲出島貫町
久居中町
久居西鷹跡町
河芸町中別保
河芸町影重
河芸町杜の街一丁目
美里町五百野
河芸町三行
高茶屋小森上野町
戸木町
一身田上津部田

○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

●

●

○

●

●

●
○
●

●

232－3214
232－2075
226－0117
227－2512
228－6380
228－2574
228－4406
228－4406
228－7473
237－0585
225－5255
237－1655
232－1522
224－0150
231－1364
226－8085
225－1501
231－1854
227－7592
235－5665
238－0355
255－5100
259－0080
245－1128
245－1163
244－1166
279－2000
244－1515
238－1616
253－7708
236－6100

180
110
110
100
70
150
90
100
120
90
90
90
100
120
70
90
220
70
80
70
90
90
120
90
90
90
90
80
120
90
90

一
時
預
か
り

休
日
保
育

延
長
保
育

定
員（
人
）

○
○
○
○
○

○
○

○

●
●
●
●
●

●

●
●

232－3218
228－6342
227－5910
228－2062
225－3157
226－4120
226－0115
226－0116
228－6344
234－3940
234－2063
255－4566
256－0303
252－0854
256－3331
256－3679
245－0098
245－1167
265－2027
268－2761
292－2511
293－1633
293－0024
264－0080    
272－0224

90
90
60
45
45
150
45
90
90
90
180
120
120
130
120
60
60
60
90
150
80
120
100
170
45

　保育所に入所している全ての世帯を対象
に、個人住民税に関する賦課資料をもとに
保育料が正しく算定されているかの確認作
業を、７月と11月に行っています。所得
税に関する書類を提出していないと、保育
料が４月にさかのぼって変更になる場合が
あります。

　納期限までに保育料の納付がないとき
は、「督促状」が発送されます。この督促状
の期限までに納付がない場合は、法律の規
定に基づく滞納処分として、預金、生命保
険、給与、不動産等の財産の差し押さえを
受けることがあります。
　なお、納付相談は、子育て推進課で随時
受け付けています。

　　保育所の申し込みはいつからできますか？
　　入所申し込み受け付けは入所希望月の２カ月前
から前月10日までです。保育所の入所日は毎月１
日ですが、職場復帰や緊急に入所を要する理由など
によっては15日になる場合があります。

　　保護者の転職や退職、出産などにより、入所し
ている児童の家庭の状況が変更になった場合、報告
は必要ですか？
　　転職や退職、出産など家庭で保育ができない要
件が変更になったり、また転居や保護者変更など家
庭の状況に変更があったりした場合は、必ず子育て
推進課または保育所へお知らせください。それぞれ
の事情に応じた書類の提出が必要です。

　　保育料はどのように決まるのですか？
　　保育料は保護者の前年分の所得税額と前年度分
の市民税額によって決まります。

保育所入所Ｑ＆Ａ

※「一時預かり」の●印は保育所に空きのある場合に限ります。

平成26年６月に新規開所予定の私立保育所

保育所・保育内容一覧

Q
A

Q

A

Q
A

７月・11月の税額確認

保育料を滞納した場合
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問い合わせ　健康づくり課
　229－3310　　229－3287

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）

豊かに暮らす高齢社会
　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。

市が実施している高齢福祉サービス
　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

緊急通報装置事業

　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

老人日常生活用具給付等事業

　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

配食サービス事業

　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。平成26年度の申請
は４月１日(火)から受け付
けます。
対　象　昭和19年４月２
　日以前に生まれた人(平
　成26年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

はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業

　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

徘徊探索器貸与事業

　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

家族介護慰労金支給事業

緊急通報装置

助成券

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を除く

　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(過去に津市で助成を受け
　ていない人に限る)
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。

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種費用を助成

はい　かい

ひ　 ぞう
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市民活動紹介

センター名
津市地域包括支援センター
（市本庁舎） 津地域（西橋内の一部）

津地域（一身田）、河芸地域

津地域（豊里）、芸濃地域、安濃地域

津地域（橋北・東橋内）

津地域（橋南・南が丘）

津地域（南郊）、香良洲地域

久居地域

一志地域、白山地域、美杉地域

Ｔ229－3294

Ｔ245－6666

Ｔ267－1125

Ｔ213－3181

Ｔ213－8115

Ｔ237－2018

Ｔ238－6511

Ｔ254－4165

Ｔ262－7295

津北部東地域包括支援センター
（河芸町浜田、河芸ほほえみセンター内）

津北部西地域包括支援センター
（安濃町東観音寺、介護老人保健施設あのう内）

津中部北地域包括支援センター
（島崎町、津地区医師会館２階内）

津中部東地域包括支援センター
（津興、八幡園敷地内）

津中部西地域包括支援センター
（野田、特別養護老人ホーム泉園内）

津中部南地域包括支援センター
（高茶屋小森町、特別養護老人ホームシルバーケア豊壽園内）

津久居地域包括支援センター（久居新町、ポルタひさい３階久居
ケアサービスセンターシルバーケア豊壽園内）

津一志地域包括支援センター
（白山町川口、白山保健福祉センター内）

担当地域 問い合わせ

津地域（西橋内の一部・西郊）、
美里地域

問い合わせ　津市地域包括支援センター（高齢福祉課内）　　229－3294　　229－3334

　毎年８月ごろ、千里ヶ丘団地内の通称「さつ
き通り」で千里夏祭りが開催され、地域の住民
や外国人住民など多くの人々で盛り上がりま
す。「地域で元気なことをしたい」という人々
の思いから、自助・近助(所)・共助、外国人住
民との共生などを目指して、津市社会福祉協議
会などと力を合わせて、この祭りを始めました。
　連合会の柏葉博会長は「参加すれば連帯感が
生まれ、絆や理解を深めることができる。将来
は参加する皆さん自らが運営に取り組んで、そ
れぞれの文化の良さを味わってもらえるような
祭りになってほしい」と語ります。人々の交流
が活発になり、より良い地域づくりに結び付く
ことを願って、今後も祭りは続いていきます。

千里ヶ丘地区自治会連合会

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

　～地域の活発な交流を目指して、千里夏祭り～

●主な活動内容
　千里夏祭りの開催
　●盆踊り、サンバ、創作舞踊などの各国の舞踊
　●吹き流し七夕飾り作成大会　　　　　　など

●問い合わせ
　千里ヶ丘地区自治会連合会
　　245－1918(柏葉)

千里夏祭りの様子

ぜひご利用ください  地域包括支援センター
　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる
よう、総合相談の拠点として地域包括支援センター
を設置しています。ここでは、保健師や社会福祉

士、主任ケアマネージャーなどの専門職による相談
の他、介護予防ケアプランの作成や権利擁護、高齢
者虐待防止の取り組みなどを行っています。
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　久居総合福祉会館でひさい音楽祭が開催されまし
た。久居西中学校吹奏楽部によるオープニングの
後、出演団体が日頃の練習の成果を発表し、最後に
は、東日本大震災復興ソングなどを会場全員で大合
唱して、音楽に親しむ一日になりました。

心をひとつに大合唱 

▲

 2/22

絶品スイーツ
がいっぱい▲

 2/22・23

　津市森林セラピー基地運営協議会の会員と森林セ
ラピスト、森林セラピーガイドが、ガイド力向上を
目指してスキルアップ研修を行いました。最終日に
は互いにガイドし合うフィールドワークを行い、充
実した研修になりました。

ガイド力向上に向けて 

▲

 2/2・23

　津市自主防災協議会香良洲支部主催の防災講演会
がサンデルタ香良洲で開催されました。「大地震・
大津波に備える～生き残り、生きのびて、つぎにつ
なげるために～」をテーマにした講演会に、多くの
皆さんが熱心に聞き入っていました。

防災と未来を考える 

▲

 2/2

　市芸濃庁舎大会議室でまちづくりサミットinげい
のうが行われました。芸濃地域で活動する団体の取
り組み紹介や県内のまちづくり団体とのパネルディ
スカッションが行われ、よりよいまちづくりに向け
て、各団体が連携・協力の強化を図りました。

深まるつながり 

▲

 2/1

　津市センターパ
レスホールで第４
回スイーつフェス
タが開催されまし
た。市内の和洋菓
子が一堂に集い、ステージ上ではあめ細工の実演などが行われ、会場に足
を運んだ皆さんを魅了していました。
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豆まきで元気に鬼退治！▲

 2/3

　安濃中公民館で、公民館講座受講生による学習発
表会が開かれました。写真・絵手紙などの作品展示、
フラダンス・親子運動遊びなどの舞台発表、子ども
のお菓子・クラフト作りなどの実習があり、１年間
の成果を披露しました。

出会い・触れ合い・学び合い▲
 2/15・16

　神戸幼稚園で地域の高齢者との交流会「にこにこ
会」が開かれました。今年度最後の会となったこの
日、園児たちは高齢者の皆さんと一緒に歌や手遊び
を楽しんだ後、手作りのエコバックをプレゼントし
て、感謝の気持ちを伝えました。

おじいちゃんおばあちゃん大好き！▲

 2/24

　白山市民会館で第８回人権フェスティバルが開か
れました。教養文化講座の発表や作品展示、人権学
習会など、中・高校生と津市反差別青少年友の会を
中心に運営され、人権が大切にされるまちを目指し
て頑張る子どもたちの輝く姿が見られました。

明るい人権のまちを目指して 

▲

 2/22

　サンデルタ香良洲でユニバーサルデザイン発表会
が開かれました。戸木・櫛形・香良洲小学校の児童
による学習発表のほか聴導犬の話と実演なども行わ
れ、訪れた皆さんはユニバーサルデザインについて
楽しく学んでいました。

ユニバーサルデザインを知ろう 

▲

 2/23

　みさと幼稚園で節分の集いがあり
ました。子どもたちは、節分の由来
などを学んだ後、自分で作った鬼の
お面をかぶりながら、「鬼は外、福は
内」と元気のいい掛け声に合わせ
て、豆まきを楽しみました。
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みんなの
情報掲示板

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

18日㈮

21日㈪

14：00～15：40

15：00～16：00

10：45～11：45

一身田寺内町

ところとき（４月）

メッセウイン
グ・みえ

市美里庁舎

募　集

　消費税率(国・地方)を引き上げ
　平成26年４月１日から、消費
税率と地方消費税率の合計が
８％に引き上げられます。引き
上げ分の消費税収入(国・地方)
は全て社会保障のための財源と
して使われます。消費税の引き
上げが円滑かつ適正に行われる
よう、ご理解とご協力をお願い
します。消費税の価格への転嫁
など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
　消費税価格転嫁等総合相談セ
ンター(専用ダイヤル　0570－
200－123)

　ラ・フェスタ・プリマヴェラ
　2014
　中部・近畿地方を巡るクラシッ
クスポーツカーの祭典。今年は
一身田寺内町も訪れることにな
り、古い町並みと往年の名車た
ちの共演が楽しめます。

　観光振興課(　229－3170)

　陸上自衛隊久居駐屯地
　開設62周年記念行事
　４月20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)

　ひぐらしハーモニカ教室
　合同発表会(無料)
　４月19日(土)12時30分～(12
時開場)　　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)

　語学講座(前期)受講生(全12回)
　５月～８月上旬の19時～20時
30分

▲

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　　各24人　　9,000円
(教材費等が別途必要)
　４月１日(火)～30日(水)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

　津市森林セラピー基地
　君ケ野拠点 高束山コース
　セラピーウオーク

　高低差約300ｍの健脚者向け
コースです。毎年この時期に開
催される祭も見学することがで
きます。
　４月20日(日)９時～15時　　
レークサイド君ケ野集合　　60
人　　1,500円
　４月１日(火)～14日(月)に津
市森林セラピー基地運営協議会
君ケ野拠点部会(美杉総合支所地
域振興課内、　272－8082)へ

　ＪＩＣＡボランティア説明会
　開発途上国で現地の人々と同
じ生活をしながら共に働き、国

づくりに貢献するボランティア
を募集します。
　①４月12日(土)13時30分～②
４月24日(木)18時～　　①アス
ト津３階おしごと広場みえ②ア
スト津３階交流スペース
　４月１日(火)～５月12日(月)
に青年海外協力協会中部支部(　
052－459－7229)へ

　アクアフィットネス教室

　５月10日～６月28日の毎週土
曜日９時30分～10時30分(全８
回)　　津市民プール　　市内に
在住・在勤・在学の人　　　30
人　　4,000円
　４月７日(月)～21日(月)に津
市スポーツ協会にある申込用紙
に必要事項を記入し、直接または
ファクスで同協会(　273－5588)
へ　※同協会ホームページから
も申込用紙をダウンロードでき
ます。
　同協会(　273－5522)

　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月の活動日に直接会場へ
　若葉手話サークル代表(　090
－3853－6231)

　初心者向け俳句スクーリング生
　①第２木曜日９時30分～11時
30分②第４火曜日13時30分～
15時30分　　①②アスト津３階
みえ県民交流センター　　１年
間継続可能な人　　　各20人　
　最初の３カ月間は無料、４カ
月目から実費700円が必要
　ＮＰＯ俳句みえ(　230－3012)

お知らせ

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

とき（毎月）
第１～４火曜日
13時～18時

※祝・休日、年末年始を除く

面談・電話相談
（予約優先）
電話相談
（予約優先）

第３金曜日
18時～20時

内　容

　わんぱくディキャンプ

　５月10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、カレー
作り、マッチの使い方　　市内
に在住の小学１～３年生　　　
60人　　1,200円
　４月８日(火)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)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
マチュアの団体やグループ
　スポーツ振興課、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
全協会三重県支部へ
　同協会(　059－372－8100)

　不要になったこいのぼりを
　譲ってください

　丸之内商店街では、国道23号
沿いのアーケードをこいのぼり
で彩ります。家庭で飾られなく
なったこいのぼりがあれば提供
してください。
　丸之内商店街振興組合(　224
－4955)

　三庁合同見学会(無料)
　５月１日～７日は憲法週間で
す。津地方裁判所、津地方検察
庁、津地方法務局では、三庁合
同見学会を行います。
　５月８日(木)13時15分～16時
30分　　津地方検察庁(中央)集
合　　　20人
　４月15日(火)～５月７日(水)
９時～17時に同検察庁(　228－
4165)へ　※土・日曜日、祝・
休日を除く

　転倒予防教室(無料)
　４月24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　　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　
　　100人
　４月10日(木)から津市社会福
祉協議会津支部(　213－7111)へ

　カウンセラーによる相談(面談・
　電話相談)
　専用電話　229-3120

　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

　弁護士による法律相談
　４月28日、５月26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　　　各日８人(予約優先、
相談時間は１人30分以内)
　４月23日(水)８時30分から電話
で男女共同参画室(　229－3103)へ

　メンタルヘルス相談
　仕事がうまくいかない、職場
の人間関係のことで悩んでいる
など悩みや不安のある人は、一人
で悩まず気軽にご相談ください。
　毎月第２・４金曜日18時～20時
※祝・休日、年末年始を除く　　
サン・ワーク津　　専門の産業カ
ウンセラーが相談します。　　市
内に在住または在勤する勤労者
　１日あたり２人(１人50分程度)
　電話で商業振興労政課(　229
－3114)へ

　総合労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・
休日、年末年始を除く)　　解
雇、賃金、セクハラ、人事、配
置転換、労働契約などの相談
　三重県社会保険労務士会総合
労働相談所(　228－6064)へ

　司法書士による
　相続・贈与・土地問題の相談
　毎月第２土曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※
12時から整理券を配布(　　10
人)　　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　登記相談(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
館(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)

　犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援セン
ター(栄町一丁目)　　犯罪の被
害に遭った人や家族の相談　※
電話相談(　221－7830)や法律
相談(予約制)などもあります。
　同センター(　213－8211)

無料相談コーナー

健　康
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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

防犯灯のＬＥＤ化
を進めます

　まちを明るく照らし夜道の安全を確保する防犯
灯。津市には、市が設置・管理する集落間防犯灯の
ほかに、自治会に設置・管理していただいている
26,644基の集落内防犯灯があります。
　近年、地球温暖化や震災後の電力供給不足状況な
どを踏まえ、環境、エネルギー対策からも、長寿命
で節電効果の高いLED防犯灯の導入が図られるよ
うになってきております。津市としても、自治会の
光熱費やランプ交換などの維持費の軽減に寄与し、
地球環境にやさしい防犯灯のLED化促進のため、
設置補助制度の充実を図ることとしました。
　平成23年度までは、年間約450万円の予算で、
設置費用の２分の１以内、上限１万円の補助金が津

市防犯協会から自治会に交付されていましたが、
24年度には、津市からの直接交付に変更し、３分
の２以内、上限２万円に拡充、前年の２倍の930万
円の予算を計上しました。自治会における反響は極
めて大きく、予算額を大きく上回る2,500万円余り
の補助申請があり、翌年度までお待ち願うところも
出てくるほどでした。
　そこで、25年度には、２年前の８倍以上の3,700
万円の予算を確保し、前年度に対応しきれずお待ち
いただいた自治会には、例年秋ごろになる交付決定
を年度が替わった直後に済ませ、25年４月には直
ちに導入できるようにするなど、スピーディーに取
り組んだ結果、２年間で2,775基のLED防犯灯が設
置されることとなりました。
　自治会の皆様方が、高い意識のもと、地球環境に配
慮しつつ地域の安全を願ってご尽力くださることに
より、津市においても防犯灯のLED化が急速に進ん
でいます。今年度も補助申請の受け付けが始まりま
した。約1,000基分の予算を準備し、迅速な事務処理
に努めます。今後も防犯灯の整備には十分な予算を
確保し、安全、安心なまちづくりを進めてまいります。

■平成25年度第３回津市災害図上
　訓練…２月４日

　第３回目となる津市災害図上訓練
を行いました。
　８月22日の図上訓練(地震発生の
３時間後から24時間後の状況を想
定)に引き続き、今回は24時間後か
ら72時間後までの想定としまし
た。訓練中に２回開いた災害対策本
部会議では、各部長からの情報伝達
がしっかりとでき、メリハリの効い
た現実に近い訓練となりました。対
応力が強化されてきたと感じます。
　今後も訓練を積み重ね、経験した
ことを実際の災害対応に活かせるよ
うにいたします。

■第９回津シティマラソン大会
　(安濃中央総合公園周辺)…２月９日
　今年の津シティマラソンには、昨
年より500人以上も多い2,984人の
ランナーにご参加いただきました。
私も10km、50歳代の部門に出場
し、昨年を上回る51分59秒で完走
しました。タイムの短縮もさること
ながら、市民ランナーの皆さんとの
交流が私の何よりの楽しみとなって
います。これからも皆さんとともに
走り続けます。
　また、スポーツを愛する者とし
て、津市のスポーツ振興についても
気持ちを込めて、しっかり取り組ん
でまいります。

■中心市街地活性化タスクフォース
　成果報告会(中央公民館)…２月20日

　中心市街地活性化タスクフォース
は、昨年度のオープンディスカッ
ションでまとめられた提言の中か
ら、実行可能で効果的なものを自ら
実践・実施するとともに、さまざま
な団体が行う活性化事業を支援する
ことを目指して立ち上げられました。
　成果報告会では、各グループから
今年度の成果と来年度の計画につい
ての発表があり、皆さんのまちおこ
しへの情熱とアイデアを肌で感じま
した。アイデアを形にし、平成の時
代に合ったまちのにぎわいづくりを
進めます。

津市長 前葉 泰幸



折り込み紙

市税納期一覧表

平成26年４月１日発行
平成26年　第１号

収税課
　229－3135 　229－3331

平成26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■
納期限

44月

軽自動車税

全　期

６月２日■
納期限

５５月

市　民　税
県　民　税
全　期 第１期

６月30日■
納期限

６６月

固定資産税
都市計画税

第２期

７月31日■
納期限

７７月

市　民　税
県　民　税

第２期

９月１日■
納期限

8月 ９月

市　民　税
県　民　税

第３期

10月31日■　
納期限

10月 11月

固定資産税
都市計画税

第３期

12月25日■
納期限

1212月
市　民　税
県　民　税

第４期

２月２日■
納期限

１月

固定資産税
都市計画税

第４期

３月２日■
納期限

２２月 ３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。

　市民税・県民税の特別徴収税額の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(この日が土・日曜
日、祝・休日の場合は、その翌営業日になります)

水 木

木

月 月

月

月 月

金
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市税納期一覧表

●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
　　の番号が不明なときは、収税課までご連絡
　　ください。

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

軽自動車税

市民税・県民税

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

手続きに必要なもの

取扱金融機関　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。

　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

４月初旬

５月初旬

６月初旬

納税通知書 送付時期
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犬の登録と
狂犬病予防注射

　生後91日以上の犬
を飼う場合、飼い主
には、生涯で１回の
登録と、年１回の狂
犬病予防注射を行う
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
旬に市が送付する案
内はがきを持参し、
予防注射を受けさせ
てください。会場で
は犬の新規登録も受け付けます。登録がまだの場
合は、右下の申込用紙に記入の上持参してくださ
い。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。
　予防注射は動物病院でも受けることができま
す。集合注射に行けない場合は、案内はがきを持
参して、個別に注射を受けさせてください。
　犬が死亡したときや、飼い主の住所などに変更
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(未登録の場合)、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。

平成26年度分の
狂犬病予防注射済票

犬鑑札

　現在、日本を取り巻く近隣の国、例えば韓国や
中国、ロシア、フィリピンなどではいずれも狂犬
病が流行しています。1961年以降人や動物の狂
犬病の発生報告が無かった台湾でも、昨年狂犬病
に感染・発症した飼い犬やイタチアナグマが確認
されました。
　国内では平成17年に犬などの輸入検疫制度を
大幅に強化して備えているものの、密輸や貨物コ
ンテナに動物が紛れて日本に運ばれてくる事例も
報告されています。このようなことからも、海外
から狂犬病が侵入する可能性は決してゼロではあ
りません。

　人が発症すると必ず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、現代医
学をもってしても狂犬病の患者を助けることはで
きません。
　狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本
国内では多くの犬が狂犬病と診断され、人も狂犬
病に感染し死亡していました。このような状況の

中、狂犬病予防法が施行され、犬の登録や予防注
射、野犬などの抑留が徹底されるようになり、わ
ずか７年という短期間で狂犬病を撲滅しました。
このことから、犬の登録や予防注射が狂犬病予防
にいかに重要な役割を果たすかが分かります。
　万一狂犬病が国内で発生した場合には、発生の
拡大とまん延の防止を図ることが非常に重要にな
ります。そのために、狂犬病についての正しい知
識を持ち、飼い犬の登録と年１回の予防注射を必
ず行いましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射
平成26年４月１日発行

環境保全課
　229-3282　　229-3354

犬の登録と狂犬病予防注射申込用紙
キ　　　リ　　　ト　　　リ

キ
　
　
　
リ
　
　
　
ト
　
　
　
リ

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

犬の登録と
狂犬病予防注射は忘れずに
犬の登録と
狂犬病予防注射は忘れずに
犬の登録と
狂犬病予防注射は忘れずに
犬の登録と
狂犬病予防注射は忘れずに

犬の登録や
狂犬病予防注射の役割
犬の登録や
狂犬病予防注射の役割
犬の登録や
狂犬病予防注射の役割
犬の登録や
狂犬病予防注射の役割

日本周辺でも
狂犬病が発生
日本周辺でも
狂犬病が発生
日本周辺でも
狂犬病が発生
日本周辺でも
狂犬病が発生
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犬の登録と
狂犬病予防注射

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）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

22日

(火)

23日

(水)

24日

(木)

25日

(金)

栗真小川町集会所

白塚出張所

栗真出張所

県津庁舎(桜橋三丁目)※１

潮音寺駐車場

敬和公民館

阿漕塚記念館

橋南公民館

安東出張所

津西ハイタウン自治会集会所

夢が丘自治会集会所

一身田出張所

大里出張所

高野尾出張所

豊が丘会館

南が丘会館

藤水出張所

高茶屋市民センター

雲出出張所

櫛形出張所

片田出張所

神戸出張所

新町会館

お城西公園　※２

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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

24日

(木)

25日

(金)

美杉人権センター

小原消防詰所前

小西公民館

新美杉庁舎駐車場

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

比津三叉路

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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

14日

(月)

15日

(火)

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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

21日

(月)

22日

(火)

23日

(水)

川口公民館

東町公民館

家城出張所

元取集会所

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

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)

 9：30～   9：55
10：05～10：20
10：30～10：50
11：10～11：20
 9：00～   9：40
 9：50～10：10
10：20～10：40
10：50～11：00
11：10～11：30
11：40～12：00
9：20～   9：30

9：40～10：00

10：10～10：50
11：00～11：10
11：25～11：35

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

16日

(水)

17日

(木)

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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

17日

(木)

18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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

21日

(月)

旧農協安西支店

雲林院福祉会館

落合の郷

旧農協明店

芸濃総合文化センター

 9：00～   9：20
 9：30～   9：40
10：00～10：10
10：30～10：45
11：00～11：35

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

15日

(火)

室の口公民館

農協下の世古倉庫前

ＪＡ倉庫平岩集荷所

虹が丘団地集会所

農協郷土資料館(旧高岡支店)

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

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

16日

(水)

東観中学校体育館前

今徳区公民館

草生公民館

旧農協明合支店

農協安濃中央支店
安濃店

清水ヶ丘公民館

 9：00～   9：30
9：45～10：15
10：30～11：00
 11：15～11：45

13：00～13：30

13：45～14：15

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

14日

(月)

15日

(火)

17日

(木)

18日

(金)

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)

グリーンヒル久居集会所

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

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

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

河芸地域　河芸総合支所　 244-1706　 一志地域

一志地域　一志総合支所　 293-3008　

白山地域　白山総合支所　 262-7032　

美杉地域　美杉総合支所　 272-8088

芸濃地域　芸濃総合支所　 266-2516

美里地域　美里総合支所 　279-8119

安濃地域　安濃総合支所 　268-5518

日　　　　  会　場　　　　　 時　間

18日

(金)

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

久居地域　久居総合支所　 255-8845

平成26年度狂犬病予防集合注射日程表（４月）平成26年度狂犬病予防集合注射日程表（４月）
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