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学校の大規模改造進行中！

大規模改造を行った神戸小学校の子どもたち

学校の大規模改造について詳しくは６～９ページへ
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どうなってるの、サオリーナ？
～津市産業・スポーツセンターの建設工事～
どうなってるの、サオリーナ？
～津市産業・スポーツセンターの建設工事～

　ねえねえ、シロモチくん。昨年、工事を
始める予定だった、サオリーナが入る津市
産業・スポーツセンターの建設工事が進ん
でいないって聞いたんだけど？
　そうなんだ。建設工事を行う業者を決め
るために入札を行ったんだけど、それがま

とまらなくて業者が決まらず、まだ契約が
できていないんだよ。
　どうしてなの？詳しく教えてほしいな。
　まず、サオリーナが入る津市産業・ス
ポーツセンターをどんな建物にするのか、
どれくらいの大きさのものにするのかとい
う設計をするんだけど、民間の設計会社に
お願いして平成25年の春ごろに設計が出
来上がったんだ。
　へえ～、そうなんだ。
　その設計をもとに津市が予定する金額
(予定価格)というものを決めて、平成25年
８月に１回目の入札を行ったんだけど、そ
のときは入札に参加したいっていう業者が
あったんだ。でも結局、直前に入札を辞退
しちゃったんだよ。
　なぜやめたのかな？

シロモチくんシロモチくんゴーちゃんゴーちゃん



3広報 津 2014.8.1

　たぶん、サオリーナをつくるための材料の値
段が、どんどん上がっていることなどが原因
だったと思っているんだ。
　それで、どうしたの？
　その後も上がり続けている材料の単価を最新
のものに変更したり、一
部の改修工事を切り離し
た上で予定価格を見直し
て、平成25年11月に２
回目の入札を行ったんだ
よ。このときも入札に参
加したいっていう業者が
あったんだけど、結局ま
た、直前に入札を辞退し
ちゃったんだ。
　今度もやめちゃったん
だ。どうしてなの？
　工事の予定価格を見直
している間にも、工事現
場で働く人の賃金や材料
の値段がどんどん上がり
続けていたんだ。

　そこで、設計会社にこの時点の市場の価格を
もとに設計や積算を最新のものにやり直しても
らったんだ。その設計の内容を三重県建設技術
センターという公共工事の発注を助けてくれる
専門機関にも適正か確認してもらったんだよ。
その上で、最初に決められていた予算を増やす
ことを議会にも認めてもらって、建物の建築工
事の予定価格(税抜き)を１回目の56億円から
80億円に上げて、３回目の入札を今年の５月
に行ったんだ。
　どうなったの？
　今度は応札した業者があったんだけど、入札
は成立しなかったんだ。驚くかもしれないけど、
入札された価格は市が予定していたものを14
億円も上回ったんだよ。
　そんなことが起こっているんだね。でも、津
市だけのことなの？
　今、大きな建築工事では、全国で同じように
契約できない話がいくつもあるんだよ。特に、
工事にかかる期間が２年とか３年とか、長い期
間必要になる大きな工事に起きているんだ。例
えば、千葉県や富山県、熊本県の国立病院の建
て替え工事のように、入札がまとまらないまま
先に進んでいないものや、東京都の豊洲新市場
の建設工事のように、入札がまとまらなかった
後、予定価格を大幅に見直して(３つの工事で
約400億円を増額)やっと落札されたものなど、
たくさんの事例があるんだよ。
　津市のほかの工事でもそんなことがあるの？
　サオリーナよりも前に発注した大きな工事で、

サオリーナ建設予定地

津市産業・スポーツセンター完成予想模型
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シロモチくんとゴーちゃんが語る津市政⑰

平成27年１月オープン
予定の新斎場（半田地内）

篠ヶ広山口線の橋梁工事現場

町屋放流幹線の下水道工事現場

平成28年４月オープン予定の
津市リサイクルセンター(片田田中町地内)

例えば４大プロジェクトでは、契約ができな
かったものはなかったんだ。
　新しい斎場の整備・運営(約58億円)、新しい
ごみの最終処分場第一期施設の建設(約36億円)
やリサイクルセンターの建設(約38億円)は、全
て市が予定していた価格よりも低い価格で落札
されているんだよ。そのころまでは、働く人の
賃金や材料の値段はまだそれほど上がっていな
かったみたいだね。
　よかった。それらは予定どおり進んでいるん
だね。

　それに、今年に入ってからも、数億円の工事
には多くの業者が入札に参加していて、例え
ば、建築工事では、神戸小学校の大規模改造第
三期工事(約2.9億円)や久居庁舎整備事業に伴
うポルタひさいの改修工事(約4.4億円)、トン
ネルや橋の工事では、山口山本線のトンネル工
事(約8.1億円)や篠ヶ広山口線の橋梁工事(約2.1
億円)、下水道の工事では、町屋第２雨水幹線
の工事(約２億円)や町屋放流幹線の工事(約1.9
億円)など、これらは全て順調に進んでいるん

だ。これくらいの大きさの工事だと、働く人は
必要なだけ地元で集めることができるっていう
ことらしいよ。
　そうなんだ。じゃあなぜ、サオリーナだけ進
まないの？
　サオリーナは大きな工事だから、たくさんの
人に長い期間働いてもらわなければならないか
らね。今の建築市場の状況では、人手が不足し
ていて働く人を遠いところからも集めないとい
けないようなんだ。だから、そのために必要な
交通費や宿泊費などの経費も考えなければいけ
ないみたいなんだよ。
　建築の材料の値段が上がってきていること
や、働く人をたくさん集めることが大変だって
ことは分かったけど、どうしてそんなことが起
こっているの？
　東日本大震災の復興に加え、全国的に行われ
ている防災対策工事や東京オリンピック開催に
向けた会場の建設など、建築工事が必要なとこ
ろがすごく増えているのに、工事現場で働く人
の数は限られているという状況があるみたいな
んだ。

きょうりょう
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どうなってるの、サオリーナ？ ～津市産業・スポーツセンターの建設工事～

津市産業・スポーツセンター鳥瞰図

平成28年度の供用開始を目指し
建設が進む新最終処分場

平成28年春の開通を目指し
復旧工事が進むＪＲ名松線

ちょう かん　 ず

　なるほど。今はそういう時期ってことなんだ
ね。じゃあ、それが落ち着くまで待つとか、そ
れとも、これから予算を増やして設計の金額を
見直したりするの？

　難しい選択だね。でも、現在の津市体育館は
昭和41年につくられたものだし、津市民プー
ルも昭和48年から使っているから、すごく古
くなってきているんだ。
　そんなに古いと使いにくいところもあるよね。
　うん。だから、老朽化した三重武道館も合わ
せて１カ所に集めて新しく整備することで、み
んながもっと使いやすい施設になることが期待
されているんだよ。それと、平成33年に三重
県で行われる国民体育大会の会場にも内定して
いるし、その前の平成30年の高校総体の会場
としても使ってもらいたいと考えているんだ。
　そうすると、いつまでも待っているわけにはい
かないんだね。
　そうなんだ。でも、施設をつくるためのお金
は、大切な税金を使うわけだから、例えば、こ
れからもっと上がるかもしれないと先を見込ん
だ特別な価格ではなく、今の市場の適正な価格
で良いものを少しでも安くつくることが大切だ
と思っているんだよ。

　それってすごく難しいことだね。これからど
うするの？
　たくさんの大きな工事を発注し、全国の状況
に詳しい国土交通省から、設計も含めていろい
ろなアドバイスをもらうことにしたんだ。その
上で、対応方針を決めていくことになると思う
よ。
　そうなんだ。少し安心したよ。でも、こんな
に大きな工事をして市の財政は大丈夫なの？
　大丈夫だよゴーちゃん。例えば、サオリーナ
が入る津市産業・スポーツセンターをつくるお
金は合併特例事業債といって、市に一番有利な
財源を使う予定なんだ。それに、市の貯金に当
たる財政調整基金が183億円あるんだけれど、
これは同じくらいの規模の市と比べると、全国
でもトップクラスの水準なんだよ。
　よかった。みんなが待っている施設だから、
きちんとできるといいね。
　うん。がんばるよ。
　期待しているね。
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昨年の洋上教室廊下 トイレ 収納棚

神戸小学校

　老朽化した校舎の内外装の改修や屋上の防水、電気・給排水設備の更新をはじめ、
太陽光発電設備とエレベーターの設置を行っています。

校舎の大規模改造工事

大規模改造校　神戸小学校、白塚小学校、一身田中学校、一志中学校
事業費　約29億4,000万円（平成23～26年度）

学校の大規模改造
　津市では子どもたちが安心して学習できる学習環境を確保するため、
　小中学校の校舎などの大規模改造や増築などを行っています。

教室改修例 後改修改修

前改修改修
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一身田中学校

太陽光発電設備の新設（白塚小学校）空調設備の更新（白塚小学校）スロープの新設（白塚小学校）

新しく、きれいになった学校生活の風景～神戸小学校～

校舎外壁改修例 後改修改修

前改修改修
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久居東中学校

エレベーターを新設新しくなった玄関増設された教室

一志西小学校（旧高岡小学校）

新しくなった保健室改修された教室多目的トイレを新設

小学校再編に伴う改修

　久居東中学校では、年々生徒数が増加しているため、新たに校舎の増築を行い、
教室数の不足を解消しました。

　一志地域の小学校再編に伴い、一志西小学校（旧高岡小学校）の教室やトイレ、外壁、
屋上などの改修を行うとともに、太陽光発電設備やエレベーターを設置しました。

後増築増築

前増築増築

生徒数の増加に伴う久居東中学校校舎の増築

事業費　約２億4,000万円
　　　　（平成24・25年度）

事業費　約３億7,000万円（平成24・25年度）
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一身田小学校

洗面台

南が丘小学校プレハブ校舎 西が丘小学校プレハブ校舎

多目的トイレ 小便器

学校のトイレを和式から洋式へ

今後の予定

　市内の学校の多くは、建築から相当の年数が経過しており、
そのほとんどで和式便器が設置されています。一方で、家庭で
は洋式便器の設置が普及するなど、和式便器が苦手な子どもが
増えていることから、「学校トイレ快適化計画」に基づき、学
校トイレの洋式化を計画的に進めています。

トイレ改修例

　今後も、小中一貫教育に伴う施設一体型
小中一貫校舎の増築および改修をはじめ、
児童の増加に伴う教室数の確保、プレハブ
校舎の解消など、子どもたちの学習環境の
向上に向けて取り組みます。

後改修改修

前改修改修

改修校　平成25年度
　　　　　小学校 ６校（一身田、栗真、片田、敬和、高岡(＊)、神戸(＊)）
　　　　　中学校 ２校（西橋内、久居東(＊)）
　　　　平成26年度
　　　　　小学校 ６校（南立誠、育生、櫛形、高茶屋、川口、白塚(＊)）
　　　　　中学校 ２校（久居西、一身田(＊)）
事業費　約８億1,000万円（平成24～26年度）＊印の学校の事業費については大規模改造、　増築および再編に含まれています。

　西橋内中学校で
は、生徒の皆さん
が自主的に全校生
徒に呼び掛けて、
トイレの清掃活動
が行われています。

西橋内中学校生徒の皆さんによるトイレ掃除大作戦
～新しくなったトイレをいつまでも大切に使っていきたい～
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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

お盆期間中の歯科応急診療

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

津市国民健康保険加入中の
40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

子ども支援課
　229－3155　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

お忘れなく
児童扶養手当の現況届

お知らせ

　児童扶養手当を受給している
人は、毎年現況届を提出し、認
定を受けることが必要です。提
出しないと、受給資格があって
も手当を受けることができませ
んので、必ず受付期間内に提出
してください。
受付期間　８月１日(金)～29日(金)

　お盆の期間中に、次のとおり
歯科応急診療を行います。
と　き　８月14日(木)・15日(金)
　10時～12時

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)

上記期間外に受診する場合は、下
記へお問い合わせください。
医療ネットみえ
　ホームページ
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話サイト
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
三重県救急医療情報センター
　オペレーターによる電話案内
　　256-1199
　自動案内(音声・ファクス)
　　0800-100-1199(通話無料)

　対象者には、６月末に特定健
康診査の受診券が届いています。
自分の健康管理のために、特定
健康診査を受けましょう。なお、
５月から８月末日までに新たに
津市国民健康保険に加入した人
には、８月中旬から受診券が順

次届きます。
　健康診査の内容など詳しくは、
受診券に同封の案内または広報
津６月16日号と同時配布の「平
成26年度がん検診と健康診査の
ご案内」をご覧ください。
受診方法　県内の協力医療機関
　での個別健診または市内で行
　う集団健診のいずれかを選択
健診期間
個別健診…７月～11月
集団健診…８月～12月
費　用　500円(市・県民税非課
　税世帯は無料)
※特定健康診査を受診後、一定
　の基準に当てはまる人には、生
　活習慣を改善するための支援
　が受けられる特定保健指導の
　案内が届きます。案内が届い
　たら、ぜひ指導を受けましょう。

　津市では、インターネットを利用して地方税の
申告や申請ができる「eLTAX(エルタックス)」を
導入しています。
eLTAX(エルタックス)とは
　地方税の申告等の手続きを、インターネットを
利用して電子的に行うシステムで、次のようなメ
リットがあります。
●eLTAXを利用している複数の地方公共団体へ
　の申告が一度に送信できます。
●eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトや、
　eLTAX対応フリーソフト「PCdesk」を使っ
　て送信できます。
●特別徴収税額通知(当初分)を電子送信するサー
　ビスが受けられます。

eLTAXが利用できるサービス

事業主の皆さんへ

ご利用ください！申告に便利なeLTAX(エルタックス)

津市休日応急・夜間こども応急クリニック

全資産申告、増加資産・
減少資産申告

受診券
みほん

個人市民税・
県民税

給与支払報告書と総括表、
特別徴収義務者の所在地・
名称変更届出書などの特
別徴収関係手続き

税　目 担当課内　容

中間・確定・修正申告、
法人設立・設置届、異動
届など

法人市民税

固定資産税
（償却資産）

市民税課
市民税担当
　229－3130
　229－3331

市民税課
諸税担当
　229－3129
　229－3331

資産税課
家屋担当
　229－3132
　229－3331
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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

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の
固定資産税を減額

環境保全課
　229－3259　　229－3354

川や水路で異常を発見したら
すぐ連絡を

市民交流課
　229－3252　　227－8070

忘れずに受けましょう
はかりの定期検査

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

福祉政策課
　229－3283　　229－3334
各総合支所市民福祉課（福祉課）

請求をお忘れなく
戦没者等の妻に対する特別給付金

７日㈭
11：00～12：00

21日㈭
10：00～12：00
13：00～15：00

28日㈭
10：00～12：00
13：00～15：00

27日㈬
13：00～15：00

12日㈫
10：00～12：00

19日㈫
10：00～12：00

13日㈬
10：00～12：00

20日㈬
10：00～12：00

美里社会福祉センター
ロビー
白塚市民センター
ロビー

市本庁舎南別棟
津市計量検査所

市安濃庁舎ロビー

市河芸庁舎ロビー

市芸濃庁舎ロビー

とき（８月） ところ

　住宅の建設を促進するため、
次の要件を満たす場合に、一定
期間固定資産税が減額されます。
減額要件　居住部分が２分の１
　以上の住宅(以下「住宅」とい
　う)で、居住部分の床面積が50
　平方メートル(一戸建て以外の
　貸家住宅は40平方メートル)
　以上280平方メートル以下の
　新築の家屋
減額税額　居住部分１戸当たり
　120平方メートルまでの部分
　の固定資産税額を２分の１に
　減額
減額期間
一般の住宅…新築した年の翌年
　度から３年度分(３階建て以上
　の中高層耐火住宅などは新築
　した年の翌年度から５年度分)
認定長期優良住宅…新築した年
　の翌年度から５年度分(３階建
　て以上の中高層耐火住宅など
　は新築した年の翌年度から７
　年度分)

　はかりは、
使用している
間に精度に誤
差が生じる場
合があります。
このため、商
店や工場、病
院などで取り引きや証明に使用
するはかりは、２年に一度の定
期検査を受けることが計量法で
定められています。これらのは
かりを持っている場合は、必ず
定期検査か計量士による代検査
を受けてください。なお、今年
度に市が行う定期検査は次の表
のとおりです。ご都合の良い場
所で受検してください。

とき・ところ

対象地域　津地域(北立誠・南立
　誠・敬和・養正・新町・白塚・栗真・
　一身田・安東・櫛形・片田・神戸・
　大里・高野尾地区)、河芸・芸濃・
　美里・安濃地域

　第二十七回特別給付金国庫債
券い号(額面200万円、10年償
還)の請求を昨年６月から受け付
けています。まだ請求していな
い人は手続きしてください。給
付金の内容や請求手続きなど、
詳しくはお問い合わせください。
対　象　「第二十二回特別給付金
　国債い号」の受給権があった人
締め切り　平成28年６月13日(月)

　「川に油が流れている」「魚の
死骸が浮いている」など、川や
水路で異常を発見したら、下記
へご連絡ください。きれいな川
と私たちの暮らしを守るため、
迅速な通報をお願いします。
連絡先
　環境保全課(　229－3259)
　三重河川国道事務所(　229-2218)

通報のポイント
　いつ…発見時刻
　どこで…発見場所
　どんなふうに…河川の状況
通報例　○月○日○時ごろ、○
　○町○○橋の周りで、コイが
　大量に死んでいる。

　国土交通省では、道路を利用
している皆さんに道路の役割や
重要性、大切さを認識してもら
うために、８月の１カ月間を道
路ふれあい月間、８月10日を道
の日としています。この機会に、
道路の正しい利用について考え
てみませんか。また、市道に穴
ぼこが空いているなど危険な状
態を発見したときは、市へ連絡
してください。

問い合わせ　総務課　　229－3112　　229－3255
　　　　　　各総合支所地域振興課

　全国消費実態調査は、国民の生活実態を家計の所得・消費・資
産の３面から総合的に把握するために、９月から11月までの３
カ月間にわたって行われます。調査対象になった世帯へ調査員が
伺いましたら、調査票への記入をお願いします。
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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

昨年の体験教室

BOYS AND MEN

イベント

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

三重テレビ公開収録
「ボ～っト見せちゃいます。津ぅ」
BOYS AND MENライブステージ

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館地域力創造セミナー
津地方法務局共催事業
知って安心！暮らしの法律

中央公民館
　228－2618　　229－5150

歴史講座
霧山城と伊勢本街道

こども支援課
　229－3284　　229－3334

子ども料理体験教室
あずきde昼メシ+plus

募　　集

①８月
　21日
②９月
　18日

９月６日

と　き テーマ・講師
お伊勢参りと伊勢本街道
岡田登さん
（皇學館大学教授）
霧山城と多氣の城下
岡野友彦さん
（皇學館大学教授）

10月４日

コース
番号・
とき

内容・講師

「相続！！どうすればよいか～不
動産について～」
相続の法律用語と所有権移転登
記申請を解説
登記相談官

「境界ってどこ？筆界って何？」
境界と筆界の違いや土地トラブ
ルの解決法を解説
登記専門職

「相続と遺言」
相続時の混乱を防ぐために遺言
を解説
津合同公証役場公証人

「安心な老後のための任意後見
制度」
認知症などに備えて任意後見制
度を解説
津合同公証役場公証人

③10月
　23日

④11月
　20日

⑤12月
　18日

農林水産政策課
　229－3172　　229－3168

稲わらの流出にご注意を

防災室
　229－3104　　223－6247

災害時協力井戸登録制度に
ご協力を

お知らせ

津市災害時協力井戸│

　稲刈り後、稲わらをそのまま
田に放置すると大雨の時などに
流れ出し、排水路に詰まって浸
水被害などを招く恐れがありま
す。すき込みを行い、田にそのま
ま放置しないようにしましょう。

　大規模地震に備え、トイレの
排水や清掃などに使う生活用水
の確保が課題になっています。
この対策として、災害時に井戸
水を提供する「災害時協力井戸」
に登録していただける市民の皆
さんを募集しています。登録後
は、津市ホームページを通じて
お知らせし、災害が発生した場
合の生活用水として利用されま
す。登録要件など詳しくは、津
市ホームページをご覧ください。
登録申し出　防災室または各総
　合支所地域振興課にある登録
　申出書に必要事項を記入して
　提出　※登録申出書は津市ホー
　ムページからもダウンロード
　できます。

　東海エリア出身・在住のメン

バーで構成された男性ユニット
「BOYS AND MEN」がライブ
ステージを行います。メンバーの
うち５人程度が出演予定です。
と　き　８月17日(日)13時～、
　15時～
ところ　津市モーターボート競
　走場ツッキードーム
入場料　100円(未成年者は無料)

　相続などに関する法律を専門
家が解説します。
とき・内容など　いずれも木曜日
　10時～12時

ところ　中央公民館会議室
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　抽選各60人
申し込み　往復はがきに希望の
　コース番号、住所、氏名、年
　齢、電話番号を記入し、中央
　公民館(〒514－0027　大門7-15
　津センターパレス２階)へ　　
　※往復はがき１枚につき１人
　有効
締め切り　８月14日(木)必着

とき・内容など　いずれも土曜日
　10時～11時30分(全２回)

ところ　中央公民館会議室
定　員　抽選40人
費　用　1,000円(２回分)
申し込み　はがき、またはＥメー
　ルで「歴史講座」と明記し、郵便
　番号、住所、氏名、電話番号を
　中央公民館(〒514－0027　大門
　7－15　津センターパレス２階、
　228－2618@city.tsu.lg.jp)へ
締め切り　８月20日(水)必着

　井村屋グループと食育サポー
ターの協力の下、日本の伝統的
食材「あずき」を使ったランチを
作ります。
と　き　８月24日(日)10時～13時
ところ　津リージョンプラザ２
　階栄養指導室
内　容　あずきのまめ知識の解
　説、厳選あずきを使ったラン
　チとデザート作り　※当日の
　教室の様子を「元気っ津」ホー
　ムページに掲載します。
対　象　市内に在住の小学生
定　員　先着16人
費　用　1,000円
申し込み　電話でこども支援課へ
申込開始日　８月８日(金)
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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

アクアフィットネス教室

胸骨圧迫

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室

救急課
　254－1603　　256－7755

上級救命講習会

久居総合支所生活課
　255－8841　　255－0960

市民人権講座

こども支援課
　229－3284　　229－3334

子育てママの「ホッと」ひろば

介護保険課
　229－3149　　229－3334

津市介護保険事業等
検討委員会委員

21日
（木）

同和問題
「部落差別の解決をめざして」
原田朋記さん（反差別・人権
研究所みえ 調査・研究員）

外国人の人権
「多文化共生について考える」
中村尚生さん（反差別・人権
研究所みえ 調査・研究員）

29日
（金）

とき
（８月） 内容・講師

津市職員の募集│

◆健康水泳教室(秋のコース)
と　き　９月18日～11月６日の
　毎週木曜日10時～11時30分
定　員　抽選50人(初心者を優先)
受講料　5,500円(傷害保険料を
　含む)
◆アクアフィットネス教室
と　き　９月19日～11月７日の
　毎週金曜日10時～11時
定　員　抽選30人(初心者を優先)
受講料　3,500円(傷害保険料を
　含む)
いずれも
ところ　津市民プール
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
申し込み　スポーツ振興課また
　は津市体育館、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　８月14日(木)

　子育て中の母親が、ほんのひ
ととき子どもと離れてホッとで
きる時間を持って、母親同士で
交流し、日頃のストレスなどを
発散できる場を提供します。終
了後は、母親同士がパソコンや
携帯電話のコミュニティサイト
で交流をつなげるサービス(地域
SNS)を利用できます。
と　き　８月29日(金)10時～12時
ところ　高田短期大学(一身田豊野)
講　師　橋本景子さん(高田短期

　大学カウンセリング室　特任准
　教授、臨床心理士)
対　象　子育て中の母親(１人目の
　子どもが未就学児であること)
定　員　先着15人
費　用　500円(軽食代を含む)
託　児　子ども１人につき500円
申し込み　電話でこども支援課へ
申込期間　８月６日(水)～22日(金)

　いざというときに備えて、応
急手当てを覚えましょう。
と　き　９月14日(日)９時～18時
ところ　中消防署安濃分署
内　容　人工
　呼吸・胸骨
　圧迫(心臓
　マッサージ)・
　AED・止血
　法・傷病者管理法・副子固定
　法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　８月18日(月)～29日(金)

とき・内容など
　いずれも19時30分～20時30分

ところ　いずれも市久居庁舎３
　階301・302会議室
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　抽選40人程度
申し込み　はがき、または電話、
　ファクスで久居総合支所生活
　課(〒514－1192　住所不要)へ
締め切り　８月15日(金)消印有効

　平成26年度津市職員採用試
験(平成27年４月１日採用予
定)について詳しくは、広報
津８月16日号に掲載する予定
です。また、津市ホームペー
ジには、詳細が決まり次第掲
載します。

　津市介護保険事業等検討委員
会は、高齢者福祉計画・介護保
険事業計画の推進を図り、計画
に関する事業を円滑に行うこと
を目的としています。
対　象　高齢者福祉や介護保険
　制度に関心がある市内に在住
　の40歳以上の人で、年数回、
　平日の昼間に開催する会議に
　出席できる人
募集人員　40歳以上65歳未満の
　男女各１人、65歳以上の男女
　各１人　※抽選あり
任　期　平成26年10月１日～平
　成28年９月30日(２年間)
応募方法　介護保険課または各
　総合支所市民福祉課(市民課)
　にある応募用紙に必要事項を
　記入し、直接または郵送で介
　護保険課(〒514－8611　住所
　不要)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。
締め切り　８月13日(水)必着

問い合わせ　人事課
　229－3106　　229－3347

平成26年度
津市職員採用試験
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市民活動紹介

「津市民文化」第８号

問い合わせ　文化振興課
　229－3250　　229－3247「津市民文化」第９号への文芸作品を募集

　「津市民文化」第９号(来年３月発行予定)の「市
民文芸広場」へ作品を投稿してみませんか。小・
中学生の皆さんの投稿も大歓迎。掲載された人に
は同誌１冊を送ります。

テーマ　自由
応募点数

提出方法　部門ごとに、はがき(詩・連句は封書
　でも可)またはＥメール

　稿用紙４～20枚
　以内
提出方法　郵送また
　はＥメール
いずれも
対　象　市内に在住・
　在勤・在学の人
応募方法　「津市民
　文化○○応募」と
　朱書き、またはＥ
　メールの件名に入
　力の上、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年
　齢、電話番号、小・中学生は学校名と学年を記
　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、　229-3250@city.tsu.
　lg.jp)へ
締め切り　10月31日(金)消印有効
注意事項　応募作品は未発表のもので、楷書ではっ
　きりと書いてください。いずれも入選作品のみ
　を掲載します。また、電子データによる投稿も
　可能です。なお、応募作品は返却しません。

短歌、俳句、川柳、ユーモア川柳（お
笑い大歓迎）、詩、連句

テーマ　自由
応募点数　１人につき１作品まで、400字詰め原
　

エッセイ、ノンフィクション、短編
小説、評論など

短歌、俳句、川柳、ユー
モア川柳

部　門 応募点数

１人につきいずれも３句まで

　津市に「津あけぼの座」などの劇場を構えるパ
フォーミングアーツネットワークみえ。この劇場
は、全国の劇団の公演やワークショップ、落語会、
地域の皆さんとの語らいなど、文化と地域の交流
の場になっています。
　もともと三重大学出身者の劇団の稽古場だった
この劇場は「つながる・育む・体験する」がテーマ。
代表理事の油田晃さんは「津市は舞台を楽しむ機
会が大都市ほど恵まれてはいませんが、当劇場で
は面白いお芝居や地域の皆さんが語らう場所を
提供しています。一度劇場にお越しいただき、感
動を味わっていただけたら」と語ります。
　この劇場から、演劇の感動と人々のつながりが
地域に広がっていく。そんな活動が今後も期待さ
れます。

パフォーミングアーツネットワークみえ

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

～劇場から文化と人の交流を～

●主な活動内容
●演劇公演、演劇ワークショップ
●リーディング公演M-PAD（飲食店での朗読劇）
●トークカフェZEN CAFE（地域の皆さんによ
　る語らいの場）

●問い合わせ
　津あけぼの座(　222-1101)

リーディング公演M-PAD

連句 １グループにつき１巻まで
詩 １人につき１編まで
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対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ

平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ
平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれ
平成21年4月2日～平成22年4月1日生まれ

３歳児
４歳児
５歳児

　３歳児の二次募集は、定員に余裕がある場
合に、12月ごろに実施する予定です。この
場合は、住んでいる地域にかかわらず入園願
書の提出ができます。
　詳しくは、教委学校教育課(　229-3391)
へお問い合わせください。

問い合わせ
　市立幼稚園

▲

各幼稚園、教委学校教育課(　229－
　　3391・　229－3332)、教委各教育事務所
　私立幼稚園、三重大学附属幼稚園

▲

各幼稚園

受付開始　11月(予定)
　市立幼稚園の募集受け付けについては、例年９月
に募集を行っていますが、平成27年度の園児募集
は、平成27年４月からの「子ども・子育て支援新制
度」の導入に伴い、平成26年11月に行う予定です。
詳しくは、広報津10月１日号で保育所などの募集と
合わせてお知らせします。

受付開始　９月１日(月)～
　受付期間は例年どおりです。入園願書の配布、

提出方法などは各幼稚園で異なりますので、詳し
くは各幼稚園へお問い合わせください。

受付開始　10月１日(水)～
　入園願書の配布、提出方法など詳しくは同幼稚
園(　227－1711)へお問い合わせください。

地域 対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ 地域 対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ

津

久居

４・５歳児

３～５歳児

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

香良洲

一志

白山・美杉

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

232－2251
228－3637
226－9945
226－3131
228－5341

一身田町
丸之内
南が丘一丁目
大谷町
南丸之内

高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
ルーテル二葉幼稚園
大川幼稚園
清泉幼稚園

３～５歳児

232－3228
228－8897
225－4638
255－4316
230－1280

白塚町
南新町
河辺町
久居二ノ町
豊が丘二丁目

ふたば幼稚園
津幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園
藤幼稚園

３～５歳児

市立幼稚園

私立幼稚園

三重大学教育学部附属幼稚園

修成幼稚園
南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
新町幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
神戸幼稚園
安東幼稚園
雲出幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園

修成町
桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
新町三丁目
藤方
高茶屋三丁目
神戸　
納所町
雲出本郷町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町

228－8822
228－8509
232－4084
227－0504
228－2379
227－0507
227－0552
234－2616
226－0204
226－4754
234－3805
232－5913
230－0131
232－1050
255－2654
256－6513
255－5366
252－0883

密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園
黒田幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園
豊津幼稚園
椋本幼稚園
明幼稚園
安西・雲林院幼稚園
みさと幼稚園
草生幼稚園
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
香良洲幼稚園
川合幼稚園
高岡幼稚園
白山幼稚園

久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
河芸町一色
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町草生
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚
香良洲町
一志町八太
一志町高野
白山町南出

255－3256
252－1167
255－7130
245－4093
245－4091
245－4121
245－4092
265－4529
265－2054
265－4361
279－2331
268－2364
268－2363
268－2362
268－2360
292－2511
293－6502
293－1405
264－0080

対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ



16 広報 津 2014.8.1

　一志地域の井関地区でホタル祭りが開催されまし
た。辺りが暗くなり始めると、ぽつりぽつりとホタ
ルの明かりが見え始め、来場者から歓声が上がりま
した。

　安濃中公民館の女性学級で、ポーセラーツの講座が
開かれました。これは、シール感覚で使える転写紙で
磁器に絵付けするもので、受講生の皆さんは、カップに
おしゃれな絵付けを楽しんでいました。

　芸濃中学校で、地域ボランティアの皆さんと芸濃
中学校の生徒が、地域の環境美化と交通安全を願っ
て花植え活動をしました。「安全運転」の文字が書か
れたプランターと花壇に400株の花を植え、中学校
前の道路に並べて交通安全を呼び掛けました。

　香良洲小学校の児童が、遠足で香良洲海岸を訪
れ、恒例の「たてぼし」を行いました。児童たちは
楽しそうな表情で海に入り、自然と触れ合っていま
した。この行事は漁協組合や地区社会福祉協議会の
協力の下、毎年開催されています。

カップにすてきな絵付け 

▲

 6/13

安全で美しいまちに 

▲

 6/2

ホタルの淡い光の幻想 

▲

 6/7

大漁だあ～！ 

▲

 6/10

歴史に耳を
傾けながら
 

▲

 6/8
　梅雨の晴れ間
の中、一志地域
の高岡地区で「歴
史散策と一志西
小ウォーク」が行われました。およそ３㎞のコースに３カ所のポイントが
あり、参加した皆さんは各ポイントで歴史にまつわる話に耳を傾けたり、
クイズに挑戦したりしながら楽しんでいました。
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　中国の鎮江市との友好都市提携30周年を記念し
て、津リージョンプラザで津市・鎮江市友好交流写
真書画展が開催されました。来場した人は、鎮江市
にゆかりのある皆さんから寄せられた多くの作品を
興味深そうに観賞していました。

　榊原町安子地内で榊原温泉田んぼアート2014の田
植えが行われ、約200人の参加者が５色の稲を植え
ました。７月中旬から９月上旬にかけて、田んぼに
かかしの絵が現れますので、ぜひお楽しみください。

恒例の田んぼ
アート！ 

▲

 6/8
友好都市へ思いをはせて 

▲

 6/11～15

一志地域▲

 6/1
美里地域▲

 6/8

映画のシーンを
思い浮かべて▲

 6/22
　マイクロバスで美杉地域の13カ
所のロケ地を巡る、映画「WOOD 
JOB!(ウッジョブ!)～神去なあなあ
日常～」ロケ地ツアーが開催されま
した。あいにくの雨にもかかわら
ず、参加した皆さんは、映画のシー
ンを思い浮かべながら撮影時の話に
聞き入っていました。

　風水害が発生しやすい時期を前に、各地で水防訓練が
行われました。津市消防団や自主防災会、地域の皆さん
が参加し、さまざまな訓練に熱心に取り組み、防災への
意識を高めました。

地域の安心・安全のために
～水防訓練を実施～

　陸上自衛隊久居駐
屯地の隊員の指導の
下、真剣に取り組む
住民の皆さん

　機械器具点検や放水
訓練を行う消防団員

　美里分署と美里方面
団の指導の下「積土の
う工法」などを学ぶ住
民の皆さん
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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

参加者募集!!

陸上

バスケット
ボール

種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間

種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間
フェンシング
サッカー

９月21日㈰

９月14日㈰・21日㈰・
23日（火・祝）・28日㈰

８月31日㈰９：30～12：30
９月６日㈯９：00～12：00

県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）

白山体育館他

津市体育館
海浜公園内陸上競技場

30チーム

500人

30人
100人

小学３年生
以上

高校生以上

小学生以上
小学６年生

８月１日㈮～
29日㈮

８月25日㈪～
９月５日㈮

８月20日㈬まで
８月22日㈮まで

■津市民スポーツ教室

■津市民体育大会

お知らせ
　就学義務猶予免除者等の
　中学校卒業程度認定試験
　10月30日(木)10時～15時40
分　　県庁講堂棟３階第131・
132会議室(広明町)　　国語、
社会、数学、理科、外国語(英
語)　　病気などのやむを得ない
理由で、小・中学校への就学を
猶予または免除された人など
　願書は８月28日(木)～９月16
日(火)消印有効
　県教委高校教育課(　224－2913)

　８月は電気使用安全月間
　高温多湿の夏場は、１年のうち
で感電や電気事故が最も多い季
節です。皆さんの家庭でも電気
機器の安全点検を行いましょう。
　中部電気保安協会津営業所(　
225－8400)

　盆踊り大会in津観音
　８月23日(土)18時～21時　　
津観音境内(大門)　　参加自由

の盆踊り、伝統芸能の披露、夜
店など　※盆踊り参加者には限
定200人にプレゼント有り
　津観音縁日賑わい隊(　253－
6181)

　三重もやの会講演・研修会
　８月24日(日)13時30分～15
時　　県生涯学習センター視聴
覚室(県総合文化センター内)　
　中川原譲二さん(国立循環器病
研究センター脳卒中統合イメー
ジングセンター脳神経外科(併
任)部長)による講演「もやもや病
最新の診断と治療」
　三重もやの会(　0595－66－
0279)

　ボランティア「福寿草」地域交流会
　８月27日(水)10時～11時30分
　一志児童館　　こけ玉作り　
　　15人　　市内に在住の高校
生以下の人(未就学児は保護者同
伴)
　８月18日(月)～26日(火)に電
話で同児童館(　293－0936)へ

　武道教室体験会
　９月２日(火)～６日(土)　　三
重武道館(栗真中山町)　　柔道、

剣道、弓道、なぎなた、空手道、
太極拳、居合道　　小学１年生
以上(弓道は中学１年生以上) 
　８月１日(金)～24日(日)に直
接または電話、ファクスで氏
名、年齢、電話番号、参加種目
を同館(　231－0969、　231－
1381)へ　※月曜日休館

　介護職員初任者(旧ヘルパー2級)
　研修
　９月12日(金)～11月13日(木)
　三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)他　　県内に在住の満65歳
未満の離職者　　　39人　　無
料(別途テキスト代などが必要)
　８月１日(金)～29日(金)に三
重県社会福祉協議会(　227－
5160)へ　※必着

　星と語ろう
　９月６日(土)19時30分～21時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)　　月・火星・土星・夏
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)
　８月８日(金)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)へ

　市内に在住・在勤・在学の人
　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
または郵送、ファクスで同協会
(〒514－0027 大門６－15、　273－

5588)へ　※参加費など詳しく
は、同協会にお問い合わせいた
だくか、同協会ホームページを
ご覧ください。
　同協会(　273－5522)

イベント

募　集

津市民体育大会

津市民スポーツ教室
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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

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

※祝・休日、年末年始を除く

　ひさい音楽祭出演団体
　来年１月18日(日)13時～　　
久居総合福祉会館３階レクリエー
ションホール　　同音楽祭への
出演と運営　※出演は入退場を
含め10分以内　　原則として市
内を中心に活動するクラシック
音楽の演奏形態をもつ団体
　８月４日(月)～22日(金)に久
居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提出
(22日は17時まで)
　同実行委員会(同課内、　255－
8812)

　キッズ＆ジュニアテニス教室
　９月20日～10月25日の毎週
土曜日９時15分～10時15分(全
６回)　　安濃中央総合公園内テ
ニスコート　　市内に在住・在
学の５歳児～小学６年生　　　
30人　　4,000円
　８月6日(水)～22日(金)に電話ま
たはファクスで津市スポーツ協会
(　273－5522、　273－5588)へ

　韓国料理の体験教室
　「お酒のおつまみ」
　簡単で本格的な韓国料理を作っ
てみませんか。
　９月20日(土)13時30分～16時
30分　　津リージョンプラザ２階
栄養指導室　　30人　　1,000円
　ファクスで三重県日韓親善協
会事務局(　224－8765)へ
　同事務局(　224－8765)

　夏休み親子ゴルフ体験会
　８月24日(日)12時～17時　　
スポーツプラザマツダ(庄田町)、
伊勢中川ＣＣ(一志町井生)　　
練習と３ホールのラウンド体験
　小学生とゴルフ経験がある保
護者　　　12組(24人)
　８月６日(水)～22日(金)に直
接スポーツプラザマツダへ
　親子ゴルフ体験会実行委員会
担当(　256－5321)

　津少年鑑別所施設見学会
　８月23日(土)13時30分～15時
30分　　津少年鑑別所(南新町)
　施設の見学や説明　　20人
　８月22日(金)までに電話で住
所、氏名、年齢、電話番号を同
鑑別所(　228－3556)へ　※土・
日曜日を除く９時～16時

　一身田寺内町ボランティア
　ガイド養成講座
　歴史ある一身田寺内町を案内
するボランティアガイドを養成
するための講座を行います。
　９月５日・12日・19日いずれ
も金曜日18時30分～20時30分
　一身田寺内町の館　　300円
　電話で同館(　233－6666)へ

　ニュースポーツセミナー
　ネオホッケー
　９月から11月の第１・３木曜
日19時～21時　　久居総合福祉
会館　　小学生以上　　各24人
　１回200円
　８月７日(木)から各回開催日
の１週間前までに申込用紙に必
要事項を記入し、ファクスまたは
Ｅメールで津市スポーツ・レク
リエーション協会事務局(　229
－3247、　sporec_tsu@yahoo.
co.jp)へ
　同協会事務局(　229－3254)

　パネルシアターセミナー
　８月24日(日)９時～16時　　
久居総合福祉会館３階レクリエー
ションホール　　パネルシアター
の制作過程と子どもたちに楽し
く見せるための技術を学ぶ　　
　30人　　1,500円
　８月６日(水)～12日(火)に郵
送またはファクスで住所、氏名、
年齢、電話番号、勤務先または
学校名を同セミナー担当(〒514
－1118　久居新町2809　コーポ新
町Ａ101、　253－4322)へ
　同セミナー担当(　253－4322)

　シェイプアップアクア
　９月27日～11月15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
　８月６日(水)～22日(金)に電
話またはファクスで津市スポー
ツ協会(　273－5522、　273－
5588)へ

　関西大学法律相談所による
　法律相談
　８月23日(土)10時30分～16
時(15時30分受け付け終了）　
　アスト津５階ギャラリー　　
学生・教授・弁護士などによる
民事一般の法律相談(事前予約も
可)や、パネルでの日頃の活動報
告　※訴訟係属中の事件、刑事
事件、税務関係は受け付けでき
ません。
　同相談所(　080－6125－7853)、
対話連携推進室(　229－3105)

　弁護士による法律相談(面談)
　８月25日、９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　　　各日８人(予約優先、
相談時間は１人30分以内)
　８月20日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)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)

無料相談コーナー
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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

学校生活の問題解消
～和式トイレとプレハブ校舎～

　津市の全ての小中学校の校舎、屋内運動場におい
て、震災後の緊急かつ最優先課題であった耐震改修工
事が完了し、平成24年度からは校舎の大規模改造事
業を推進しています。改修や増築、大胆な設備刷新で
施設の長寿命化を図り、快適な学習環境を整えます。
　それぞれ約９億円を投じた白塚小、神戸小、一身田
中は間もなく完成、続いて一志中など数校の工事が
始まり、次々と学校がリフレッシュされていく一方で、
教育現場には、子どもたちに我慢を強い、悪影響を及
ぼす待ったなしの問題が存在しています。
　一つは、小学校に入学して初めて経験する和式便
器に戸惑ったり、汚く、臭く、暗いトイレの使用を嫌
がったりして、排せつを我慢してしまう子どもたちが

増えていることです。この健康を損ないかねない深刻
な悩みの打開策として「トイレ快適化計画」を策定
し、予算を優先的に確保することにしました。昨年度
より洋式化対応の遅れている小中学校から順次トイ
レの改修工事を進めています。
　二つ目に、何としても取り組みたいのが「プレハブ
校舎の解消」です。児童急増に伴い、西が丘小学校で
は平成５年度に２教室、南が丘小学校では平成12～17
年度に10教室のプレハブ校舎が設置されました。少
子化の流れの中で校舎増築が見送られてきたのは致
し方ない面もありますが、いまだに一部の児童の学び
の場が老朽化したプレハブ校舎のままである事実に
目を背け続けるわけにはいきません。両校区内の団
地開発は現在も続いており、あらためて今後の児童
数を推計してみたところ、少なくとも今後10年間は、
ほぼ横ばいで推移することが判明しました。
　そこで、今年度予算に南が丘小学校の校舎増築設
計の経費を盛り込みました。来年度には10教室を擁
する校舎を建設するとともに、西が丘小学校のプレハ
ブ校舎の解消にも着手したい考えです。
　今後も「学習の場」であると同時に「生活の場」で
ある学校の環境改善に力を尽くしてまいります。

■第84回全国市長会議(東京都千代
　田区)…６月３日・４日

　第84回全国市長会議の理事・評議
員合同会議と通常総会に出席しまし
た。全国には現在790の市と23の東
京都特別区があり、全国市長会はそ
の全て、813の首長で組織されてい
ます。基礎自治体の長として、最前線
で奮闘する市長同士の意見交換は、
毎回新鮮であり大いに刺激を受けて
います。総会では、地震・津波等防災
対策の充実強化、都市税財源の充実
強化など６つの決議が採択されまし
た。今後は、国会、政府に対してその
実現を働きかけていくことになりま
す。また、この総会の日をもって、三
重県市長会会長に就任しました。

■津市商工会「子供SOSの店」活動
　報告…６月13日
　「子供SOSの店」の活動は、津市商
工会の取り組みです。地域の子ども
たちを守るために、会員事業所を緊
急避難場所として提供してくださっ
ています。「子供SOSの店」のマップ
は、美里・安濃・一志・白山・美杉の５地
域の各小中学校に配布され、ステッ
カーは、子どもたちに分かりやすいよ
う協力事業所に貼られています。今
年度に芸濃・香良洲地域のマップを作
成し、同会の所管する７地域全ての
マップが出来上がることをご報告い
ただきました。
　マップとステッカーは各総合支所
にも配置し、地域ぐるみの見守りを一
緒に行ってまいります。

■津市消防団夏期訓練(津市モーター
　ボート競走場)…６月15日

　消防団員350人、消防職員60人の
計410人が参加し、津市消防団の夏
期訓練が行われました。
　今回の訓練では、訓練想定や訓練
実施順序などを事前に公表せず、ブ
ラインド訓練として実施しました。失
敗を恐れず、予想外の事象にどのよ
うに対処するかなど訓練を通じて確
認し、今後の活動に役立ててもらい
たいと思います。
　また、今年の三重県消防操法大会
に出場される河芸方面団・香良洲方
面団の出場選手による展示操法も行
われました。日頃の訓練の成果が発
揮されることを期待しています。

津市長 前葉 泰幸

し



折り込み紙

子ども･子育て
支援新制度

小学校以降の教育の基礎をつくる
ため、遊びを中心とした幼児期の教
育を行う学校

昼過ぎくらいまでの教育時間(おおむね４時
間)のほか、園により教育時間の前後や休業
中の教育活動(預かり保育)などを実施

昼過ぎくらいまでの教育時間のほか園により
預かり保育などを実施（満３歳児以上）
夕方までの保育のほか、園により延長保育を
実施

夕方までの保育(原則８時間、最大11時間)
のほか、園により延長保育を実施

保育所と同様

制限なし

制限なし

共働き世帯など、家庭で
保育できない保護者

共働き世帯など、家庭で
保育できない保護者

共働き世帯など、家庭で
保育できない保護者

幼稚園と保育所の機能、特徴を併せ
持ち、教育と保育を一体的に行う施設

19人以下の少人数の単位で子ども
を預かる事業
定員19人以下の小規模な環境で保
育を行う
５人以下の少人数を対象に、家庭的
な雰囲気の下で保育を行う
事業所の保育施設などで、従業員の子
どもと一緒に地域の子どもに保育を行う
個別のケアが必要な場合などに、保
護者の自宅で１対１の保育を行う

就労などのため家庭で保育できな
い乳幼児を保護者に代わって保育
を行う施設

平成27年４月から新制度がスタート予定平成27年４月から新制度がスタート予定

認定区分 対象となる子ども 利用先

施設・事業
(対象児童) 内容など 利用時間 利用できる保護者

■認定区分の種類

平成26年８月１日発行
子育て推進課

　229-3390　　229-3334子ども･子育て支援新制度子ども･子育て支援新制度

１号認定

２号認定

３号認定

満３歳以上で就学前の子ども
(２号認定を除く)

幼稚園
(満３歳～５歳児)

保育所
(０歳～５歳児)

認定こども園
(０歳～５歳児)

地域型保育
(０歳～２歳児)

小規模保育

家庭的保育

事業所内保育

居宅訪問型保育

満３歳以上で保護者の就労や疾病
等により保育を必要とする子ども
満３歳未満で保護者の就労や疾病
等により保育を必要とする子ども

幼稚園※、認定こども園

保育所、認定こども園

　一人一人の子どもが健やかに成長することがで
きる社会を目指して、平成24年８月に子ども・子
育て関連３法(子ども・子育て支援法、認定こども
園法の一部を改正する法律、関係法律の整備等に
関する法律)が成立しました。これらの法律に基づ
き、平成27年４月から「子ども･子育て支援新制

利用手続きが変わります利用手続きが変わります

利用できる施設利用できる施設

　新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育所など
を利用する際の手続きが変わります。
　幼稚園(新制度に移行する園)や保育所などの利
用に当たっては、教育･保育の必要性に応じた認定
を受ける必要があります。

※幼稚園については、新制度に移行する園と、現行制度のまま
　継続する園があり、今後、各園の判断においてどちらかを選択
　することになります。公立幼稚園は新制度に移行します。

※平成26年８月１日現在、津市内で新制度に参入する地域型保育は未定です。

度」がスタートする予定です。
　新制度は、幼児期の教育･保育や地域の子ども･
子育て支援を総合的に推進することを目指した制
度です。また、子どもや子育て家庭の状況に応じ
たさまざまな支援を市町村が中心となって行いま
す。

■保育の必要量に応じた区分
　２号認定または３号認定を受ける人は、保育の
必要量によって更に「保育標準時間」と「保育短
時間」に区分されます。
●保育標準時間…フルタイム就労を想定した     
　利用時間(最長11時間)
●保育短時間…パートタイム就労を想定した利用
　時間(最長８時間)
■認定の申請手続き
　具体的な内容については、
現在検討を進めています。詳
しい内容は、今後、順次お知
らせします。

保育所、認定こども園、
地域型保育



折り込み紙

子ども･子育て
支援新制度

利用手続きの流れ利用手続きの流れ
平成27年４月から入園・入所を希望

年
齢

施
設

認
定
区
分

手
続
き
の
流
れ

保
護
者
要
件

市から利用施設・事
業の決定通知が送付

幼稚園・認定こど
も園を通じて市か
ら認定証が交付

秋ごろ　
幼稚園・認定こど
も園を経由し市へ
認定申請書を提出

11月ごろ　
市へ認定申請書を提
出

市から認定証が交付

幼稚園（新制度）
認定こども園

３～５歳児

１号認定

制限なし 制限なし

０～5歳児

２号認定、３号認定

共働き世帯など、
家庭で保育できない
保護者

共働き世帯など、
家庭で保育できない
保護者

３～５歳児３～５歳児

１号認定ー

制限なし

０～5歳児

２号認定、３号認定

保育所
認定こども園

幼稚園（新制度）
認定こども園

保育所
認定こども園

幼稚園
（現行制度）

幼稚園・認定こども
園から入園の内定
(定員超過などがあ
れば面接等の選考)

幼稚園・認定こども
園を経由して市へ認
定申請書を提出

幼稚園・認定こども
園を通じて市から認
定証が交付

現在、通園（所）中で引き続き通園（所）希望

利用料(保育料)利用料(保育料)
　新制度に係る利用料(保育料)は、国が決める水準を上限として、保護者の
所得に応じて負担を市町村が設定します。津市の保育料の額については、
今後検討して、順次お知らせします。

11月ごろ　
幼稚園・認定こども
園へ直接申し込む

11月ごろ　
市へ認定申請書を提
出(入園・入所申込
書も兼ねる)

市から認定証が交付

市から利用施設・事
業の決定通知が送付

直
接
幼
稚
園
に
申
し
込
み

入園・入所 引き続き通園・通所



折り込み紙

防災行政無線による
試験放送聞き取りアンケート

ホームページ
　　津市ホームページ「防災行政無線 試験放送聞 
　き取りアンケート専用フォーム」から回答して
　ください。
ファクス
　　　223-6247へ送信してください。
直接持参
　　危機管理課、防災室（市本庁舎８階）または
　各総合支所地域振興課、各出張所へ持参してく
　ださい。
郵送
　　〒514-8611　住所不要　津市危機管理課へ
　郵送してください。
電話
　　危機管理課または防災室、各総合支所地域振
　興課へ電話により直接回答してください。

　防災行政無線による緊急情報が市民の皆さんに
きちんと伝わるかを確認するため、試験放送を行
い、聞き取りアンケートを実施します。
　ぜひ、ご協力ください。
※雨天実施。ただし、大雨・洪水警報発表時は次
　の予備日に延期します。
　予備日　８月５日　→８月６日　10時ごろ
　　　　　８月９日　→８月10日　13時ごろ

※津市防災情報メールを登録している人には、放
　送内容をメールで配信します。津市防災ポータ
　ルサイトでも放送内容が確認できます。 ※いずれも回答に係る郵送料および通信料などの

　費用は負担をお願いします。

こちらは広報津市です。
ただ今から、避難勧告の
試験放送を行います。

訓練、訓練。

 この放送が聞こえる地域の人へ
 重要なお知らせです。
 河川の水位が上がっています。
 洪水の恐れがあります。
 避難勧告を発令しました。
 避難してください。
訓練、訓練。
以上で試験放送を終了します。

危機管理課または防災室

久居総合支所地域振興課
河芸総合支所地域振興課
芸濃総合支所地域振興課
美里総合支所地域振興課
安濃総合支所地域振興課
香良洲総合支所地域振興課
一志総合支所地域振興課
白山総合支所地域振興課
美杉総合支所地域振興課

平成26年８月１日発行
危機管理課

    229-3281　   223-6247
防災行政無線による試験放送
聞き取りアンケートにご協力を！
防災行政無線による試験放送
聞き取りアンケートにご協力を！

放送内容放送内容

回答期限回答期限

回答方法（アンケートの内容は裏面のとおり）回答方法（アンケートの内容は裏面のとおり）

チャイム ピン･ポン･パン･ポン

課　名
　229-3281
または
　229-3104
　255-8816
　244-1700
　266-2510
　279-8111
　268-5511
　292-4374
　293-3138
　262-7011
　272-8080

電話番号

試験放送１回目　平成２６年８月５日　１０時ごろ
            ２回目　平成２６年８月９日　１３時ごろ

あなたの周りで防災行政無線の放送は聞き取れますか？あなたの周りで防災行政無線の放送は聞き取れますか？

チャイム ピン･ポン･パン･ポン

サイレン

音声

　　　　ウ～
　　ウ～
ウ～

津市防災情報|HP 検索

▼
▼

▼

▼
▼

▼

▼

火

●８月２２日　必着金

土

火

土

水

日

！



折り込み紙

防災行政無線による
試験放送聞き取りアンケート

（予備日　８月10日　）（予備日　８月６日　）

女性

２０歳未満
２０歳代
３０歳代
４０歳代

５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳以上

男性

屋内

聞こえた

聞こえなかった

聞き取りやすかった

話す速度が速いため
聞き取りにくかった

話す速度が遅いため
聞き取りにくかった

聞き取れた

一部聞き取れなかった

全く聞き取れなかった

屋外

いずれかに○をつけ（２日とも聞い
た場合は両方）、以下の質問にお答
えください。

防災行政無線による試験放送 聞き取りアンケート防災行政無線による試験放送 聞き取りアンケート

質　問

Ｑ１
いつ聞きましたか？

いずれかに○をつけてください。

サイレン音は聞こえまし
たか？

いずれかに○をつけてください。
話し方はどうでしたか？

いずれかに○をつけてください。

サイレン音の後の音声は
聞き取れましたか？

いずれかに○をつけ、場所を特定で
きる住所または、近くの施設などを
できるだけ詳しく記入してください。
(例)津市西丸之内２３番１号
　　○○総合支所の西５０m など

どこで聞きましたか？

性別を教えてください

年齢を教えてください

Ｑ６

Ｑ７

Ｑ２

Ｑ３

Ｑ４

Ｑ５

１回目 ２回目

その他

回答期限　８月２２日　必着金

８月５日火 土
水 日

女性

２０歳未満
２０歳代
３０歳代
４０歳代

５０歳代
６０歳代
７０歳代
８０歳以上

男性

屋内

聞こえた

聞こえなかった

聞き取りやすかった

話す速度が速いため
聞き取りにくかった

話す速度が遅いため
聞き取りにくかった

聞き取れた

一部聞き取れなかった

全く聞き取れなかった

屋外

その他

８月9日

ご協力ありがとうございました。

ファクス(　223-6247)の場合は、
この用紙を送信してください。
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福祉医療費
受給資格証更新

　平成26年度(平成25年中)の所得が所得制限限
度額未満であることが確認できる人には、８月
中旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、
一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当
の現況届の状況によって、資格を失う場合があ
ります。
　転入(平成26年１月２日以降)または所得税・
住民税の未申告などで所得の確認ができない場
合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確
認が必要な人には、更新手続きの案内を８月初
旬に送付します。必要書類を添えて８月中に提
出してください。郵送による提出も可能です。

　受給資格証(妊産婦医療費を除く)の有効期限は
８月31日です。本人や保護者、扶養義務者等の
前年中の所得を基準に毎年９月１日に更新され
ます。

●更新申請が遅れると助成は申請月の１日から
　になりますので、更新手続きは早めに行って
　ください。
●受給資格証の記載事項(加入医療保険など)に変
　更があった場合は、必ず届け出てください。
●所得の状況などにより受給資格を失う人には、
　案内が送付されます。

　９月１日以降の受給資格は、平成26年度(平成
25年中)所得で判定されますので、これまで該当
しなかった人も、所得の変動などにより受給で
きるようになる場合があります。受給資格の有
無など詳しくは、保険医療助成課または各総合
支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせくださ
い。

■全ての人に共通して必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●健康保険証
●預金通帳
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
●身体障害者手帳、または療育手帳、精神障害
　者保健福祉手帳のいずれか１つ
一人親家庭等医療費
●戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
●妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
●精神障害者保健福祉手帳
●入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握
　できない人
●平成26年度住民税所得課税証明書(控除の分か
　るもの)、平成26年度住民税特別徴収税額通知
　書、平成26年度住民税納税通知書のいずれか
※住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知
　書をどちらももらっている人は、両方必要で
　す。

更新のときの注意点など更新のときの注意点など

手続きに必要なもの手続きに必要なもの

現在、受給資格がある人 現在、受給資格がない人で
受給条件に該当する人

平成26年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　 229－5001

福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ
福祉医療費受給資格証
更新のお知らせ

　受給者は全員、更新手続きが必要です。更新
手続きの案内が８月初旬に送付されますので、
必要書類を添えて８月中に提出してください。
郵送による提出も可能です。

　受給資格証の有効期間が出産月(死産を含む)の
翌月末日までになるため、更新手続きの案内や
新しい受給資格証は送付されません。

　受給資格証は発行していませんので、更新手
続きは不要です。

障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費・
一人親家庭等医療費・子ども医療費(０歳～小学生)

精神障がい者医療費

子ども医療費(中学生)

妊産婦医療費



折り込み紙

福祉医療費
受給資格証更新

問い合わせ　保険医療助成課　　229-3158　　229-5001　　　　　　
　　　　　　各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所(アストプラザ、久居駅前出張所を除く)

　保育所、幼稚園、小・中学校などで、けがなどをした場合は、
日本スポーツ振興センター災害共済から医療費などが給付されま
す。日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します
ので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただく
ことになります。ご注意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

対象者と助成対象額

所得制限限度額表

※一人親家庭等医療費は、同居する家族も所得制限の対象になります。
※各種控除があるため、所得額については目安としてください。

ふ　  か

※加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
※保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。

０人
１人
２人
３人
４人
以上

障がい者

65歳以上障がい者

精神障がい者

一人親家庭等

子ども(０歳～小学生)

子ども(中学生)

妊産婦

360万4,000円
398万4,000円
436万4,000円
474万4,000円

628万7,000円
653万6,000円
674万9,000円
696万2,000円

192万円
230万円
268万円
306万円

236万円
274万円
312万円
350万円

622万円
660万円
698万円
736万円

622万円
660万円
698万円
736万円

扶養親族
などの数 配偶者および

扶養義務者等
所得額

本人所得額

医療費助成の種類

扶養義務者等
所得額本人所得額

本人および
配偶者等
所得額

保護者所得額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等

対象者医療費助成の種類 助成対象額(保険診療分)

子ども 妊産婦

１人増えるごと
に38万円を加
算した額

１人増えるごとに38万円を加算した額
１人増えるごと
に21万3,000円
を加算した額

身体障害者手帳の交付を受けている人(１～３級)
療育手帳の交付を受けている人(Ａ・Ｂ１)または知能指
数が50以下と判定された人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１級)
上記の「障がい者」の条件で、後期高齢者医療制度の被
保険者である人
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(１～２
級)で、本人と扶養義務者等が本市に引き続き１年以上
居住しており、指定病院(精神科)に継続して90日を超え
て入院している人

12歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊娠５カ月以上の妊産婦

12歳になった日以降の最初の４月１日から、15歳になっ
た日以降の最初の３月31日までの子ども

●18歳の年度末までの子どもを養育している配偶者の
　いない父または母、および子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子ども
●父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護して
　いる配偶者のいない人
●配偶者に重度の障がいがある父または母、および子ども
●配偶者から１年以上遺棄されている父または母、およ
　び子ども
●配偶者からの暴力(ＤＶ)被害で避難している父または
　母、および子ども
※18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以
　降の最初の３月31日までの子どものこと

入院・通院時の自己負担額
※精神障害者保健福祉手帳の交付
　を受けている人は通院時の自己
　負担額

指定病院(精神科)入院時の自己負
担額の２分の１

入院・通院時の自己負担額

上記と同じ

入院・通院時の自己負担額

入院時の自己負担額

入院・通院時の自己負担額から１つ
の医療機関で１カ月当たり1,500
円を控除した額。ただし、調剤薬局
は自己負担額
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