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どうなるの、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。少し前にサオ
リーナの建設工事が進んでいないって教え
てもらったけど、その後どうなっているの？ 
　この前、たくさんの大きな工事を発注し
ていて、全国の状況に詳しい国土交通省に
相談してアドバイスをもらうっていう話を
したよね。
　うん、そうだったね。どんなアドバイス
をもらったの？
　例えば、サオリーナをつくる材料の値段
はまだまだ上がっているので、最新の単価

で計算すること、それと、国で決めている
工事現場で働く人の賃金が今年の10月ご
ろに見直されるかもしれないから、そのこ
とにも対応して予定価格を決めるようにっ
ていうものだったんだ。
　他にもあったの？
　入札することを建設工事業者にお知らせ
することを公告って言うんだけれど、その
ときに工事のやり方が書かれた設計図書っ
ていうものも見せるんだ。それをもっと分
かりやすく書いて、市の思いや考え方を業
者に正確に伝えて、お互いの考え方を同じ
にする必要があるということも教えても
らったよ。
　それは大切なことだね。
　それと、入札に参加する業者の心配や不
安を解消するためには、工事に関するいろ
いろな情報をもっと発信していくことも大
切だとアドバイスされたんだ。

シロモチくんシロモチくん ゴーちゃんゴーちゃん
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問い合わせ　新産業スポーツ施設推進室　　229－3375　　229－3247

　どんな情報を発信するの？
　遠くから集まってくる働く人の交通費や宿泊
費、遠い所から材料を運んでくるときの輸送費
などが追加で必要になった場合には、設計を見
直して契約金額を変更すること、それから、工
事をしている間に働く人の賃金や材料の値段が
高くなった場合には、高くなった分も契約後に
契約金額を変更できるスライド条項により対応
すること、この２つについて事前に情報発信す
ることにしたんだ。
　そのアドバイスを受けて、市はこれからどう
するの？
　アドバイスのとおり、最新の単価で積算をや
り直して、その内容が適正かどうか国土交通省
と公共工事の発注を助けてくれる専門機関であ
る三重県建設技術センターに確認してもらった
んだよ。その上で、次の公告までに予想される
材料費や働く人の賃金の値上がり分を反映させ
た工事の予算を決めたんだ。
　今までの予算では足りなくなったんじゃない
の？
　うん。だから９月の市議会に補正予算案を提
出したんだ。
　いくらくらい増えそうなの？
　これまでの予算は122億円なんだけど、133
億円に増やしたんだよ。
　その予算の範囲内でもう一度予定価格を決め
るんだね。

　そのとおりだよ。
　工事を行う業者はいつごろ決まるの？
　10月下旬ごろに入札の公告をする予定で、
開札は12月下旬ぐらいになると思うよ。
　ここで業者が決まれば、来年の１月中旬ご
ろには仮契約を結ぶことになるんだ。そして、
２月の臨時議会でその工事請負議案が可決さ
れれば、２月下旬には業者と正式に契約でき
て、サオリーナの工事に取り掛かることがで
きるんだよ。
　確か、サオリーナは平成33年に三重県で開
催される国民体育大会のバスケットボールとバ
レーボールの会場に内定しているんだよね？
　そうなんだ。その前の平成30年には、全国
高等学校総合体育大会（高校総体）も東海地方
で開催されるから、このときもサオリーナを
使ってほしいって考えているんだよ。
　それまでに間に合うのかな？

　大丈夫だよ。今の計画だと平成29年には建
物が完成する予定だから、高校総体や国民体育
大会にも間に合うよ。そして古くなった津市体
育館や津市民プール、三重武道館を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から、一生懸命頑張るよ。
　楽しみだね。みんなが待ち望んでいる施設だ
から、早く完成するといいね。

メインアリーナ完成予想図

津市産業・スポーツセンター完成予想図
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オタフクナンテン

問い合わせ　都市政策課　　229－3290　　229－3336

問い合わせ　選挙管理委員会事務局　　229－3236　　229－3338

　明るい選挙を推進し、皆さんに政治や選挙に対
する関心を深めてもらえるように、市民白バラ講
演会を開催します。
講　師　辛坊治郎さん(キャスター)
演　題　あいまいな日本の問題をスッキリ説く
　～この国で起きている本当のこと～
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　600人
入場整理券　10月６日(月)から市本庁舎１階案内、
　各総合支所地域振興課、各出張所、アストプラ
　ザ、津リージョンプラザ、中央公民館で配布す
　る他、はがき、またはファクス、Ｅメールで住

　所、氏名、電話番号、希望枚数(２枚まで)を10
　月22日(水)までに選挙管理委員会事務局(〒514-
　8611　住所不要、　229-3236@city.tsu.lg.jp)
　へ　※はがき・ファクス・Ｅメールの場合、後
　日、入場整理券を郵送します。

　1956年生まれ。1980
年早稲田大学法学部を卒
業後、読売テレビ放送㈱
に入社。「ズームイン!!
朝!」「ウェークアップ!」
などを担当。「ウェーク
アップ!ぷらす」「朝生ワ
イドす・またん!」のメイ
ンキャスター、芦屋大学
客員教授を務めるなど多
方面で活躍中。

辛坊治郎さん

市民白バラ講演会

　市民の皆さんが愛着を持って育む樹木を増や
し、潤いのある美しいまちをつくるため、記念
樹を配布します。
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　来年３月ごろ
締め切り　来年１月30日(金)

　緑に囲まれた住みよい環境と良好な都市景観
をつくるため、生け垣を設置する人に苗木を配
布します。
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３ｍ以上の生け垣に限る
配布苗木　ボックスウッド、サザンカ、プリペッ
　ト、ヒイラギモクセイ、シラカシ、キンメツ
　ゲ、ベニカナメモチ、トキワマンサク(赤葉)
　の中から希望する苗木
配布時期　植え付け適期に応じて
配布本数　生け垣の延長１ｍ当たり３本(最大
　60本)

記念樹用苗木
生け垣緑化用苗木

を配布

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
ある配布申請書に必要事項を記入し提出(生
け垣緑化用苗木の配布申請書には、位置図、
見取平面図、現況写真の添付が必要)　※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。
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津市ホームページバナー広告

津市職員の募集│

問い合わせ　人事課　　229－3106　　229－3347

募集職種、採用予定人数、受験資格

受験案内・試験申込書等の入手方法

申込期限・方法

１次試験

職務経験者を対象とする津市職員採用試験
平成２７年度採用 締め切り迫る！　１０月１０日　  必着

　人事課、市本庁舎１階案内、各総合支所、各出張
所、アストプラザ(アスト津４階)、ポルタひさいふれ
あいセンター(ポルタひさい３階)などで配布。
　津市ホームページからもダウンロードできます。

　10月10日■17時15分必着で、直接または郵送
で必要書類を人事課へ提出

　エントリーシートによる書類選考

２次試験

　社会人基礎試験(職務基礎力試験および職務適
応性検査)および口述試験(個人面接)

３次試験

　口述試験(個人面接)

募集中！

　広告掲載料
　１枠当たり月額２万円（消費税・地方消費税を含む）
　申し込み単位・応募枠
　１カ月単位で１社(者)当たり１枠 
　掲載期間
　１カ月以上で、平成26年度末(平成27年３月31日)を越
えない期間
　申込期間
　随時受け付け
　ホームページアクセス件数
　総アクセス件数…月平均約71万5,000件
　トップページアクセス件数…月平均約13万8,000件
※応募方法など詳しくは津市ホームページをご覧ください。

問い合わせ　広報課
　229－3111　　229－3339



バナー広告欄

アクセスするごとに、
ランダムに２枠ずつ
バナー広告が表示されます。

バナー広告欄（最大15枠）

共通する受験資格　地方公務員法第16条(欠格条項)の各号の一に該当しない人で通勤可能な人
※上記の受験資格は一部のみを記載したものです。詳細については必ず受験案内をご確認ください。

大学院修了…昭和30年４月２日以降昭和56年４月１日
　までに出生の人
大学卒…昭和30年４月２日以降昭和58年４月１日まで
　に出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒…昭和
　30年４月２日以降昭和60年４月１日までに出生の人
高等学校・中学校卒…昭和30年４月２日以降昭和62年
　４月１日までに出生の人

大学院修了…昭和30年４月２日以降昭和56年４月１日
　までに出生の人
大学卒…昭和30年４月２日以降昭和58年４月１日まで
　に出生の人
短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）卒…昭和
　30年４月２日以降昭和60年４月１日までに出生の人
高等学校卒…昭和30年４月２日以降昭和62年４月１日
　までに出生の人

平成21年４月１日から平成26年８月31日までの間に、
民間企業等における職務経験が３年以上ある人５人程度事務職

職種 採用予定
人数

受験資格
経歴・資格等 生年月日等

技術職
（土木）

技術職
（建築）

２人程度

１人程度

平成21年４月１日から平成26年８月31日までの間に、
民間企業等における職務経験（土木事業に係る設計・施
工管理に関連する職務経験に限る）が３年以上ある人
で、一級土木施工管理技士または二級土木施工管理技
士の資格を有する人
平成21年４月１日から平成26年８月31日までの間に、
民間企業等における職務経験（建築物等に係る設計・施
工管理に関連する職務経験に限る）が３年以上ある人
で、一級建築士または二級建築士の資格を有する人

実施予定日 11月22日㈯・23日（日・祝）・24日（月・休）

実施予定日 12月中旬
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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

健康づくり課
　229－3310　　229－3287

高齢者インフルエンザ
予防接種を開始

環境保全課
　229－3259　　229－3354

野外焼却の禁止
教委教育研究支援課
　229－3293　　229－3332

就学時健康診断

お知らせ

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

101歳以上

昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生まれ
昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生まれ
昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生まれ
昭和９年４月２日～昭和10年４月１日生まれ
昭和４年４月２日～昭和５年４月１日生まれ
大正13年４月２日～大正14年４月１日生まれ
大正８年４月２日～大正９年４月１日生まれ
大正３年４月２日～大正４年４月１日生まれ
大正３年４月１日以前の生まれの人

年　齢 生年月日

高齢者肺炎球菌ワクチン

問い合わせ　健康づくり課
　229－3310　　229－3287

対　象　津市に住民登録があり、
　以下のいずれかを満たす人
●接種日当日に65歳以上の人
●接種日当日に60～64歳で、心
　臓・腎臓・呼吸器の機能または
　ヒト免疫不全ウイルスにより
　免疫の機能に障がいがあり、
　日常生活が極度に制限される人
接種期間　10月15日(水)～来年
　１月31日(土)
接種場所　県内の協力医療機関
　※詳しくはお問い合わせくだ
　さい。
自己負担額　1,000円　※生活
　保護受給者は、自己負担額の

　免除がありますので、必ず「生
　活保護受給証明書」を医療機
　関に提出してください。
接種回数　１人１回
接種時の持ち物　健康手帳

　家庭でのごみの焼却は、原則
禁止されています。ごみを焼却
すると、悪臭や煙が発生し、近
隣の迷惑になるだけでなく、ダ
イオキシン類が発生するなどの

問題があります。家庭ごみは焼
却せずに、決められた収集日に
出しましょう。
　禁止の例外として、風俗習慣
上や宗教上の行事を行うために
必要な焼却や、農林漁業を営む
ためにやむを得ない焼却などが
ありますが、近所迷惑にならな
いよう、風向きや付近の状況に十
分配慮しましょう。

　来年４月に小学校入学予定の
子どもを対象に、健康診断を無
料で行います。該当する家庭に
は、10月中旬に「お知らせ」を
郵送しますので、指定の日時や
会場を確認の上、子どもと保護
者が一緒にお越しください。

10月１日から
定期接種に
　津市に住民登録がある下記の対象者は、接種
についてかかりつけ医に相談しましょう。

対　象　
●次の表の生年月日に当てはまる人
今年度の対象者

●接種日当日に60～64歳の人で、心臓・腎臓・
　呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスに
　より免疫の機能に障がいがあり、日常生活が
　極度に制限される人
※過去に１回でも肺炎球菌ワクチンを接種した
　人は対象外

接種期間　10月１日(水)～来年３月31日(火)
接種回数　１回
自己負担額　2,500円　※生活保護受給者は、
　自己負担額の免除がありますので、必ず「生
　活保護受給証明書」を医療機関に提出してく
　ださい。
接種時の持ち物　健康手帳、予診票、保険証な
　ど住所が確認できるもの

対　象　次のうち、水痘にかかったことがない人
　①１歳以上３歳未満の人
　②３歳以上５歳未満で１回も水痘ワクチンを
　　接種していない人【平成26年度限りの経
　　過措置】
接種回数
　①３カ月以上の間隔をおいて２回　※任意(自
　　費)で接種した場合も、接種回数とみなします。
　②１回
自己負担額　無料

水痘ワクチン

高齢者肺炎球菌ワクチンと水痘ワクチン
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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

昨年の美杉人権学習会

市民課
　229－3144　　221－1173

みんなが持てる身分証明書
住民基本台帳カード

教委美杉教育事務所
　272－8091　　272－8090

美杉人権学習会

イベント

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

津市戦没者戦災犠牲者
追悼式

15日㈬
19時30分～

16日㈭
10時～

竹原地域住民
センター

とき（10月） ところ

下之川地域住民
センター

問い合わせ　市民税課　　229－3130　　229－3331

～新たに10月から引き落としになる人をお知らせします～
個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度

　写真付き住民基本台帳カード
は、公的な身分証明書としても
使える便利なカードです。公的
な身分証明書を持っていない人
にお勧めで、申請方法は次のと
おりです。
受付場所　市民課または各総合
　支所市民福祉課(市民課)
受付時間　月～金曜日９時～17
　時(祝・休日、年末年始を除く)
持ち物
●顔写真(縦45㎜×横35㎜、正
　面・無帽・無背景で６カ月以内
　に撮影したもの)
●印鑑
●本人確認書類(運転免許証、パ
　スポート、在留カード、特別
　永住者証明書など)
●委任状　※代理人による申請
　の場合

手数料　500円
有効期限　発行日から10年間

　持参した書類によっては即
日交付できないことがありま
す。その場合、申請後に本人確
認のための照会書を住民登録
地に郵送しますので、後日、そ
の照会書に対する回答書と併
せて、２点以上の本人確認書類
(健康保険証・年金手帳など)
を持参し、カードを受け取り
に来てください。詳しくは市
民課へお問い合わせください。

と　き　10月16日(木)13時30分～
　(受け付けは12時30分～)

ところ　津リージョンプラザお
　城ホール　
※入場者多数の場合、入場制限
　を行うことがあります。

とき・ところ

内　容　阪田崇稔さん(みすぎ杉
　の実作業所施設長)による講演
　「作業所のなかまとわたし」

　公的年金からの特別徴収制度とは
　公的年金を受給している人が、個人市民税・県
民税を年金からの引き落としにより納付する制度
です。
　新たに対象となる人は
　平成25年度に年金から特別徴収(年金からの引
き落とし)されていない人で、下記の「対象」全
てに該当する人は、平成26年10月支給分の年金
から特別徴収が開始されます。対象者には、６月
に届いた「平成26年度市民税・県民税納税通知書」
に、お知らせを同封しています。
※平成25年度途中に年金からの特別徴収が中止
　になった人も含まれます。
対　象
●昭和24年４月２日以前に生まれた人
●平成25年中の所得が公的年金のみで、平成26
　年度個人市民税・県民税が課税されている人
●平成26年１月１日以降、引き続き市内に居住

　している人
●年金から介護保険料が引き落とされている人
納付方法
　今年度は年税額の半分を、今までどおり第１
期・第２期に分けて普通徴収で納付していただき、
残り半分は３回(10月、12月、来年２月)に分け
て年金から引き落とされます。
納付月と納付割合

※平成27年度分の仮徴収として、平成27年２月分と同額を、平成27
　年４月・６月・８月の年金から特別徴収します。
※津市外へ転出した場合や、税額に変更があった場合などには、公
　的年金からの引き落としが中止になることがあります。引き落と
　しが中止になった場合は、あらためて納税通知書などでお知らせ
　します。

納付割合

納付月
平成26年
６月

（第１期）

年税額の
1/4

平成26年
８月

（第２期）

年税額の
1/4

平成26年
10月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成26年
12月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成27年
２月

（年金支給月）

年税額の
1/6

普通徴収
（納付書または
口座振替）

特別徴収
（年金からの引き落とし）
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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

昨年の環境フェア

タブレットパソコン

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

ハロウィン制作教室
イベント

中央公民館
　228－2618　　229－5150

公民館地域力創造セミナー
パソコンの魅力を伝えよう！ 環境政策課

　229－3212　　229－3354

第９回つ・環境フェア
出展者

危機管理課
　229－3281　　223－6247

津市新型インフルエンザ等
対策行動計画案
パブリックコメント

募　　集

11月１日、来年１月
17日、２月14日
いずれも土曜日
10時～12時

と　き

12月14日、来年３月
１日
いずれも日曜日
９時～15時30分

中央公民館

12月７日㈰、来年１月
16日㈮、２月４日㈬

来年２月24日㈫

中央公民館

白山公民館

抽選各20人

抽選10人

ところ

と　き ところ 定　員

高田短期大学
（一身田豊野）

問い合わせ　情報企画課　　229－3118　　229－3119

　ハロウィンパーティーに向け
て、保育士と一緒に帽子やバッ
グを作ってみませんか。
と　き　10月26日(日)９時50分～
ところ　津市モーターボート競
　走場２階女性・子どもルーム
　※中学生以上の男性は入室で
　きません。
対　象　小学生以下の子ども
定　員　当日先着20人
入場料　100円(20歳未満は無料)

　自分で使うだけでなく、便利
で楽しいパソコンの魅力を伝え
る人になりませんか。実際のパ
ソコン講座で「教える体験」も

行います。
とき・ところ(全５回)

対　象　市内に在住・在勤・在
学のパソコン経験者
定　員　抽選20人
受講料　無料(資料代が別途必要)
講　師　情報ボランティアみえ
申し込み　往復はがきで講座名、
　住所、氏名、年齢、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)へ　※往復はがき１枚につ
　き１人有効
締め切り　10月17日(金)必着

と　き　来年１月25日(日)10時
　～15時
ところ　津市モーターボート競
　走場
内　容　営利目的以外で、環境を

　テーマとした展示・体験、舞
　台、フリーマーケット　※展
　示はパネル１枚、机２脚、椅
　子３脚を利用できます。
申し込み　環境政策課へ
締め切り　10月31日(金)

　津市新型インフルエンザ等対
策行動計画案に対するパブリッ
クコメントを募集します。
募集期間　10月８日(水)～11月
　７日(金)必着
閲覧場所　危機管理課、総務課
　情報公開室、各総合支所地域
　振興課、津市ホームページ
提出方法　直接または郵送、ファ
　クス、Ｅメールで危機管理課
　(〒514－8611　住所不要、　229－
　3281＠city.tsu.lg.jp)へ

　タブレットパソコンを今まで使ったことがな
いという人や、使ってみたいという人のための
講座です。
とき・ところ・定員
　いずれも13時30分～15時30分

さわってみよう！タブレットパソコン
生活に役立つ情報を取得するために

対　象　市内に在
　住でタブレット
　パソコンの基本
　的な使い方を習
　得したい人
申し込み　はがき
　またはファクスで「研修受講希望」と明記し、
　住所、氏名、電話番号、希望日(第２希望ま
　で)を情報企画課(〒514-8611 住所不要)へ
締め切り　10月31日(金)必着
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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

昨年の様子

防災室
　229－3104　　223－6247

聴覚障がい者災害支援
サポーター養成講座

こども支援課
　229－3284　　229－3334

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員
養成講座

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

人権について考えてみませんか
市民人権講座

中央公民館
　228－2618　　229－5150

文学講座

９時～
10時30分

時　間

10時40分～
12時10分

しなやかな心で
佐野ナツ代さん（県人権セ
ンター嘱託職員）

①ＴＯＥＩＣ対策
　コース

②ＩＴパスポート
　試験対策コース

11月２日・16日・30日、12月21日、
来年１月11日・25日、２月８日・
22日、３月８日・22日

11月９日・23日、12月７日・28日、
来年１月18日、２月１日・15日、
３月１日・15日・29日

テーマ・講師

コース番号・
コース名 とき（全10回）

かけがえのない暮らしを日
記に残しませんか
櫛田誠さん（生活つづり方
サークルみえ主宰）

と　き　10月31日(金)10時～16時
ところ　中央公民館ホール
内　容　防災・減災に関する講義、
　タウンウオッチング　※手話
　通訳、要約筆記あり
対　象　災害支援活動をしてみ
　たい人、聴覚障がいがある人
定　員　先着30人
申し込み　電話またはファクス
　で防災室または三重県聴覚障
　害者協会(　229－8540、　223－
　4330)へ
申込期間　10月６日(月)～17日(金)

　津市ファミリ
ー・サポート・
センターは、子
育ち子育てを助
けてほしい人(依
頼会員)の要望に応じて、その手
伝いができる人(提供会員)を紹
介し、相互の信頼と了解の上で

一時的に子どもを預かる仕組み
です。子どもを預かるために必
要な専門知識の基礎を学んで、
提供会員になってみませんか。
と　き　10月18日(土)・19日(日)・
　25日(土)・26日(日)、11月８
　日(土)・９日(日)　※全６回
ところ　中央公民館、津市市民
　活動センター
受講料　無料(テキスト代2,500
　円が別途必要)
申し込み　電話またはファクス
　で津市ファミリー・サポート・
　センター(　236－0120、　236－
　0121)へ

とき・内容など　11月１日(土)

ところ　市美里庁舎２階会議室１
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　各30人

申し込み　はがき、または電話、
　ファクスで住所、氏名、電話番号
　を美里総合支所地域振興課(〒
　514－2192　美里町三郷48－1)へ
締め切り　10月24日(金)消印有効

と　き　11月29日(土)10時～11
　時30分
ところ　中央公民館会議室
内　容　江戸時代の文民と教養
　人のネットワーク
講　師　髙倉一紀さん(皇學館大
　学教授)
定　員　抽選30人
受講料　500円
申し込み　はがき、またはＥメー
　ルで「文学講座」と明記し、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　10月29日(水)必着

公民館地域力創造セミナー

就労支援パソコン講座

　インターネットなどを活用してビジネス英語コ
ミュニケーション力を評価するTOEIC対策コー
スと、情報処理を正しく理解し、活用する知識を
身につけるITパスポート試験対策コースです。IT
パスポート試験は経済産業省が認定する国家試験
です。
コース・とき　いずれも日曜日10時30分～12時

ところ　中央
　公民館情報
　研修室
対　象　市内
　に在住・在
　勤・在学の人
定　員　抽選
　各20人
受講料　無料(教材費が別途必要)
申し込み　往復はがきで希望のコース番号、住所、
　氏名、年齢、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)へ　※往復は
　がき１枚につき１人有効
締め切り　10月15日(水)必着

問い合わせ　中央公民館
　228－2618　　229－5150
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北原照久先生講演会

問い合わせ　河芸総合支所地域振興課　　244－1700　　245－0004

問い合わせ　久居総合支所地域振興課　　255－8846　　255－0960

　ドラえもんの誕生日をお祝い
しようと、のび太たちがパー
ティーを計画。ドラえもんに気
づかれずに、喜ばせることがで
きるかな？

観覧無料

入場無料

昨年のステージ発表

戸木 かんこ踊り 榊原 湯の瀬太鼓演奏

昨年の出場作品

久居まつり 10月26日

10:00～16:00

二ノ町会場

ひさい版仮装大笑2014本　祭
14:00開演(13:00開場)

津リージョンプラザお城ホール

　ステージ発表、よさこい踊り、地元商店などに
よる出店、80ｍこども巻き寿司、まちかど博物
館、こどもみこしなど

緑の風公園会場
～子どもふれあいまつり～

　子ども向けステージイベント、ミニＳＬ乗車体
験、かえっこバザール、戸木 かんこ踊り、榊原
湯の瀬太鼓演奏など

　日本テレビの全日
本仮装大賞のひさい
版！この仮装大笑の出
場がきっかけで「全日
本仮装大賞」に出場
した作品もたくさん
あります。

※開場時に入口で座席整理券を配布

今年のゲストはこの人！
ホリ（ものまねタレント）

木村拓哉のモノマネでおなじみ！

河芸文化祭

フェスタinかわげ
作品展示、舞台発表、バザーなどを開催します。 河芸公民館、河芸体育館とその周辺

河芸公民館とその周辺

10:00～16:00　※２日は15:00まで

土 日

日

～河芸町制30周年記念タイムカプセル開封～

　昭和59年の河芸町制30周年記念
式典で埋められたタイムカプセルを
公開し、当時の幼稚園児たちが将来
の夢を綴ったメッセージビデオを上映します。 

タイムカプセル公開 地域農産物・特産品の販売

（横浜ブリキのおもちゃ博物館館長）
開演　14:00～

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

開演時間　10:25～10:55

「ハッピーバースデイドラえ
もん のび太のびっくりドッ
キリパーティー」

キャラクターショー
ドラえもん

10：00～15：30

定　員　当日先着500人

第
13
回
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問い合わせ　スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課
　　　　　　　272－8080　　272－1119

昨年の競技大会 昨年の合同練習会

　ステージイベント(小・中学生による発表、
　和太鼓演奏、よさこい踊り、文化協会芸能
　発表など)
　特産品販売と各種ブース

　未来のオリンピック選手を目指す中学生までの子ども
たちが熱戦を繰り広げます。皆さんで応援しませんか。

　吉田沙保里選手、オリンピック銅メダリストの湯本健一選手・
進一選手、世界選手権優勝の登坂絵莉選手が指導予定

吉田沙保里選手
来場！

オリンピック３連覇達成記念行事

第２回吉田沙保里杯
津市少年少女レスリング選手権大会
ところ　久居体育館

11月１日■ 13:00～　合同練習会

11月２日■ ９:00～　競技大会

　15カ国以上の人たちが集い、国際交流・多文
化共生をテーマに開催！いろいろな国の人と話し
てみよう！
●各国の料理や菓子を販売する国際屋台村
●会場でのスタンプラリー
●ヨーロピアン雑貨＆マルシェ
●子どもたちによるミニステージ
●外国人住民に向けた日本文化の紹介　など

問い合わせ　市民交流課
　　　　　　　229－3146　　229－3366

津市国際交流デー

お城西公園（市本庁舎北側）
10月19日■ 11:00～16:00

土

日

日

ふるさと ふれあい 秋まつり
みすぎ秋まつり
平成26年度

よさこい踊り和太鼓演奏

ボリビアの料理販売

ペルーの民族衣装モンゴルの馬頭琴の演奏

モロッコの民芸品販売

小学生による発表

美杉総合文化センターほか
11月３日■９:00～14:00月・祝

作品展示　11月１日■～４日■土 火

絵画、書、写真などの力作がそろいます。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

よ　 う 　こ 　そ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ー子どもも、大人も、世界も、津市へＹＯＫＯＳＯ！
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市民活動紹介

問い合わせ　下水道政策課　　239－1038　　239－1037

　「ノルディックウオーキング」を知っていますか。
スキーのストックに似た２本のポールを両手に持
ち、地面を押し出すようにしながら歩く運動です。
通常の歩行より足腰への負担が軽く、全身の運動
にもなると言われ、子どもからお年寄りまで幅広
い世代の人々が楽しんでいます。
　その楽しさを津に広めようと、代表の渡辺美代
子さんと事務局長の田村賢治さんが立ち上げた
のが「レッ津！ノルディック！」です。田村さんは、「健
康増進はもちろん、まち歩きを通じて地元意識や
参加者同士の交流が深まり、地域のつながりを密
接にしていければ」と語ります。
　気候も景色もウオーキングにぴったりの時期が
やってきました。この機会にレッ津！ノルディック！に
参加してみてはいかがでしょうか。

レッ津！ノルディック！

問い合わせ　対話連携推進室
　229－3110　　229－3366

～年齢問わず楽しめるウオーキング～

●主な活動内容
●ウオーキングイベントの開催
●講習会・体験会の実施
●各種イベントなどでのＰＲ活動
●問い合わせ
　レッ津！ノルディック！事務局長
　　090－5871－4683

美杉地域でのノルディックウオーキングの様子

　浄化槽は、トイレや台所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、美しく豊かな自然を守っています。浄化槽
の機能を適正に保つためには、保守点検・清掃・
法定検査が大切です。なお、適正に行われてい
ない場合は、罰則規定があります。

保守点検　県に登録されていて、浄化槽管理士
　がいる浄化槽保守点検業者に、汚泥(微生物)
　の管理、機器の点検、消毒剤の補充などをして
　もらいましょう。(家庭用では、年３～４回以上)
清　掃　市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に、
　槽内部にたまった汚泥の抜き取り、機器類の
　洗浄、掃除などをしてもらいましょう。(年
　１回、全ばっ気方式は６カ月に１回以上)
法定検査　保守点検・清掃が適切に実施され、
　浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判
　断するための検査です。浄化槽法では、年１

　回、県の指定検査機関である三重県水質検査
　センターの検査を受けることが義務付けられ
　ています。

・台所から天ぷら油などを流さない
・トイレではトイレットペーパー以外のものを
　流さない
・送風機(ブロア)の電源を切らない

　合併処理浄化槽は、し尿と生活雑排水の両方
を処理する浄化槽で、し尿だけを処理する単独
処理浄化槽に比べ、生活排水の汚れを大幅に少
なくすることができます。
　すでに設置されている単独処理浄化槽は、合
併処理浄化槽への転換の努力義務が法律で定め
られています。合併処理浄化槽を設置する人に
は補助金を交付していますので、補助条件など
詳しくは、津市ホームページをご覧いただく
か、下水道政策課または各総合支所地域振興課
へお問い合わせください。

10月１日は浄化槽の日

浄化槽は適正な維持管理を
浄化槽の正しい使い方

合併処理浄化槽の設置を
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七栗公民館作品展示の様子

平成26年度 公民館文化祭 　公民館講座受講生と自主講座の皆さん
が日頃の成果を披露します。

◆津地域 ◆久居地域

◆一志地域 

公民館名 と　き 内　容 ところ 公民館名 と　き 内　容 ところ
９時～16時（19
日は15時まで） 作品展示、バザー

中央公民館

津センターパレス５階
津市センターパレスホール
修成小学校３階

橋南公民館

高茶屋市民センター

南郊公民館

白塚市民センター

白塚公民館

敬和公民館

旧片田幼稚園

片田公民館

一身田公民館

高田会館ホール
（一身田町）

アスト津（４・５階）、
橋北公民館

豊里公民館

作品展示

絵本の読み聞かせ

料理教室（しらつか
うどん）
お菓子教室（スイー
津＆コーヒー）

学習発表会

作品展示、茶会（25
日のみ、抹茶）、う
どん販売

作品展、即売会（ハ
ンドニット、革細
工）、茶会（抹茶）、
不用品バザーなど

発表会

発表会

発表会

発表会
発表会

発表会

作品展示、発表会
（午前）、９日家庭
用品バザー・手作
りパンの試食
かやくご飯試食会
（なくなり次第終了）

発表会

作品展示、茶会（８
日抹茶、９日煎茶）、
即売（あん餅、８日
カレー・クッキー、
９日男前弁当）

作品展示、バザー、
健康相談、マジッ
クショー

作品展示、茶会（抹
茶）、バザー

作品展示、茶会（煎
茶）

茶会（31日煎茶、１
日抹茶）

作品展示、バザー

茶会（25日抹茶、26
日煎茶）
初級男子料理うど
ん販売

作品展、手打ちう
どん販売

茶会（17日煎茶、18
日抹茶裏千家、19
日抹茶表千家）

９時～16時（26
日は15時まで）

９時～16時

９時～16時（９
日は15時まで）

９時～16時（９
日は15時まで）

９時～16時（９
日は15時まで）

９時～16時
（１日は14時30
分まで）

８時45分～
12時30分

９時30分～
12時30分

11時30分～

９時～15時

９時～16時

９時～16時
（26日は14時30
分まで）

９時～12時

９時30分～16時

10時15分～
10時45分

10時～14時30分

10時～15時（17
日は14時まで）

10時15分～
10時30分
10時15分～
14時30分

バザー（売り切れ
次第終了）

10時30分～14時

10時15分～15時

９時～９時45分

14時～14時50分

13時～16時30分
（30日は９時～15
時）

10時～14時30分

10時～14時

10時～13時

10時～14時

10時～

12時～16時

13時～16時

13時～16時

11時～13時

10時～12時

10時～15時

10時～15時

12時～15時

10月17日㈮
～19日㈰

９時30分～15時
（９日は12時まで）

９時50分～12時

９時～15時

９時30分～14時

９時30分～14時

９時30分～15時
９時45分～
11時15分
９時45分～13時
10時～14時
12時～14時30分
13時～14時30分

風童夢太鼓

茶会（抹茶）、学習
発表会など

茶会（抹茶）
バザー
そば打ち体験
子ども消防団

作品展示

作品展示

茶会（抹茶）、模擬
店など
学習発表会

学習発表会

バザー、抽選会、
パン食い競争など

作品展示（講座生、
桃園小学校、桃園
幼稚園、一般）

講座生舞台発表

農産物、リサイク
ル用品即売会
茶席（売り切れ次
第終了）

バザー（売り切れ
次第終了）

茶会（抹茶）、バザー、
学習発表会

作品展示（幼稚園・
小学校作品も含む）、
公民館講座発表
など

開会式、緑のカー
テンコンテスト・農
産物品評会表彰式

作品展示

作品展示（幼稚園
児）

稲葉公民館とその周辺

立成公民館

立成公民館

久居体育館

栗葉小学校体育館と
その周辺

桃園公民館
桃園小学校体育館

桃園小学校体育館

桃園小学校体育館

桃園小学校体育館駐車
場

桃園公民館

戸木小学校

11月２日㈰

11月８日㈯・
９日㈰

11月８日㈯

11月９日㈰

12月７日㈰

11月30日㈰

11月29日㈯・
30日㈰

10月19日㈰

10月19日㈰

10月19日㈰

10月18日㈯

10月25日㈯・
26日㈰

10月25日㈯・
26日㈰

10月31日㈮、
11月１日㈯

10月26日㈰

10月26日㈰

11月８日㈯

11月８日㈯・
９日㈰

11月８日㈯

11月１日㈯・２日㈰ ９時～17時
（２日は15時まで）

公民館名 と　き 内　容 ところ
作品展示、講座体験、ポップコーン、喫茶コーナー、リメイク手作りバザー、
フリーマーケット 一志高岡公民館

波瀬公民館

川合公民館

大井公民館

舞台発表
ビンゴ大会
講座生・住民の作品展示、各種団体の啓発コーナー、バザー、茶会、すい
せんの会コーナー、菊花展
講座生・児童の作品展示、講座生発表会、講座体験、不用品バザー、農作
物品評即売会、試食コーナー
作品展示、講座生等発表会、農産物品評即売会、不用品バザー、飲食コー
ナー、茶会、大井キッズクラブコーナー

９時～17時
（３日は15時まで）

13時～16時

９時～15時

９時～15時30分

16時～11月１日㈯

11月15日㈯・16日㈰

11月16日㈰

11月２日㈰・３日（月・祝）

11月８日㈯・
９日㈰

11月２日㈰

11月２日㈰

11月１日㈯

11月８日㈯・
９日㈰

11月９日㈰

11月８日㈯

11月９日㈰

中央
Ｔ228－2618

稲葉
Ｔ252－2276

立成
Ｔ256－9393

七栗
Ｔ252－1986

桃園
Ｔ256－7686

戸木
Ｔ255－2135

橋南
Ｔ226－3220

南郊
Ｔ234－5703

白塚
Ｔ232－3043

敬和
Ｔ225－2325

片田
Ｔ237－1513

一身田
Ｔ232－2108

橋北
Ｔ227－1738

豊里
Ｔ232－2250

一志高岡
Ｔ293－5611

波瀬
Ｔ294－7472
川合
Ｔ293－3711
大井
Ｔ293－6673

女性料理お菓子販
売（売り切れ次第
終了）

９時～10月25日㈯

一身田寺内町の館
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　大学案内と募集要項(昨年分入学試験問題を含
む)は、無料で学生部などで配布しています。
　郵送を希望する場合は、希望する資料名を明記し、

返信用封筒(角形２号の封筒に切手を貼り、郵便
番号、住所、氏名を表書きしたもの）を同封して
三重短期大学(〒514-0112　一身田中野157)へ送
付してください。

三重短期大学│

三重短期大学　学生募集

法経科第１部

募 集 内 容
■推薦

問い合わせ　三重短期大学
　232－2341　　232－9647

　三重短期大学は県内唯一の公立短期大学で、法
経科第１部、生活科学科、法経科第２部(夜間部)
の３学科で構成されています。
　来年３月に高校を卒業する人、働きながら学び
たい人、退職後にもう一度学びたい人など、皆さ
んからの出願をお待ちしています。

　「法律コース」「経商コース」の２コースがあり、法
律･経済･経営など社会科学を学ぶことができます。

　「食物栄養学専攻」「生活科学専攻」に分かれ、
食物栄養･福祉･心理･住居･環境共生を中心に、生
活の総合的把握について学ぶことができます。

　一般学生をはじめ、社会人や退職した人、主婦
など幅広い年齢層の人を対象に、法律･経済･経営
など社会科学を学ぶことができます。
※学科構成やカリキュラム、出願手続きなど、詳
　しくは大学案内をご覧ください。三重短期大学
　ホームページでもご覧いただけます。

生活科学科

法経科第２部

大学案内と募集要項
　出願願書は、各出願期間中に郵送で受け付ける
他、三重短期大学への持ち込みも受け付けます
(９時から17時まで。土･日曜日、祝日除く)。

出願願書受け付け方法

返信用封筒に貼る切手の目安

大学案内 
一般入試要項と大学案内 
一般入試要項 
推薦入試要項と大学案内 
推薦入試要項 
センター試験利用入試要項と大学案内 
センター試験利用入試要項

資料名

学科・専攻・コース 募集人員 出願条件 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

50人程度

11月４日㈫
～11日㈫
必着

11月４日㈫
～11日㈫
必着

11月29日㈯

11月30日㈰

12月３日㈬

12月３日㈬

20人程度

45人程度

30人程度法経科第２部

津市特別推薦枠

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

切手の額面
205円
400円
250円
400円
250円
400円
250円
250円
205円
400円
250円

社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項
社会人入試要項と大学案内
社会人入試要項

●募集人員のうち、次に掲げる人員で津市特別推薦枠を設けます。
　法経科第１部20人以内、生活科学科食物栄養学専攻10人以内、生活科学科生活科学専攻20人以内
●出願には、上記条件に加え、入学の日(平成27年４月１日)の１年前から引き続き津市内に住所を有す
　る人、またはその人の配偶者もしくは１親等の親族であることが必要です。

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問
　わない）を平成27年３月卒業見込み
　の人
●人物、学業ともに優れている人（学業
　についてはＢランク以上が望ましい）
　で、学校長の推薦を得た人
●合格した場合、入学できる人

●高等学校もしくは中等教育学校（国・
　公・私立、全日・定時・通信制を問
　わない）を平成27年３月卒業見込み
　の人
●学校長の推薦を得た人

●書類審査（学
　習計画書を
　含む）
●面接

●書類審査
●小論文
●面接

法経科
第２部
生活
科学科
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学科・専攻・コース 募集人員 試験科目など 出願期間 入学試験日 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

40人程度

来年
１月14日㈬
～21日㈬
必着

来年
１月14日㈬
～21日㈬
必着

11月４日㈫～
11日㈫
必着

来年３月２日
㈪～６日㈮
必着

来年
３月２日㈪
～６日㈮
必着

来年
２月５日㈭

来年
２月４日㈬

12月
３日㈬

来年
２月10日㈫

来年
２月10日㈫

来年
３月17日㈫

来年
３月17日㈫

来年
３月
17日㈫

11月
29日㈯

来年
３月
15日㈰

来年
３月15日㈰

25人程度

30人程度

40人程度法経科第２部

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語総合（古文・漢文を除く）、現代文
●英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング

●国語総合（古文・漢文を除く）、現代文
●英語Ⅰ・Ⅱ、リーディング

●書類審査
●小論文
●面接

●書類審査
●面接

●小論文
●面接

学科・専攻・コース 募集人員 センター試験の指定科目など 入学試験要領 出願期間 合格発表日

法経科第１部
●法律コース
●経商コース

Ⅰ　

期

Ⅱ　

期

法経科第２部

10人程度

来年
２月９日㈪
～16日㈪
必着

来年
３月２日㈪５人程度

15人程度

50人程度

食物栄養学専攻

生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

●国語（近代以降の文章）、数学（工業数理基
　礎、簿記・会計、情報関係基礎を除く）ま
　たは理科（地学基礎、地学を除く）から１
　科目、外国語（英語）の３教科３科目

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から２教科２科目

来年
３月２日㈪
～６日㈮
必着

５人程度

生活科学専攻
●生活福祉・心理
　コース
●居住環境コース

生活科学科
生活科学
専攻

法経科
第２部

生
活
科
学
科

●国語（近代以降の文章）、地理歴史、公民、
　数学、理科、外国語から１科目

●大学入試センター
　試験を受験するこ
　とが必要です。
●本学での個別学力
　検査は課しません。
●調査書の提出が必
　要です。

学　科 募集
人員

試験科目
など 出願期間 入学

試験日
合格
発表日

若干
人

30人
程度

■一般学力試験

■大学入試センター試験利用

■社会人特別選抜

　入試や学科･コース、就職･進路などの個別
進学相談を行います。事前申し込みは不要で
すので、ぜひご参加ください。

受験相談会 参加者募集

と　き　10月18日■13時～16時
ところ　三重短期大学大学ホール

土

大学入試センターを利用する場合の教科･科目について
●英語はリスニングを含む
●理科は①グループ(物理基礎、化学基礎、生物基礎、地
　学基礎)から２科目を選択するか、もしくは②グループ
　(物理、化学、生物、地学）から１科目選択する
●地理歴史、公民、理科②グループで２科目受験した場

　合は、第１解答科目の得点を採用します(Ⅰ･Ⅱ期とも)
※大学入試センター試験で受験すべき教科・科目の詳細
　については、三重短期大学ホームページの「入試情報」
　にある「2015年度入試の変更点(センター利用入試
　の教科・科目)」を参照してください。
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　錫杖湖周辺と落合の郷で「落合の郷で遊ぼう！」
が行われました。野草散策やクイズラリー、おもし
ろ歴史講話、ニジマスのつかみ取りなどが行われ、
たくさんの親子連れが夏休みの楽しい思い出を作り
ました。

　久居公民館で小学生を対象に、３日間のしかけ絵
本教室が開催されました。参加した子どもたちは、
恐竜や動物など自分の好きな世界を、絵やしかけを
使って表現し、それぞれ個性豊かな楽しい絵本を完
成させました。

大好きな世界を絵本に 

▲

 7/24・29・31 夏の自然を満喫 

▲

 8/3

　一志地域で石橋自治会盆踊り大会が開催され、地
域の皆さんが盆踊りを楽しみました。この盆踊り大
会では、自治総合センターのコミュニティ助成事業
（宝くじ助成）で購入した備品が活用されました。

　一身田寺内町で歴史まるごと体験塾が開催されま
した。参加した子どもたちは、高田本山専修寺宿坊
で３日間過ごし、友達と一緒に昔の遊びやこんにゃ
く作り、寺内町散策などを楽しみました。

古きを訪ね、古きを学ぶ 

▲

 8/6～8 輪になって踊ろう 

▲

 8/14

大災害に
備えて
 

▲

 7/23
　白山消防署で
消防団員が、負
傷の程度によっ
てけが人を振り
分ける手段（ト
リアージ）を学びました。参加者は、大災害が発生したとき大勢のけが人の
命を一人でも多く助けられるよう、熱心に研修に取り組んでいました。
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　８月15日の夜から16日の未明にかけて、香良洲
神社で350年以上続く県指定無形民俗文化財の宮踊
りが開催されました。豊漁豊作を願って各地区の踊
り子が勇壮に舞い、会場全体が一晩中熱気に包まれ
ました。

　長野神社の境内で、市指定無形民俗文化財の北長
野祇園踊りが行われました。田植えの装束をした
「かんこ」と呼ばれる踊り手が、胸に「かっこ」(太
鼓)を吊り、背中に18本の「しで」を背負いなが
ら、豊作を願って踊りました。

第63回津花火大会2014 

▲

 7/26

華やかな舞 

▲

 8/15 宮踊り今年も盛大に 

▲

 8/15・16

第53回サマーフェスタインひさい 

▲

 8/2

第26回みすぎ夏まつり納涼花火大会 

▲

 8/11 あのう「光れ！ しかけ花火」祭り 

▲

 8/15

　阿漕浦海岸では海上からの
花火や打ち上げ花火など、空
と海を彩る約3,000発の花火
に観客から大きな歓声が起
こっていました。

　陸上自衛隊久居駐屯地グ
ラウンドでは間近で上がる
多彩な打ち上げ花火やス
ターマインが夜空を彩りま
した。

　美杉中学校グラウンド
に地域内外から多くの人
が訪れ、山々に轟く打ち
上げ花火や勇壮な手筒花
火が会場を大いに盛り上
げました。

　安濃中央総合公園内多目的
グラウンドに多くの人が詰め
かけ、ステージでのしかけ花
火や打ち上げ花火など多彩な
花火を楽しみました。

とどろ
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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
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参加者募集!!

バスケットボール
アーチェリー
空手道
ラグビーフットボール

サッカー

種　目

ミニバスケットボール 芸濃総合文化センター内アリーナ 小学生 10月20日㈪12月14日㈰10：00～15：00
種　目

と　き

と　き ところ

ところ 定　員

定　員

対　象

対　象

締め切り

締め切り

11月１日㈯・２日㈰
11月２日㈰
11月23日（日・祝）
11月24日（月・休）

11月29日㈯・30日㈰

市内の小学校体育館
西部運動広場
美里体育館
津高校（新町三丁目）
海浜公園内陸上競技場、
河芸第２グラウンド

小学生
中学生以上
４歳児以上
高校生以上

高校生以上

25チーム
抽選32人
80人
６チーム

抽選16チーム

10月20日㈪
10月17日㈮
10月15日㈬
10月31日㈮

10月31日㈮

■津市民スポーツ教室

■津市民体育大会

80人

　建設業の事業主の皆さんへ
　退職金は建退共制度で
　国の制度なので安全・確実、掛
け金は損金扱い等で、国が一部補
助します。退職金の計算は企業
間を通算して行われ、経営事項
審査でも加点があります。詳し
くは、建設業退職金共済事業本
部ホームページをご覧ください。
　同事業本部(　03－6731－2866)

　看護職の登録制度
　「看護師等の人材確保の促進に
関する法律」の一部改正があり、
離職者のスムーズな復職に向け、
来年10月から都道府県ナースセ
ンターへの届け出制度が始まり
ます。看護職の免許を持ってい
る人は、三重県看護協会ナースセ
ンターへご連絡ください。
　同センター(　222－0466)

　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です。
　①10月11日(土)13時30分～
②10月23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
　青年海外協力協会中部支部(　
052－459－7229)

　敬老ふれあいコンサート2014
　10月19日(日)13時30分～16
時20分(13時開場)　　県文化会
館中ホール(県総合文化センター
内)　　津商業高校吹奏楽部によ
る演奏やゲストによる歌謡・踊り
など
　同コンサート担当(　090－2348－
7557)

　女声コーラスひさい
　ふれあいコンサート
　コーラスの発表や会場の皆さ
んとの大合唱など、楽しいひと
ときを過ごしませんか。
　10月19日(日)14時～　　久居
総合福祉会館３階
　女声コーラスひさい担当(　
255－6348)

　劇団カラーズ公演
　10月25日(土)14時～、18時
30分～　　アスト津４階アスト
ホール　　まだらの紐～シャー
ロック・ホームズの冒険より～　

　前売り800円、当日1,000円
　同劇団担当(　090－3954－4277)

　ものづくりフェア2014
　10月25日(土)・26日(日)10時
～17時(26日は16時まで)　　イ
オン津南ショッピングセンターサ
ンバレー１階サンバレーホール
他(高茶屋小森町)　　楽しいも
のづくりの体験、子どもから大
人まで家族で楽しめるイベント
　三重県技能士会(　222－3145)

　伊勢本街道奥津宿の陣
　JR名松線の利用促進と美杉地
域の活性化を目指したイベント
です。
　10月26日(日)10時～15時　
　JR名松線伊勢奥津駅周辺　　
名松線写真展、コスプレスタン
プラリー、ビンテージ商用車大
集合、地元物産の販売、食の振
る舞いなど
　名松線を元気にする会(　090－
4083－8550)

　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)

津市民体育大会

津市民スポーツ教室

イベント

お知らせ

ひも
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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

内　容

英語初級

ポルトガル語初級

中国語初級

※教材費などが別途必要

火曜日・全12回

水曜日・全８回

木曜日・全８回

9,000円

6,000円

6,000円

費　用曜日・回数
　語学講座(後期)受講生

　11月上旬～来年１月中旬(英
語初級のみ３月上旬まで)の19
時～20時30分　　津リージョン
プラザ　　各24人
　10月31日(金)までに直接また
は電話で津市国際交流協会津支部
(市民交流課内、　229－3146)へ

　ふれあいカレッジ閉講式
　記念文化講演会
　10月28日(火)14時～16時　
　ベルセ島崎１階会議室(島崎町)
　朴恵淑さん(三重大学理事・副学
長)による講演「環境について」
　10月１日(水)からみえ長寿津
連絡会総合福祉担当(　232－
6806)へ

　冒険ハイキング
　11月１日(土)９時30分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)周辺　　市内に在住の小
学生　　　50人　　300円
　10月７日(火)８時30分から直
接または電話で同センター(　
228－4025)へ

　介護職員初任者
　(旧ヘルパー２級)研修
　11月17日(月)～来年１月30日
(金)　　三重県社会福祉会館(桜

橋二丁目)他　　県内に在住の離
職者で、平成27年３月31日現在
65歳未満の人　　　39人　　無
料(テキスト代などが別途必要)
　10月１日(水)～30日(木)に三重県
社会福祉協議会(　227－5160)へ

　シルバー人材センター
　技能講習(玉掛け講習)
　12月９日(火)～19日(金)のう
ち４日間　　日本クレーン協会
三重支部(あのつ台四丁目)、サ
ン・ワーク津　　クレーンなどの
玉掛け業務に必要な資格の習得
　55歳以上の求職者　　20人
　10月９日(木)～11月11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

　転倒予防教室
　10月23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　　「栄
養と生活習慣病」をテーマにした
講話と転倒予防体操　※要約筆
記あり　　市内に在住の60歳以
上の人　　　100人
　10月９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

　夫婦・親子の関係、生き方の問
題など

　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(面談)
　10月27日、11月17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)
　10月22日(水)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

　一日合同行政相談所
　10月22日(水)10時～15時(受
け付けは14時45分まで)　　津
松菱６階催事場(東丸之内)　　
登記、年金、税、相続、消費生活、
交通事故、法律相談などの相談
に弁護士、行政相談委員、行政職
員などが応じます。　※弁護士に
よる相談(　　16人)は、10月20
日(月)８時30分から電話で三重
行政評価事務所(　227－1100)へ
予約が必要
　同事務所(　227－6661)

　交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日　※相談時間
はお問い合わせください。　　
三重弁護士会館(中央)
　毎週月～金曜日９時～17時に
三重弁護士会(　228－2232)へ
※祝・休日、年末年始を除く

　三重県司法書士会常設相談会
　(面談は要予約)
　毎月第１・２・３水曜日13時30
分～16時30分、毎月第４土曜日
17時30分～20時30分　　三重
県司法書士会館(丸之内養正町)
　登記、相続、裁判手続き、多
重債務、後見制度など　※電話
相談(　273－6300)も面談と同じ
時間帯に行います。
　毎週月～金曜日９時～17時に
同司法書士会(　221－5553)へ　
※祝・休日、年末年始を除く

無料相談コーナー

募　集

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

あなたの職務経験を
津市で活かしてみませんか

　津市職員採用試験の受験上限年齢は、大学卒で
31歳、高校卒で27歳です。新卒、既卒を問わず意
欲の高い人材をより幅広く迎えることができるよ
う、昨年から２歳引き上げました。しかしながら、
この年齢を上回る方々が津市職員に中途採用される
道はこれまで閉ざされていました。
　今年、新規採用の受験資格の上限を超える年齢か
ら59歳までの転職希望者を対象とする「職務経験
者対象採用試験」を新設します。「地元に貢献した
い」、「地域に根ざした仕事がしたい」、「家庭の
事情で出身地に戻りたい」など、様々な理由で転職
を考えていらっしゃる方が実社会で積み重ねてきた
多様な知識と経験を津市で活かしていただく道を拓
き、ステップアップや再チャレンジの機会を提供し

ます。津市にとってもその能力を即戦力として活用
することで多様化する行政ニーズに対応することが
可能になり、組織力を強化できます。在籍している
職員、中途採用の職員双方が協力し合い、意識が変
化していく過程において組織風土の活性化も図るこ
とができましょう。
　来年４月入庁募集枠として、事務職５人と技術職
３人(土木２人・建築１人)を設定しました。受付期
間は10月10日まで、締め切りが迫っています。
第１次試験となる書類選考では、エントリーシート
に「あなたの知識、技術、能力等を活かして、津市
でどのような活躍ができるか」を「ストーリー仕立
て」にしてお聞かせください。
　第２次試験は11月22日からの３連休です。筆記
試験である社会人基礎試験において職務基礎力試験
と職務適応性検査を行うとともに、個人面接を実施
します。第３次試験は12月中旬、再度個人面接で
意欲を存分に語っていただきます。最終合格者の発
表は来年１月中旬の予定です。
　高度なスキルやノウハウ、専門的な実務経験や資
格、柔軟な発想力や表現力など、独自の強みを有す
る人材と津市の実務とのマッチング効果に期待しつ
つ、たくさんのご応募をお待ちしております。

■台風11号災害復旧事業を知事へ
　緊急要望…８月11日・19日

　台風11号の特別警報が解除され
た10日夕刻、現場に出向いて被害
状況を確認しました。翌11日に行
われた知事との１対１対談の冒頭に
おいて、その時撮影した写真を提示
した上で災害復旧を緊急に要望しま
した。さらに、19日の知事との面
会時にも、県管理の道路・河川・海
岸・山林などの被害箇所を取りまと
め、早期復旧を強く要望しました。
　津市分の災害復旧事業見込額は
30億円にのぼり、合併後最大とな
りました。すでに２度にわたり補正
予算を組み、復旧事業を迅速に推進
しています。

■(仮称)津市久居ホール整備有識者
　委員会…８月13日
　久居市民会館に代わる新しい文化
ホールを作ることは、久居地域にお
ける市町村合併前からの課題です。
昨年度は、地元自治会や久居文化協
会など文化団体の代表者による検討
委員会で、久居ホールのあり方につ
いてご議論いただきました。
　今年は、さらに前進させるため、
劇場関係の４人の専門家による有識
者委員会を立ち上げ、この日、第１
回の会議を開催しました。
　文化芸術拠点として久居駅周辺地
区都市再生整備計画に位置付け、財
源を確保し、来年度の予算化に向け
て取り組んでまいります。

■津波避難協力ビルに係る防災協定
調印式…８月27日

　厚生労働省三重労働局の川口達三
局長、津商工会議所の岡本直之会頭
と津波避難協力ビルの協定を締結し
ました。
　今回、国の施設として初めて、三
重労働局管理の「津第二地方合同庁
舎」が協力ビルに加わりました。津
商工会議所の「津商工会館」を加
え、津波避難協力ビルは11施設と
なり、津波避難ビル63施設と合わ
せると合計74施設、127,167人分の
緊急避難場所が確保できました。
　災害対策に終わりはありません。
今後もまさかの場合に備え、津波対
策を強化してまいります。

津市長 前葉 泰幸



折り込み紙

子ども･子育て
支援新制度

域の皆さんを対象に行う予定で、広報津12月１日
号でお知らせします。詳しくは、教委学校教育課
(　229-3391)までお問い合わせください。

10月６日■～ 

認定区分 対象となる子ども 利用先
■支給認定区分の種類

来年４月から新規利用を希望する場合来年４月から新規利用を希望する場合
在園中で引き続き利用を希望する場合

平成26年10月１日発行
平成26年　第３号
子育て推進課

　229-3390　　229-3451
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)

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

利用手続き利用手続き

市立幼稚園の利用市立幼稚園の利用

　新制度のスタートに伴い、幼稚園や保育所など
を利用するときの手続きが変わります。市立幼稚
園や保育所などを利用するには、教育・保育の必
要性に応じて、３つの区分による「支給認定」を
受ける必要があります。
　ただし、手続きの流れがこれまでと大きく変わ
らないよう、市立幼稚園、保育所、認定こども園
への入園(入所)申し込みのときに、併せて支給認
定の申請手続きも行います。　

●支給認定申請書類の提出が必要です。幼稚園を
　通じて必要な書類を配布しますので、決められ
　た日までに、各幼稚園へ提出してください。
●該当区域外から、久居地域、河芸地域、安濃地
　域、香良洲地域の幼稚園３歳児クラスに在籍し
　ている人で、住んでいる地域にある幼稚園の４
　歳児クラスへ移動する人は、左記の利用の手続
　きを行ってください。
※私立幼稚園の入園については、各幼稚園へお問
　い合わせください。

利用できる子ども　
　１号認定を受ける子ども
手続き
　入園申し込みと支給認定申請を同時に行いま
す。定員を超えた場合は抽選により決定します。

　募集要項、入園のしおり、支給認定申請書類、
入園申込書の配布
配布場所　各市立幼稚園、教委学校教育課、教委
　各教育事務所

11月４日■～14日■ 
　支給認定申請、入園申込書の受け付け
受付場所　第一希望の幼稚園

11月末
　入園可否、抽選会などの連絡

３月初旬
　支給認定証の送付

12月以降
　各幼稚園で入園説明会

１月
　３歳児保育二次募集
※定員に余裕がある場合に、３歳児保育未実施地

※平成26年10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。

ども・子育て支援新制度」がスタートする予定で
す。
　来年４月からの幼稚園・保育所の申し込みと利
用は、新制度に基づいて行う必要があります。

保育所、認定こども園、
地域型保育

月

火 金
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利用できる子ども　
　２・３号認定を受ける子ども
手続き
●入所申し込みと支給認定申請を同時に行います。
●２号認定、３号認定を受けるためには、全ての
　保護者が次の「保育を必要とする主な事由」な
　どに該当することが必要です。
●入所申し込み・支給認定申請とともに、各項目
　に該当することを確認するための各種書類を添
　えて提出してください。

●保育を必要とする事由などによって「保育必要
　量」が認定され、最長11時間保育を利用できる
　「保育標準時間」と最長８時間保育を利用でき
　る「保育短時間」の2つの区分に分かれます。

　保育を必要とする主な事由
就労
　フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居
宅内労働など、基本的に全ての就労の内、常に
１カ月に60時間以上(津市が定める基準)就労し
ていること　
母親の妊娠・出産
　出産前から産後２カ月程度まで
疾病・障がいなど
　児童の保護者が病気にかかったり、負傷また
は心身に障がいがあること
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、保護者がいつも看護に当
たっていること
就学
　特定の教育施設に在学(職業訓練校等におけ
る職業訓練を含む)していること

保育所の利用保育所の利用

在園中で引き続き利用を希望する場合
●支給認定申請書類の提出が必要です。保育所を
　通じて必要な書類を配布しますので、11月４日
　(火)～14日(金)までに各保育所に提出してくだ
　さい。
●現在入所中の保育所から別の保育所へ転園を希
　望する場合は、転園申請書も併せて提出してく
　ださい。

利用できる子ども　
　１・２・３号認定を受ける子ども
手続き
　１号認定で入園希望する場合は、該当園に直接
お問い合わせください。
　２・３号認定で入園希望する場合は、保育所の申
し込みと同様の手続きになります。

10月６日■～ 
来年４月から新規利用を希望する場合

　支給認定申請書類、入所申し込み書類の配布
配布場所　子育て推進課、各総合支所市民福祉課
　(福祉課)、各保育所

11月４日■～28日■ 
　支給認定申請、入所申し込みの受け付け
受付場所　子育て推進課、各総合支所市民福祉課
　(福祉課)、各保育所

12月上旬～中旬
　入所面接　※日時と実施場所は、入所申し込み
書類提出時に窓口でお知らせします。

３月初旬
　支給認定証の送付、入所可否の連絡

３月下旬
　各保育所で入所説明会

認定こども園の利用認定こども園の利用

時間区分 利用時間 （例）事由を就労とした場合
■保育必要量

保育標準時間

保育短時間

最長11時間

最長８時間

フルタイム
パートタイム
（月120時間未満程度を想定）

月

火 金
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問い合わせ
　■幼稚園の利用手続きに関すること　教委学校教育課　　229-3391　　229-3332
　■保育所・認定こども園の利用手続きに関すること　
　　子育て推進課(保育担当)　　229-3167　　229-3451
　■新制度に関すること　子育て推進課(子育て推進担当)　　229-3390　　229-3451

階層 定　義 保育料月額
３歳児未満  ３歳児以上

≪参考≫平成26年度の津市保育所保育料

第１

第２

第３

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第10

第11

第12

0円

0円

6,000円

11,000円

12,500円

16,500円

24,000円

31,000円

36,000円

41,500円

44,000円

48,000円

0円

0円

4,500円

9,000円

10,500円

14,000 円

21,000円

25,000円

29,000円

30,000円

32,000円

33,000円

生活保護世帯 生活保護世帯

母子世帯等

その他の世帯

市民税均等割のみの世帯

市民税所得割のある世帯

所得税２万円未満の世帯

所得税市民税
ともに非課税
の世帯

所得税２万円以上５万円
未満の世帯
所得税５万円以上７万円
未満の世帯
所得税７万円以上10万
3,000円未満の世帯
所得税10万3,000円以上
25万8,000円未満の世帯
所得税25万8,000円以上
41万3,000円未満の世帯
所得税41万3,000円以上
の世帯

所得税非課税
で市民税課税
の世帯

所得税課税
の世帯

新制度に関するＱ＆Ａ新制度に関するＱ＆Ａ

利用者負担額(保育料)利用者負担額(保育料)
市立幼稚園(１号認定)　
　平成26年度の保育料は年額7万2,000円を12カ
月で分けた月額6,000円です。平成27年度の保育
料は、現状の水準を踏まえ検討中です。決定次第
お知らせします。
認定こども園(１号認定)
　市民税額に基づき保育料を決定しますが、現在
検討中です。決定次第お知らせします。
保育所・認定こども園(２・３号認定)
　平成27年度も、現在と同様に保護者の所得に応
じて保育料を設定する予定です。ただし、これま
では右表のとおり、前年分所得税額に基づき、階
層別の保育料を決定していましたが、来年４月か
らは市民税額に基づき決定します。現状の保育料
との変動を少なくするよう現在検討していますの
で、決定次第お知らせします。

Ｑ　全ての幼稚園、保育所が新制度に移行するの
　ですか？
Ａ　津市では、市立幼稚園と市立・私立保育所、
　認定こども園が新制度に移行する予定です。ま
　た、私立幼稚園は今後各園の判断で新制度に移
　行するか決まります。
Ｑ　保育料(利用者負担額)の仕組みも変わるので
　すか？
Ａ　新制度に移行する幼稚園、保育所、認定こど
　も園などの保育料は、保護者の所得に応じて、
　国が定める水準を限度として市が定める階層別
　の金額を負担する仕組みです。階層は市民税額
　に基づいて決定します。詳しい金額については
　現在検討中です。決定次第、広報津などでお知
　らせします。
Ｑ　新制度になってからも、保育料の多子軽減は
　ありますか？
Ａ　保育所の保育料は、現在と同様の取り扱いに
　なる予定です。また、幼稚園は現在検討中です。
　決定次第、広報津などでお知らせします。

Ｑ　認定こども園と幼稚園、保育所の違いは何で
　すか？
Ａ　認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併
　せ持つ施設で、教育と保育を一体的に受けるこ
　とができます。また、３～５歳の子どもに限り、
　保護者の就労状況が変化したなど保育が必要で
　なくなった場合でも、継続して利用することが
　できる施設です。
Ｑ　現在幼稚園を利用していますが、新年度から
　保育所を利用したい場合、手続きはどうしたら
　いいですか？
Ａ　新規で保育の支給認定申請と入所申し込みが
　必要です。その場合「保育を必要とする事由」
　に該当する必要があります。詳しくは左ページ
　の「保育所の利用」をご覧ください。
Ｑ　保育標準時間と保育短時間で保育料の違いは
　ありますか？
Ａ　あります。ご利用いた
　だく保育の内容を考慮し
　た額を検討中です。
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藤幼稚園
　 230-1280

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

080-9370-5783

安濃地域に住所のある人は、安濃地域内の幼稚園であれば、
どこでも入園を希望できます。

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
密柑山幼稚園
栗葉幼稚園
のむら幼稚園

黒田幼稚園
豊津幼稚園
上野幼稚園
千里ヶ丘幼稚園

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

４・５歳

３～５歳

４・５歳

３～５歳

４・５歳

３～５歳

３～５歳

３～５歳

３～５歳

３～５歳

３～５歳

津

久居

河芸

芸濃

美里

安濃

香良洲

一志

白山
美杉

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
255-3256
252-1167
255-7130

245-4093
245-4092
245-4091
245-4121

265-4529
265-2054
265-4361

279-2331
268-2364
268-2363
268-2362
268-2360

292-2511
293-6502
293-1405

264-0080

修成町12-１
桜橋二丁目39
江戸橋一丁目76-２
中河原445
阿漕町津興1158
新町三丁目４-20
藤方1627
高茶屋三丁目１-１
神戸332-１
納所町234
雲出本郷町1165
大里窪田町1870
高野尾町5266-１
白塚町4463

久居東鷹跡町177-５
新家町873-１
戸木町2337
榊原町5156
久居北口町554-２
森町284-１
久居野村町542-３

河芸町北黒田109-１
河芸町一色1666
河芸町上野2963
河芸町千里ヶ丘13

芸濃町椋本5132
芸濃町林325
芸濃町北神山305

美里町家所2054
安濃町草生1310-３
安濃町連部91-５
安濃町内多476
安濃町大塚253-２

香良洲町5722
一志町八太1164-１
一志町高野1451

白山町南出493

施設一覧施設一覧

※施設整備後、認可申請を経て来年４月より開園予定です。

■市立幼稚園

■認定こども園

地域 対　象

津地域に住所のある人は、津地域内の幼稚園であれば、どこ
でも入園を希望できます。

３歳…久居地域内の３歳児保育実施園に入園を希望できます。
４・５歳…住所のある小学校区の幼稚園に入園を希望できます。

住所のある小学校区の幼稚園に入園を希望できます。

芸濃地域に住所のある人は、芸濃地域内の幼稚園であれば、
どこでも入園を希望できます。

一志地域に住所のある人は、一志地域内の幼稚園であれば、
どこでも入園を希望できます。

藤認定こども園(仮)
(新設予定)

豊が丘ニ丁目57-５

幼稚園名 ところ 問い合わせ
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

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

栗真小川町274
島崎町137-130
観音寺町604-74
相生町77
高洲町12-31
中央８-８
寿町12-５
桜田町７-１
船頭町津興1691
雲出伊倉津町1473-3
高茶屋三丁目25-１
久居北口町554
久居野村町568-４
久居一色町934
久居元町2314-17
久居北口町859-３
河芸町千里ヶ丘15-１
河芸町上野3130
芸濃町椋本5132
安濃町曽根710-２
香良洲町5722
一志町八太1017-１
一志町高野1451
白山町南出493
美杉町八知5516-１

■市立保育所
保育所名 ところ 問い合わせ

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
大川乳幼児保育園

白塚町5334
一身田町280
桜橋三丁目45-１
西丸之内18-21
南丸之内８-61
新町一丁目８-13
柳山津興3310
柳山津興3310
南中央10-18
片田志袋町384
藤方2670
野田21-817
大里睦合町609-１
長岡町９-３
一身田豊野1406-129
半田1442-１
藤方1531
一身田平野361-１
上浜町五丁目150
高茶屋小森町4159
雲出島貫町1735-５
久居中町336-４
久居西鷹跡町365-11
河芸町中別保1656
河芸町影重1140-１
河芸町杜の街一丁目１-３
美里町五百野1617-１
河芸町三行989
高茶屋小森上野町778
戸木町4607
一身田上津部田1715-１
大谷町240

■私立保育所
保育所名 ところ 問い合わせ

認定こども園名 ところ 問い合わせ
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平成26年10月１日発行
資産税課

土地担当　　229-3131
家屋担当　　229-3132
久居分室　　255-8826

固定資産の評価替え

平成27年度は固定資産の評価替え年度

評価の仕組み
土地土地

家屋家屋

　土地の評価は、総務大臣が定める「固定資産(土
地)評価基準」に基づき、地目別に定められた評
価方法で行います。地目は９種類に区分されて
いて、固定資産税の評価上の地目は、登記簿上
の地目に関わらず、その年の１月１日(賦課期日)
現在の土地の現況で認定します。
　宅地の場合は、市内を土地の利用状況の似た
区域にグループ分けし、区域内の標準的な宅地
の鑑定評価などを基に評価額が決まります。

固定資産評価基準における地目
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、
原野、雑種地

　固定資産税は、固定資産の価格、すなわち
「適正な時価」を基に、課税標準額を算出して
課税されます。このため、本来であれば毎年度
評価替えを行い、適正な時価を基に課税するこ
とで、税負担の公平を図ることになります。し
かし、膨大な量の土地や家屋の評価を毎年度見
直すことが実務的に不可能であること、また課
税事務の簡素化を図る必要があることなどか
ら、土地と家屋は原則として３年ごとに評価額
の見直しを行っています。

　平成25年度・平成26年度は評価替えの年度で
はないため、土地と家屋の価格は、地目の変換
や家屋の増改築などの特別の事情がある場合を
除いて、原則として平成24年度(前回の評価替え
年度)を基準とした評価額に据え置かれていま
す。ただし、地価の下落があり、価格を据え置
くことが適当でない場合は、評価替え年度でな
くても価格を修正しています。
　平成27年度は評価替えの年度となるため、３年
間の価格変動を反映させた評価額に見直します。

　平成26年１月１日までに建築された家屋の評
価は、まず平成24年度の再建築価格(同一の場所
に同一家屋を新築する場合に必要とされる費用)
に、３年間の物価変動を反映した再建築費評点

補正率(基準年度ごとに設定)と経年減点補正率
(築年数による減価率)による補正が行われ、評価
額が決まります。

　評価替えでは建築物価の変動を考慮するた
め、計算上は家屋の評価額が上がることも考え
られますが、家屋は一般的に消耗資産であり、
前年度の評価額を上回ることは望ましくないこ
とから、前年度の評価額を据え置く措置をとっ
ています。従って、評価替え年度でも評価額が
下がらないことがあります。
　具体的には、平成27年度評価額が平成26年度
評価額を上回る場合は平成26年度評価額に据え
置きます。
　また、新築家
屋の評価は、評
価の時点での再
建築価格に経年
減点補正率によ
る補正が行わ
れ、評価額が決
まります。

平成24年度の
再建築価格

再建築費
評点補正率

経年減点
補正率

(同一の場所に同
一家屋を新築する
場合に必要とされ
る費用)

(３年間の物価
変動を反映、基
準年度ごとに
設定)

(築年数によ
る減価率)

平成27年度
評価額



折り込み紙

固定資産の評価替え

問い合わせ　資産税課
土地担当　　229-3131
家屋担当　　229-3132　　229-3331（共通）
久居分室　　255-8826　

固定資産税 Ｑ＆Ａ

Ｑ．評価額が下がっているのに土地の税額
　　が上がりました。なぜですか？
Ｑ．評価額が下がっているのに土地の税額
　　が上がりました。なぜですか？

Ａ．Ａ．　土地の固定資産税は、評価額が急激に上昇
した場合であっても、税負担の上昇は緩やか
なものになるように、課税標準額(※１)を徐
々に是正する負担調整措置が講じられていま
す。近年は地価の下落が続いていますが、税
負担が上昇する土地は本来の課税標準額に比
べて現在の課税標準額が低いため、負担調整
措置により本来の課税標準額に近づける是正
過程にあるものです。
　また、住宅用地における土地の負担調整措
置について、平成25年度までは評価額に対す
る課税標準額の割合である負担水準(※２)が
90％以上であれば課税標準額を前年度と同額
に据え置く特例が設けられていましたが、平
成24年度の税制改正
により平成26年度か
らこの特例が廃止され
たため、住宅用地の中
には税額が上がった土
地もあります。

Ｑ．住宅を取り壊すと土地の税金が高く
　　なるのですか？
Ｑ．住宅を取り壊すと土地の税金が高く
　　なるのですか？

Ａ．Ａ．　住宅の敷地に使われる土地には、「住宅用
地に対する課税標準の特例」が適用され課税
標準額が減額されています。しかし、住宅を
取り壊したり、店舗などに用途を変更したり
すると、この特例の適用から外れることにな
るため、土地の税額が上がります。

　次のような場合には、資産税課へ届け出て
ください。
●家屋の新築、増築や取り壊しをしたとき
●住宅以外の家屋を住宅にするなど、用途(使
　い方)を変更したとき
●未登記家屋の所有者を変更したとき(売買･
　相続など)、住所を変更したときなど

固定資産の申告などについて固定資産の申告などについてＱ．平成22年に住宅を新築しましたが、平成26
　　年度から税額が上がりました。なぜですか？
Ｑ．平成22年に住宅を新築しましたが、平成26
　　年度から税額が上がりました。なぜですか？

Ａ．Ａ．　新築住宅で一定の要件を満たす場合は、新
たに固定資産税が課税されることとなった年
度から３年度分(長期優良住宅は５年度分)、３
階建以上の中高層耐火住宅は５年度分(長期優
良住宅は７年度分)に限り、120㎡までの居住
部分に相当する家屋の固定資産税額の２分の
１が軽減されています。税額が上がったの
は、平成23･24･25年度分については、税額
が２分の１に軽減されていたのが、この減額
適用期間が終了したことで、平成26年度から
本来の税額に戻ったためです。

※１　原則として、固定資産課税台帳に登録された価格
　　が課税標準額となります。しかし、住宅用地のよう
　　に課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地
　　に税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準
　　額は価格よりも低く算定されます。
※２　個々の土地の前年度課税標準額が、今年度の評価
　　額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。

例)面積300㎡、評価額900万円、負担水準100 
　 ％の土地に建てられた住宅を取り壊す場合 
　 の土地にかかる固定資産税(税率1.4％)の比較
住宅が建っている時の税額
①小規模住宅用地適用評価額
　　900万円×200㎡/300㎡=600万円
②一般住宅用地適用評価額
　　900万円-①600万円=300万円
　(①600万円×１/６＋②300万円×１/３)×1.4%
　=２万8,000円… Ａ
住宅を取り壊した時の税額
　900万円×70%(※1)×1.4%=８万8,200円… Ｂ
税額差額( Ｂ - Ａ )
　８万8,200円-２万8,000円=６万200円
※１　商業地などの宅地は、税負担の調整措置により価格
　　　の70％を上限とした課税標準額となっています。

負担水準
(%)

小規模住宅用地(200㎡以下、超
える場合は200㎡までの部分) 価格の１/６

価格の１/３

価格の１/３

価格の２/３
一般住宅用地(小規模住宅用地
以外の住宅用地)

住宅用地に係る課税標準の特例率

前年度課税標準額 ×100

区　分　　　　　 固定資産税      都市計画税

=
新評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)
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