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〜災害に強いまちづくりを目指して〜

宮城県亘理郡山元町長

齋 藤 俊 夫さん

津市長
わた

前葉 泰幸

り

平成26年11月22日、宮城県亘理郡山元町の齋藤俊夫町長を訪問し、東
日本大震災発生からこれまでの復興状況などについて、前葉泰幸市長がお話
を伺いました。
市長 齋藤町長と私とは宮城県庁勤務時
代からの旧知の関係です。市長就任直
後の平成23年６月に山元町を訪問、
震災被害の大きさを目の当たりにして
同年10月から職員の応援を始め、こ
れまで延べ16人を派遣してきました。
三重県からは津市を含め現在10人が
被災地で応援職員として働いています
が、復旧復興のためには、継続して多
くの人手が必要だと思います。現在の
状況はいかがですか。
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齋藤 前葉市長には、震災直後にいち早
く山元町にお越しいただき、たくさん
の激励を頂戴するとともに、津市職員
を派遣していただき大変感謝していま
す。震災前の山元町の一般会計予算の
規模は約50億円でしたが、震災後の
平成24年度は約13倍、25年度は約10
倍に増大しました。しかし、これだけ
の復興事業をこなすマンパワーの数は
圧倒的に少なく、大変なミスマッチの
状態となっています。
震災から３年８カ月が経った今も、
仮設住宅で不自由な生活を強いられて
いる方々が1,000世帯、約3,000人も
おられ、町の復興再生に向けた事業が
山積している状況にあります。山元町
職員181人に対し、宮城県内や津市を
はじめとする全国各地から、平成26
年９月現在で116人もの皆さんに応援
職員として山元町で勤務いただき、お
かげさまで県内の被災地よりも比較的

第20回市長対談 宮城県亘理郡山元町長 齋藤 俊夫さん
に早く復旧復興に取り組むことができてい
ると大変感謝しています。
市長 齋藤町長の下、山元町の職員と全国各
地からの派遣職員がチーム山元となって頑
張っておられるわけですね。津市も当初は
土木と建築の専門職員を派遣していまし
た。現在も全国から建築の専門職員の派遣
は行われているのですか。
齋藤 山元町には建築の専門職員が１人もお
りませんでしたので、津市からの職員派遣
は非常に助かりました。まだまだ復興事業
は山積しており、土木、建築職はもちろん
のこと、復興事業に振り分けた結果、従来
事務を担当する職員まで不足するなど、職
員の不足は非常に厳しい状況にあります。
山元町役場仮庁舎

市長 復興はまだまだ道半ばということです
ね。山元町では、東日本大震災で町域の３
分の１が浸水し、誠に残念ながら635人の
町民の皆さんが尊い命を落とされました。
齋藤 主な原因はやはり津波でした。今回の
経験を通じて、「津波が来たらすぐに逃げ
る」という津波文化を定着させることが、
沿岸部を抱えた自治体の大きな課題だと思
いました。また、海岸線に近いところにあ
る保育所や支所、学校については、現場の
さい とう

宮城県亘理郡山元町長

津波で被害を受けた中浜小学校

責任者が初動の判断をしっかりできる権限
の分担を行っておくことが大事だと思いま
す。
市長 常に現場でベストが尽くせるよう、あ
らかじめ責任者に権限を与え、事前に訓練
を行っておくことが非常に重要だというこ
とですね。自衛隊派遣など、災害の応急対
策は被災直後から始まるわけですが、齋藤
町長は宮城県庁勤務時代から自衛隊と顔の
見える関係をつくられており、そのような
意味では初動のところでうまく自衛隊との
連携が取れたのではないかと拝察しており
ます。
齋藤 今回の大震災ではこれまでの経験を生
かし、自衛隊との良好な関係の中、応急対
策、応急復旧を進めることができたと思っ
ています。
市長 発災当日、被災した役場の前にテント
を建てて臨時役場を開設、その隣に自衛隊
のテントが建ち、２つのテント間で情報交

とし お

齋藤 俊夫さん

宮城県亘理郡山元町中浜生まれ。坂元小・中学校、仙台市
立仙台高等学校を経て、東北学院大学経済学部卒業後、
宮城県庁に入庁。スポーツ振興課長、大河原福祉事務所
長、総務部危機管理監、産業経済部次長、仙台地方振興
事務所長を歴任し、平成22年３月に定年退職。平成22年４
月から山元町長（現在２期目）。
広報 津 2015.3.1
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第20回市長対談

津波で被害を受けた中浜小学校の校内

程度考えるとか、屋根裏部屋の活用を考え
るなどといった工夫がいざというときに生
きるのではないかと痛感しました。
市長 この中浜小学校は、現状のまま震災遺
構として保存していく計画だと伺いまし
た。小学校から少し南にある磯浜漁港で
は、復旧事業が進む様子と、防潮堤の工事
を見せていただきました。震災前とは少し
違う形でより強くなる堤防を造っておられ
ますね。
齋藤 震災前は、縦割り行政の関係で農地海
岸と建設海岸の高さが１メートルほど違っ
たのですが、今回は建設海岸の7.2メート
ルに合わせていただきました。急勾配の防
潮堤が津波の被害を受けたことから、今回
は傾斜を緩くし、安定感のある粘り強い防
潮堤に造り替えてもらっています。
市長 底辺が35メートルもあると伺いまし
たが、そのなだらかな形が地震に強く、津
波の力を受け流して壊れないということで
すね。
齋藤 そういうことです。
市長 被災したＪＲ常磐線を内陸部へ移設す
ることに伴い、駅の場所も変更されること
から、その駅前を中心とした新しい市街地
づくりが行われている新山下駅周辺地区も
見学させていただきました。新たな市街地
の整備が行われるとなると、これまで別々
の場所に住まわれていた方々がある一角に
お住まいになることについては住民の皆様
のご理解が必要になってきますね。
齋藤 今まで町は、分散・拡散型の地域構造

換しながら初動を進められたと伺いまし
た。自衛隊との顔の見える関係が発災直後
に機能したということですね。
齋藤 いかなる災害に遭遇しても、初動の
72時間が極めて人命救助では大切です。
そのような意味では、頼みの綱である自衛
隊を先頭とした防災関係機関との機能分担
は、普段からの関係の中でいざというとき
に機動的な対応ができるようにしておくこ
とが肝要だと思います。
市長 その後、応急対策、復旧復興へと進む
わけですが、今日は、震災から３年半余り
が経過したところでの復興現場にご案内い
ただきました。津波の爪痕がそのまま残る
中浜小学校の様子には胸が痛みましたが、
小学校に避難された近隣の方々と児童たち
が教員の機敏な判断で校舎の屋根裏部屋に
逃げ込み全員助かったというお話
には心打たれました。
齋藤 山元町には、海岸線に近いと
ころに２つの小学校があります。
２階建て校舎の天井まで津波が来
た中浜小学校では現地にとどまり
ながらも屋上の屋根裏部屋に逃
れ、もう１つの小学校ではいち早
く役場に避難し、幸いなことに２
つの小学校とも人命に影響はあり
ませんでした。やはり海岸線に近
い学校をはじめとする公共施設に
防潮堤建設現場／山元町内
ついては、普段から盛り土を一定
4 広報 津 2015.3.1

宮城県亘理郡山元町長 齋藤 俊夫さん＆津市長 前葉 泰幸
になっていました。今後１カ所なり数カ所
の新市街地に入っていただくことになりま
すと、住民の皆様のまちづくりに対するご
理解がとても重要です。
山元町では「今回の大きなピンチをまち
づくりのチャンスにしたい」
、また、
「これ
からの人口減少を見据えた場合、コンパク
トシティの理念を取り入れたまちづくりを
行っていかなければならない」との思いで
取り組んでいます。いずれにしても、新市
街地を整備する中で、１日も早く震災前以
上のにぎわいを取り戻していきたいと思っ
ています。
新市街地整備地区
（新山下駅周辺）
／山元町内

市長 コンパクトシティとなりますと、例え
ばイチゴ農家の方は生産の集約化に伴い、
ハウスの造成地と自宅になる場所が離れる
ことになるわけで、権利の変換、あるいは
用地買収や分譲が行われることになりま
す。山元町では事前に地籍調査が進んでい
たが故に迅速に事業が進んでいると伺いま
した。その点についてお話しいただけます
か。
齋藤 おっしゃるとおりで、公共事業などを
手掛けるときは、用地取得がいかにスムー
ズにできるかが大きな前提になります。山
元町では昭和50年代後半のかなり早い段
階から地籍調査に入っており、震災時点で
100パーセント終わっていました。一部に
古い相続関係の整理などの問題はありまし
たが、面積での境界争いとか境界確認とい

山元町ふれあい産業祭／平成26年11月23日

うものは一切なく、非常にスムーズに用地
買収が進められたことが大きな要因とな
り、新市街地の整備が順調に進んでいま
す。
市長 現在、津市の地籍調査は2.67パーセ
ントにとどまっています。このため平成
27年度から10年間かけてしっかりと地籍
調査を行うプロジェクトを立ち上げている
ところです。山元町の事例も踏まえ、しっ
かりと境界を確定しておくことが大事なこ
とだと思います。
さて、山元町では毎秋ふれあい産業祭が
行われます。今年の産業祭には、津市から
香良洲のメンバーをはじめ、津市民38人
が参加し、復興支援ブースを出店するほ
か、マグロの解体ショーなどを披露するこ
とになっています。
齋藤 山元町ふれあい産業祭は、町の一大イ
ベントで、前葉市長をはじめ、皆さんに復
興支援ブースでご支援いただけるとのこと
で大変感謝しています。
山元町のさらなる復興のために、津市を
はじめ応援いただいている全国各地の自治
体の皆さんと交流を図り、山元町民との絆
を深めたいと考えています。
市長 山元町の復興は、これからさらに続き
ます。津市としても職員の派遣を来年以降
も続け支援してまいります。本日は貴重な
お話をいただき、ありがとうございまし
た。
齋藤 こちらこそ、ありがとうございました。

市長対談は津市ホームページ・市長の部屋の市長対談でもご覧いただけます。

津市

市長対談│
広報 津 2015.3.1
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平成２７年４月１日スタート

子ども ・ 子育て支援新制度
問い合わせ

子育て推進課

229−3390

229−3451

平成 27 年４月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。
この制度は、全ての子育て家庭を社会全体で支援し、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います。

子育てを取り巻くさまざまな課題
●急速な少子化の進行
●待機児童の問題
●子育ての孤立感・負担感の増加など

ポイント①

これらの課題を解決するために
新制度が創設されます

新制度の主なポイント
幼児期の教育 ・ 保育の充実

▲

幼稚園・保育所の充実に加えて、認定こども園の普及や地域型保育事業の整備によって教育・保育の
場を充実します。
子どもたちに、より目が届くよう、幼稚園や保育所、認定こども園などの職員配置の改善が図られま
す。また、職場への定着、質の高い人材を確保するため、幼稚園や保育所、認定こども園などの職員
の処遇が改善されます。

▲

保育所 ０～５歳

幼稚園 ３～５歳
小学校以降の教育の基礎をつくる
ための幼児期の教育を行う学校
利用時間 昼過ぎごろまでの
教育時間の他、園により教
育時間前後や園の休業中の
教育活動（預かり保育）など
を実施
利用できる保護者 制限なし

認定こども園 ０～５歳
教育と保育を一体的に行う施設
幼稚園と保育所の機能や特徴
を併せ持ち、地域の子育て支援
も行う施設です。新制度では、
認可手続きの簡素化などによ
り、新たな設置や幼稚園・保育
所からの移行をしやすくし、さ
らに普及を図っていきます。

ポイント②

就労などのため、 家庭で保育できない
保護者に代わって保育する施設
利用時間 夕方までの保育の他、保育所によ
り延長保育を実施
利用できる保護者 共
働き世帯など、家庭
で保育ができない保
護者

創設

地域型保育事業 ０～２歳

少人数の単位で、 ０～２歳の子どもを預かる事業
新たに市町村の認可事業とし、待機児童の
多い０〜２歳児を対象とする事業を増やしま
す。保育施設を新設する場所
のない都市部に加えて、子ど
もが減少している地方など、
地域のさまざまな状況に合わ
せて保育の場を確保します。

市町村が地域のニーズに見合った子育て支援を推進

市町村は、子ども・子育て支援事業計画を策定し、地域のニーズに見合った子育て支援に関する事業
の実施や施設の整備に計画的に取り組みます。
6 広報 津 2015.3.1

ポイント③

地域の状況に応じた子ども ・ 子育て支援の充実

妊娠中の人や家庭で保育をする保護者などを含めた、全ての子育て家庭を支援するため、地域の状況に
応じた子育て支援の充実が図られます。

乳児家庭全戸訪問事業

地域子育て支援拠点事業

放課後児童健全育成事業

【こんにちは赤ちゃん事業】

（地域子育て支援センター）

（放課後児童クラブ）

生後４カ月ごろまでの赤ちゃ
んがいる家庭を訪問し、子育て
に関する情報の提供や乳児・保
護者の心身の状況や育児の様子
に応じた相談を行います。

地域の保護者や子どもが交流
できる場を提供し、子育てにつ
いての相談や情報提供などの援
助を行います。

利用者支援事業 創設
子育て支援に関する相談や、施設・サービスの
紹介などを行い、それぞれの家庭に合った子育て
支援サービスが選択して利用できるよう、支援し
ます。

ポイント④

保護者が就労などで昼間家庭
にいない児童(小学生)を対象に、
放課後に専用施設などで児童の
健全な育成を図るため、設備や
運営に関する支援を行います。

一時預かり事業
保護者の用事やリフレッ
シュなどの際に、幼稚園や
保育所などで一時的に子ど
もを預かります。

社会全体で新制度を支える費用を負担

消費税率の引き上げによる税収の一部が、国および地方の恒久的財源として、子ども・子育て支援のた
めに確保されます。

ポイント⑤

その他（支給認定申請・利用者負担）

支給認定の申請
幼稚園(新制度へ移行しない幼稚園を除く)、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用するとき
は、利用希望や年齢によって区分される「支給認定」を受ける必要があります。幼稚園や保育所等の利
用申し込みと同時に申請でき、受けた支給認定に応じて施設等の利用が可能になります。
所得に応じた利用者負担
幼稚園(新制度へ移行しない幼稚園を除く)、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用するとき
の利用者負担額は、国の基準を基に保護者の所得に応じて市町村が決定します。利用者負担額の詳細は
広報津３月16日号でお知らせします。

新制度の下で推進する津市の子ども・子育て支援について検討しており、平成27年３月末
までに「津市子ども・子育て支援事業計画」として策定します。
問い合わせ

●事業計画、新制度全般に関すること ……
●幼稚園に関すること ………………………
●放課後児童クラブに関すること …………
●こんにちは赤ちゃん事業に関すること …

子 育 て 推 進 課 Ｔ229−3390
教委学校教育課 Ｔ229−3391
教委生涯学習課 Ｔ225−7172
健 康 づ く り 課 Ｔ229−3310

Ｆ229−3451
Ｆ229−3332
Ｆ228−4756
Ｆ229−3287
広報 津 2015.3.1
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合併後の津市のまちづくり③
～河芸地域編～
ねえねえ、シロモチくん！10の市町村が合併したことで、
河芸地域(旧河芸町)では、どんなまちづくりが行われたの？
河芸地域では、合併後、地域の思いでもあった町民の森公園の施
設改修などを行って、新たにマレットゴルフ場も整備したんだ。
これからも、たくさんの人に公園を利用してもらえたらいいね。
うん。この他にも黒田幼稚園をはじめ、小・中学校を改修した
り、道路を改良したりしたんだ。また、平成28年度開駅を目指し
て、(仮称)道の駅津かわげの整備が進んでいるんだ。これまでの河
芸地域の主なまちづくりをまとめてみたよ。

河芸地域の主なまちづくりの実績
スポーツ施設の整備（町民の森公園内）
① マレットゴルフ場整備、第1グラウンド改修、テニスコート整備、
体育館耐震補強および床改修、駐車場整備、照明灯整備

インフラ整備
② 下水道整備の推進
整備率…平成18年度：34％→平成25年度：43％
③ 西千里千里ヶ丘線道路改良

①マレットゴルフ場整備

④ 上野東千里線(瓶冠橋)道路改良
⑤ 河芸漁港機能保全対策
⑥ 本城山青少年公園整備
⑦ (仮称)道の駅津かわげ整備(用地取得･実施設計)

教育環境の充実
⑧～⑩ 屋内運動場改修(⑧上野小学校、⑨黒田小学校、⑩朝陽中
学校)
⑩～⑪ 校舎改修(⑩朝陽中学校、⑪千里ヶ丘小学校)

⑥本城山青少年公園整備

⑫・⑧ 小学校耐震補強(⑫豊津小学校、⑧上野小学校)
⑬ 黒田幼稚園耐震補強
⑭ 千里ヶ丘幼稚園空調設備設置
⑮ 千里ヶ丘放課後児童クラブ新築

文化施設の整備
⑯ 河芸公民館改修
⑰ 河芸庁舎改修(議場を郷土芸能練習場へ)

消防・防災の強化
⑱ 北消防署河芸分署移転整備
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⑦（仮称）道の駅津かわげ整備（イメージ図）

問い合わせ

⑱北消防署河芸分署移転整備

河芸総合支所地域振興課

⑮千里ヶ丘放課後児童クラブ新築

244−1700

245−0004

④上野東千里線(瓶冠橋)道路改良

鈴鹿市

亀山市

ＪＲ紀勢本線

道
車
動
自
勢
伊

⑬黒田幼稚園耐震補強

⑤河芸漁港機能保全対策

カームちゃん

地域の声

河芸地区地域審議会

会長 上田美保子さん

「江」で有名な本城山青少年公園で遊ぶ近所の親子連れが「毎日元気で楽しく生
活しています。」と話されていました。河芸はコンパクトな地域ですが、海・山・
川の自然に恵まれ、通勤・通学にも便利な地域です。また、身近な場所に保育・
教育・スポーツ・文化などの公共施設が整い、そこでの活動を通じて人と人との
つながりが深まり、子どもも高齢者も皆が住みやすいまちです。この「住みやす
さ」は、今後の公共下水道と中勢バイパス北進の整備や不測の災害に向けた海岸
堤防再整備でさらに充実すると思います。
「一度、河芸を訪れてみませんか。
」町民の森公園内の公民館では教育・文化活動
が活発に行われ、スポーツ施設は年間10万人余りの人に愛用され、さらに、平成
28年には中勢バイパスと国道306号沿いに「(仮称)道の駅津かわげ」が誕生しま
す。これからも津市の「北の玄関口」にふさわしい地域づくりを願っています。

広報津４月１日号の合併後の津市のまちづくり④では芸濃地域編をお届けします。
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市からのお知らせ
お知らせ
犬や猫を飼っている皆さんへ
環境保全課
229−3282

229−3354

記号の見方

電話番号

休日納付相談・
納付窓口

内容・ところなど
●市税…収税課(市本庁舎２階、
229-3136)、特別滞納 整
理推進室(市本庁舎２階、
229-3216)
後期高齢者医
●国民健康保険料、
療保険料…保険医療助成課(市
本庁舎１階、 229-3161)
●介護保険料…介護保険課(市
本庁舎１階、 229-3149)
●保育料…子育て推進課(市本
庁舎１階、 229-3167)
10 広報 津 2015.3.1

Ｅメール

○料金の記載のないものは無料
○受付時間 原則として土・日曜日、祝・休日を除く8時30分〜17時15分

ないよう室内飼いに努める(ト
イレや爪研ぎなどの備えがあ
れば広い生活空間は必要とし
ません)
●飼い主のいない猫を増やさな
いよう、
適正な繁殖制限をする

イベント
飼い主のモラル低下による苦
情やトラブルが増えています。
正しい飼い方でマナーを守り、
飼い主が分かるように鑑札や名
札をつけてください。ペットを
捨てることは犯罪になるので絶
対にせず、最後まで責任を持っ
て飼いましょう。
犬を飼うときは
●散歩中のふんは必ず持ち帰る
●犬の放し飼いは絶対にしない
●無駄ぼえなどをしないように、
しつけや散歩を行う
●犬小屋の周囲は清潔にする
猫を飼うときは
●鳴き声やふん害で迷惑を掛け

ファクス

谷川ことすが書道コンクール
作品展示
教委生涯学習課
229−3257
229−3251

小津安二郎記念碑完成記念イベント
映画上映と記念講演・座談会
文化振興課
229−3250

日本を代表する映画監督小津
安二郎は、祖母と母が津市の出
身であることから、その風土や
情景が映画「彼岸花」の着想に
つながりました。津観音寺への
記念碑完成を記念し、映画上映
と主演女優山本富士子さんの記
念講演、小津映画をめぐる座談
会を開催します。
と き ３月24日(火)
ところ 津リージョンプラザお城
ホール
内容・時間・定員
内

昨年の作品展示

と

き ３月13日(金)〜15日(日)
９時〜17時 ※15日は15時
まで、15日13時30分から表
彰式を開催
ところ 津リージョンプラザ３
階生活文化情報センター(展示
室)・ギャラリー

229−3247

容

時

間

第１部
13：00〜
「彼岸花」
15：00
上映
第２部
記念講演・
座談会
第３部
「彼岸花」
上映

定

員

先着300人

100人
16：00〜
18：10
（要整理券）
18：30〜
20：30

先着200人

※第２部記念講演・座談会の整理券は、
３月８日㈰８時30分から津リージョ
ンプラザ事務室で配布

３・４月に住所を異動する皆さんへ

市本庁舎市民課窓口の混雑緩和にご協力を
３月から４月にかけて市本庁舎の市民課は大変混雑します。住所
の異動届は、市民課のほか各総合支所や出張所でも受け付けていま
すので、ご利用ください。また、アストプラザオフィスと久居駅前
出張所は、平日の夜間や土・日曜日なども利用できます。
住所の異動届の窓口
窓

口

開庁時間

市民課、各総合支所市民福祉課
（市民課）
、
各出張所（一身田・神戸・高茶屋・榊原・栗葉・
月〜金曜日８：30〜17：15
千里ヶ丘・波瀬・家城・大三・倭・八ツ山・竹原・
太郎生・伊勢地・八幡・多気・下之川)
各出張所
（高野尾・大里・白塚・栗真・安東・櫛
月〜金曜日９：00〜16：00
形・片田・藤水・雲出）
アストプラザオフィス(アスト津４階)

月〜金曜日８：30〜20：00
土・日曜日、祝・休日８：30〜17：00

久居駅前出張所(ポルタひさい１階)

月〜金曜日８：30〜21：00
土・日曜日、祝・休日８：30〜18：00

問い合わせ

市民課

229−3144

221−1173

市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室 〒514−8611（住所不要）
229−3366
info@city.tsu.lg.jp
229−3105

第25回久居公民館まつり
久居公民館
・ 256−3931

久居公民館講座生の成果を発
表します。
◆久居公民館会場
と き ３月７日(土)13時30分
〜16時、８日(日)９時30分〜
15時30分
内 容 講座生の作品展示・即売
…こども作法教室の生け花、
こ
どもの手作り雑貨、
手作りお菓
子・パン、人形、折り紙、着付
け、陶芸、水墨画、日本画、
創作和紙絵、木彫工芸、ステ
ンドグラス、書道、伊勢型紙、
洋裁、編み物、俳句、木目込
み人形、短歌、押し花、樹木・
鳥の写真 ※公民館玄関前で、
地場野菜の即売、盆栽の展示
即売も開催
◆久居総合福祉会館会場
と き ３月15日(日)９時30分
〜12時30分
内 容 ステージ発表…洋楽、
邦楽、詩吟、体操、踊りなど

榊原公民館作品展
榊原公民館
・ 252−1454

と き ３月15日(日)９時〜15時
ところ 榊原農民研修所２階
内 容 榊原公民館講座生による
作品展示

第14回一志地域公民館
合同作品展
一志高岡公民館
293−3087
293−5611

と き ３月14日(土)９時〜16
時、15日(日)９時〜15時
ところ 一志高岡公民館
内 容 一志地域の４つの公民館
文化活動参加者による合同作
品展示

鉄道おもちゃ大運転会
競艇事業課
224−5106

224−9944

津市モーターボート競走場に
巨大な鉄道おもちゃレールの街
が出現。自分のおもちゃを持っ

てきて走らせることもできます。
と き ３月21日(土・祝)・22日
(日)９時50分〜16時
ところ 津市モーターボート競
走場２階展示スペース
入場料 100円(20歳未満は無料)

募
か ぐ ら

集

どう む

「神楽洞夢」開館１周年記念イベント
中央公民館共催事業
スペースワンダーランドと星空解説
中央公民館
228−2618

229−5150

と

鉄道おもちゃレールの街

保育士による
ペン立て制作教室
競艇事業課
224−5106

224−9944

新学期に向けて、ペン立て作
りに参加しませんか。
と き ３月22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場で
きません。
対 象 小学生以下
定 員 先着20人
入場料 100円(20歳未満は無料)

き ４月１日(水)午前の部
11時〜12時、午後の部14時
〜15時
ところ 岡三デジタルドームシ
アター「神楽洞夢」(中央)
内 容 全天周番組「スペース
ワンダーランド」と星空解説
定 員 抽選各35組(70人)
申し込み 直接窓口または、
はが
きで住所、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 ※はがき１枚につき１
組２人有効
締め切り ３月13日(金)必着

火

軽自動車・バイクなどの廃車
軽自動車やバイクは、４月１日現在で車両を所有している人に、１
年分の税金がかかります。３月中に廃車手続きが行われないと、引き
続き課税されますので、ご注意ください。なお、軽自動車税の税率
は地方税法の改正で変更になる場合があります。詳しくは、市民税
課( 229-3129、 229-3331)へお問い合わせください。
車両の種類

手続き場所・問い合わせ

原動機付自転車（125㏄以下）、
小型特殊自動車

市民税課（ 229−3129）または各総合支所
市民福祉課（久居総合支所は市民税課久
居分室）へ

二輪車
（125㏄を超え250㏄以下）

三重県軽自動車協会
（雲出長常町、 050−5540−2055）

二輪車
（250㏄を超える）

三重運輸支局
（雲出長常町、 050−5540−2055）

三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会三重事務所
（雲出長常町、 050−3816−1779）
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津ユネスコ協会の活動

問い合わせ 教委生涯学習課
229−3248
229−3257

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は、世界の平和と人類の福祉を願って設立されました。津ユ
ネスコ協会は「異文化の理解」と「国際協力」を２つの柱として、さまざまな活動をしています。
子どもユネスコ
の集い
小・中学生と
外国人留学生が
一日楽しく交流
します。
親子国際交流の集い
外国人を講師に招き、親子で料理を作って異国
文化に触れます。
ひろがれユネスコのわ
外国につな
がる児童が日
本の文化を体
験し、交流を
深めます。
世界寺子屋運動・医療協力活動
書きそんじはがきや使用済み切手を収集し、そ
の資金をさまざまな国の識字活動やアジアの医療
に役立てています。

市民活動紹介

ユネスコセミナー
各地のユネスコ協会と交流を図り、その場所に
ある世界遺産などの視察研修を行います。
ユネスコ活動パネル展
津まつりの会
場でパネル展示
を行い、世界寺
子屋運動をＰＲ
しています。

津ユネスコ協会会員
津ユネスコ協会の会員を随時募集していま
す。外国人や子どもたちと触れ合うイベントを
通じて、国際感覚を深めるボランティア活動を
してみませんか。
費 用 1,000円(年会費)
申し込み 教委生涯学習課へ

問い合わせ

対話連携推進室
229−3366
229−3110

豊が丘地区生活支え愛友の会
〜地域の力で福祉バスを運行〜

豊が丘地区の皆さんの買い物や通院などをサ
ポートするため、毎月第２・第４週の平日に福祉バ
スを運行しているのが、豊が丘地区生活支え愛友
の会(ライフネット豊が丘)です。路線バスは通って
いるものの、津駅方面へは遠回りになるため、車
に乗れない人がより近い経路で出掛けられるよ
う、この事業を始めました。
女性が活躍しているのも、このバスの特徴で
す。添乗員としてだけでなく運転手にも女性を起
用し、親しみやすいバスの運行に一役買っていま
す。代表の生川介彦さんは、
「地域の力だけで運
営するのは大変だが、関係機関の理解と支援を得
ながら長く続けていきたい」と語ります。バスは走
り始めたばかりですが、地域の皆さんに末永く親
しまれるバスになることでしょう。
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運行しているバスと女性ドライバー

●主な活動内容
●福祉バスの運行
●家事の援助
●買い物の付き添い
●問い合わせ
ライフネット豊が丘

264−7330

一人親家庭の母・父の就業や就学を支援
問い合わせ

こども支援課

229−3155

229−3334

各総合支所市民福祉課（福祉課）

一人親家庭の母や父の就業や就学を支援するための各種事業を行っています。いずれの給付金も
事前に相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金事業
医療事務やヘ
ルパーなどの仕
事に必要な技能
や資格を取得す
るため、指定さ
れた教育訓練講
座を受講し、
修了
した場合に給付金を支給します。なお、受講前に申
請し、対象講座の指定を受ける必要があります。

対 象 市内に在住で、次の全ての要件を満たす
一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●受講開始日に雇用保険法による教育訓練給付の
受給資格を有していない人
●当該教育訓練が適職に就くために必要であると
認められる人
支給額 かかった費用の20％(4,000円を超えて
10万円まで)

高等職業訓練促進給付金等事業
看護師(准看護
師)や介護福祉
士、保育士、理学
療法士、作業療法
士などの資格取得
のため、２年以上
養成機関で修業す
る場合に、高等職
業訓練促進給付金
と入学支援修了一
時金を支給します。
対 象 市内に在住で、次の全ての要件を満たす
一人親家庭の母または父
●児童扶養手当の受給者または同様の所得水準の人
●養成機関で２年以上のカリキュラムを修業し、
対象資格の取得が見込まれる人
●仕事または育児と修業の両立が困難であると認

められる人
●過去に同給付金を受けたことがない人
●同趣旨の給付金(求職者支援制度における職業
訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定め
る訓練延長給付金など)の受給資格がない人
高等職業訓練促進給付金
支給額(月額)
平成24年４月〜
平成24年３月末
平成25年４月以
平成25年３月末
降に入学した人
までに入学した人
に入学した人
市民税
非課税世帯

14万1,000円

10万円
(最長３年間)

10万円
(最長２年間)

市民税
課税世帯

７万 500円

７万 500円
(最長３年間)

７万 500円
(最長２年間)

入学支援修了一時金(養成機関の修業課程修了後)
支給額 市民税非課税世帯は５万円、市民税課税
世帯は２万5,000円

一人親家庭に小学校入学祝品を支給
対 象 市内に在住の一人親家庭等で、平成27
年４月に小学校へ入学する子どもと生計を共
にする養育者
支給内容 図書カード5,000円分(後日郵送)
申し込み こども支援課または各総合支所市民
福祉課(福祉課)へ
問い合わせ

こども支援課

229−3155

申請に必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●津市福祉医療費受給資格証(一人親家庭等)ま
たは児童扶養手当証書(児童扶養手当全額支
給停止の人は支給停止通知)または戸籍謄本
申請期間 ４月１日(水)〜30日(木)
229−3334

各総合支所市民福祉課（福祉課）
広報 津 2015.3.1 13

▲

早く春になあれ
1/10
久居総合福祉会館で、
四季の彩り祭り「新春
祭」が開催されました。
会場では、折り紙やア
ートフラワー、押し花、
生け花などの創作体験や作品展示、邦楽等の発表会が行われ、新春を彩る
にぎやかな１日となりました。

明合幼稚園で、園児と地区の老人クラブ「寿会」
の皆さんが一緒に折り紙やかるた、こま、すごろく
などの遊びを楽しみました。園児たちは、折り紙や
こまの回し方を教えてもらった後、そのお礼に歌や
ダンスを披露しました。

笑って年初め

1/18

▲

1/15

▲

昔ながらの遊びを一緒に

一志高岡公民館で、一志地区社協新春初笑いが開
催されました。舞台で大衆演劇の芝居や歌が披露さ
れると、会場に集まった大勢の人たちからは笑いや
拍手が巻き起こり、年の初めの楽しいひとときとなり
ました。

▲

リデュース・リユース・
1/25
リサイクル
津市モーターボート競走場で、第９回つ・環
境フェアが開催されました。環境活動の発表や
ゴミ収集車へのお絵描き・乗車体験などが行わ
れ、来場者は楽しみながら環境について考えて
いました。

14 広報 津 2015.3.1

1/16

美杉総合文化センターで、健康づくり推進員によ
る料理教室が開催されました。参加した皆さんは、
レンコンを使った６品の料理を作り、旬の味を楽し
みました。

市指定無形民俗文化財

新年を迎え、各地で豊作や地域の安全を願う伝統
行事が行われました。

高座原山の神

1/1・2

▲

馬場区獅子舞

1/4

▲

1/1〜3、12

1/18

久居総合福祉会館で、ひさい音楽祭が開催され、
出演団体が日頃の成果を発表しました。プログラム
の最後には、会場全体が１つになって、東日本大震
災復興ソング「花は咲く」などを大合唱しました。

▲

椋本獅子舞

みんなで歌おう！！

▲

▲

旬の野菜で季節の料理
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特別編
2015年を迎え、これまでに各地で行われた行事を特別編としてご紹介！！
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1/11

▲

平成27年津市成人式

「津なぐ。これまでの道、これからの道」を
テーマに新成人3,028人の門出を祝いました。

1/11

▲

平成27年津市消防出初式

新春恒例の行事、地域の安心・安全を担う消防職団員の士
気高揚、決意を新たにすることを目的に開催されました。

▲

一般国道23号中勢バイパス津工区
開通記念イベント 1/31

中勢バイパス津工区開通(平成27年２月８日)を記念して、開
通記念イベントが開催されました。
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みんなの情報掲示板

記号の見方

みんなの
お知らせ
あ

みえ出逢いサポートセンター
みえの出逢い支援事業の拠点
となるセンターが開設されまし
た。出逢いの場の情報提供や婚
活者のスキルアップ講座などを
行います。
月〜金曜日10時〜18時30分
(年末年始を除く)
ララスク
エア四日市４階
同センター( 059−355−1322)

イベント
は

せ

初瀬街道周辺ウォーキング
(事前申し込み不要)
３月15日(日)９時30分〜13時
ごろ(９時から受け付け、小雨決
行)
猪の倉温泉バーベキュー
ハウス前→成願寺→倭白山比咩
神社→初瀬街道→称名寺→ＪＡ
三重中央大三支店駐車場の約7.7
㎞ ※ゴール後スタート地点ま
でバスで移動、田舎汁の振る舞
いあり
100円(保険料など)
しら やま

ひ

め

参加者募集 !!

津市民スポーツ教室
ふれあいスポーツ教室
■津市民スポーツ教室
種 目

場所

内容

白山町レクリエーション・スポー
ツ大会実行委員会(白山総合支所
地域振興課内、 262−7011)

情報掲示板
で

日時

津城復元 資金造成和太鼓ライブ
一打伝心〜安濃津奏鼓〜
３月８日(日)13時〜(12時30
分開場)
津リージョンプラザ
お城ホール
前売り1,000円、
当日1,500円
同担当( 090−8869−7528)

募

集

春の森林セラピーウオーク
とき・
費用
ところ
（集合場所） （昼食、保険料）
淡墨桜と高 ３月29日㈰
束山セラピ ９時〜14時ごろ
ーウオーク レークサイド君ヶ野

1,500円

火の谷温泉
セラピーウ
オークと不
動寺の桜

2,000円

４月11日㈯
９時〜15時ごろ
火の谷ビール工場
（美杉町八知）

対象

海外大学進学・留学セミナー
海外留学情報・基礎知識、多
彩なプログラムなどの説明会を
開催します。
３月15日(日)９時30分〜12時
県生涯学習センター４階小研
修室(県総合文化センター内)
留学に興味のある人
青少年異文化交流推進協会三重
相談デスク( 0120−52−9686)へ

新入学留学生への生活支援物資
新学期を迎え、新しい留学生
が来日します。不慣れな日本で
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
窓口または郵送、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)

３月９日(月)〜20日(金)に津
市森林セラピー基地運営協議会
事務局(美杉総合支所地域振興課
内、 272−8082)へ

ところ

定 員

ゴルフ

各会場
津カントリー倶楽部（片田長谷町）
青山高原カントリークラブ（稲葉町） 先着20人

ラグビー
フットボール

４月25日・５月30日・６月27日・10月31日・11月21
日・来年２月13日いずれも土曜日、９月20日・来
年１月31日・３月27日いずれも日曜日14時〜16時

海浜公園内陸上競技場

■ふれあいスポーツ教室

ジュニア水泳
教室

４月８日〜６月17日の毎週水曜日
18時〜19時

シェイプアッ
プアクア
健康ボウリン
グ教室

ところ

50人

定 員

対 象

申込期間

市内に在住・在学
の小・中学生

４月１日㈬
〜20日㈪

市内に在住・在学
の幼児、
小・中学生

随時

対 象

申込期間

津市民プール

抽選各40人 市内に在住・在学
（初めての人優先） で初心者の小学生

４月11日〜６月20日の毎週土曜日
９時15分〜10時15分

津市民プール

抽選30人 市内に在住・在勤・ ３月20日㈮
まで
（初めての人優先） 在学の人

４月13日〜６月22日の毎週月曜日
10時〜11時30分

①津グランドボウル（垂水）、②久居ボ
ウリングセンター（久居井戸山町）
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先着

自衛官・予備自衛官補
防衛省では、平成28年春採用
の自衛官(幹部候補生)と平成27
年夏採用の予備自衛官補(一般・技
能)を募集します。応募方法など詳
しくは自衛隊三重地方協力本部の
ホームページをご覧ください。
同本部津募集案内所( 224−
4324)

と き

と き
４月８日〜６月17日の毎週水曜日
17時〜18時

抽選

の生活を支援する
ため、せっけん、
洗剤、タオルなど
新品の日用品を提
供してください。
３月５日(木)〜19日(木)
市本庁舎３階市民交流課
津市国際交流協会(市民交流課
内、 229−3102)

４月５日〜来年３月27日の
毎週日曜日14時〜16時

種 目
初めての
ジュニア水泳

定員

費 用

３月20日㈮
まで

①先着20人 市内に在住・在勤・ ３月９日㈪〜
②先着16人 在学の人
４月10日㈮

5,000円

費用

申し込み

問い合わせ

学習・実習・体験を通じて、
高齢者の健康･生きがいと仲間づ
くりを応援します。
５月〜10月の火曜日９時30分
〜16時(月３回、全16回32講座)
県総合文化センター(一身田上
津部田)他
飛び出せ 地域社
会へ、心とからだの健康づくり、
食と健康〜楽しい料理実習〜、
美杉森林セラピー〜散策と歴史
〜、訪ねてみたい世界遺産、み
えの防災対策、高齢者の交通安
全体験学習、熊野古道散策と歴
史、高齢者の心理、生活を支え
る介護など
市内に在住のお
おむね55〜75歳の人で、社会活
動への参加に意欲がある人
45人
5,000円(全学習費用)
４月20日(月)までにみえ長寿
推進協力員津連絡会事務局(
224−7655)へ
料理教室
３月28日(土)10時45分〜13
時
松阪農業公園ベルファー
ム まなびの工房
三重の安心
安全な食材を使った料理の作り
方･盛り付け方、食材の保存方法
おわび

Ｅメール

など
小学生以上の子どもと
保護者
16組
３月９日(月)まで
ベジノワmie( 273−6110)
※申し込み方法や費用など、詳
しくはベジノワmieホームペー
ジをご覧ください。
太極拳初級講習会(見学可能)
半年コース…４月〜９月の毎
週木曜日19時〜21時 １年コー
ス…４月〜来年３月の第２・４土
曜日10時〜12時
津市体育館
１万円(入会金1,000円を含む)
３月31日(火)までに電話また
はファクス、
Ｅメールで日中友好
協会三重県連合会( 246−8580、
226−7086、 tsu−taikyoku@
mie-eiga.co.jp)へ
▲

第５期ふれあいカレッジ

ファクス

▲

みえ夢学園高校の科目履修生
４月から１年間の科目履修生
を募集します。科目は、陶芸実
習、木材工芸、中国語、手話コ
ミュニケーションです。
通学が容易で勉学意欲旺盛な
20歳以上の初心者
各若干人
１科目年額3,408円(教材費が
別途必要)
３月16日(月)〜19日(木)10時
〜15時に同校( 226−6317)へ

電話番号

三重武道館の武道教室(4月〜9月)
三重武道館(栗真中山町)
種 目

受講料

柔道、剣道、
なぎなた、弓道

1万2,000円

空手道、居合道

9,600円

太極拳

8,000円

小学１年生以上(弓道のみ中学
１年生以上)
受講料の他に、
任意で１年分の傷害保険料とし
て中学生以下800円、高校生以
上1,850円が必要
３月27日(金)までに同館(
231−0969)へ
高齢期を迎えるための整理
収納セミナー
４月１日・８日・15日・22日
いずれも水曜日14時〜16時(全
４回)
県生涯学習センター２
階小研修室(県総合文化センター
内)
中村恭子さん(整理収納
アドバイザー認定講師)によるセ
ミナー
50歳以上の人
20人
各回800円
３月７日(土)から電話または
ファクスで同セミナー担当( ・

ホームページ

059−321−2970)へ

健

康

市民公開講座
３月21日(土・祝)13時30分〜16
時
アスト津４階アストホール
聞こえの問題・アレルギーに負
けない食育・家庭での感染対策
の各専門職による講演、庵原俊
昭さん(三重病院院長)による講
演「こどもの感染症」他
未
就学児と保護者
250人
三重病院( 232−2531)
転倒予防教室
３月26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「介護予防について」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
津市社会福祉協議会津支部(
213−7111)

無料相談コーナー
司法書士による法律相談
３月25日(水)13時30分〜16
時30分
津リージョンプラザ
２階健康教室
相続、多重債
務、金銭問題など
８人
３月17日(火)８時30分から対
話連携推進室( 229−3105)へ
カウンセラーによる相談
(面談・電話相談)
専用電話 229−3120
とき
（毎月）

内 容

第１〜４火曜日
13時〜18時

面談・電話相談
（予約優先）

第３金曜日
18時〜20時

電話相談
（予約優先）

※祝・休日、年末年始を除く

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)

広報津２月１日号４ページの「第19回 市長対談」の中で、トンネルの名前に誤りがありました。
正しくは「矢頭トンネル」です。おわびして訂正させていただきます。
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津市長 前葉 泰幸

津市はこれまで「待機児童ゼロ」を維持してきま
した。転居や保護者の就職などにより年度途中で発
生することはあっても４月１日には保育所に入所い
ただき、出産後の職場復帰が円滑に進むようサポー
トしています。
女性の社会進出や核家族化が進むにつれ共働き世
帯が増加し、保育所に入所したくても入れない待機
児童の問題は年々深刻化しています。各地で待機児
童の解消を目指すさまざまな取り組みが急務となっ
ているなか、津市の現状は恵まれているようにお感
じになる方も多いことでしょう。
では、津市の保育所の数は十分に足りているのか
というと、決してそういうわけではありません。津
市立と私立を合わせて保育所の入所率は103.7%、
5,560人の定員を上回る5,763人の児童が入所して
います。幼稚園の入園率が53.5%ですから、津市に

「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

市 長 活動日記から
■駐日ボリビア多民族国大使館臨時
代理大使来訪…１月９日

日本とボリビアは外交関係樹立か
ら100周年を迎え、市内で開催され
た記念事業にあわせ、駐日ボリビア
多民族国大使館のLuis Eduardo
Rios(ルイス・エドゥアルド・リオ
ス)臨時代理大使がおみえになりま
した。
津市には338人のボリビア人が暮
らしており、この数はブラジル、中国、
フィリピン、韓国に次いで５番目に
多く、とても身近な国です。日本ボ
リビア人協会の山田ロサリオ代表理
事のサポートによるところが大き
く、長年のご尽力に敬意を表します。

■平成27年津市成人式(メッセウイ
ング・みえ)…１月11日
平成27年の新成人3,028人をお祝
いする津市成人式が開催され、
1,994人の皆さんが参加しました。
今年の成人式は「津なぐ。これまで
の道。これからの道」をテーマに、新
成人45人による実行委員会が企画・
運営され、素晴らしい式典となりまし
た。私からは「郷土津市とのつなが
り、友人とのつながりを深めながら、
それぞれの夢に向かって進んでほし
い」とエールを送り、実行委員長を務
めた粟田遼さんが「20年間の経験を
感謝とともに未来につなげる」と決意
を述べられました。

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます

■津市地籍調査推進協議会委員委嘱式
…１月27日

地籍調査が行われた地域では、土
地の境界など地租改正当時(明治初
期)の正確さに欠ける登記情報が明
確に改められ、市民の皆さんの土地
財産の保護や土地利用の促進が図ら
れます。津市の実施率は2.67％と出
遅れているため、
「津市地籍調査推
進協議会」を設置しました。土地の
権利関係の紛争が災害時の復旧対策
や再開発に影響を及ぼすことのない
よう、沿岸部の津波浸水想定区域を
「重点整備区域」として、自治会の
皆さんの協力を得ながら10年間で
達成率100％を目指します。
津市長活動日記
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もり

●編集・発行津市政策財務部広報課 〒514−8611 西丸之内23−1
229−3111
229−3339
●印刷 寿印刷工業株式会社

待機児童ゼロ都市・津市

●毎月1日・16日発行

市 長 コラム

おいても例外なく保育所のニーズが高まっているこ
とがわかります。
津市では例年10月１日現在の待機児童数を調査
し、その状況をもとに将来的な入所希望者数の増加
を見据えて保育所との連携を図ってまいりました。
ここ３年間で保育所の定員は新設(こどもの杜ゆ
たか園・大川乳幼児保育園)や増改築(藤水保育園・
高田保育園・津愛児園・三重保育院乳児保育所)な
どにより222人増えております。
保育の充実は「未来への投資」という観点から、
少子化の時代にありながらも私立保育所が定員増に
向けて思い切った経営判断をされ、それを施設整備
補助金によって行政が支援することにより、年々増
加する保育所入所希望者を受け入れる体制が整えら
れてきているのです。
就学前教育・保育の一層の充実を図るため、子ど
も・子育て支援法が来月施行されます。不足が見込
まれる０〜２歳の保育所定員の拡充、保護者の働き
方に応じた柔軟な預かり保育の実施、保育士の確保
と処遇改善など、津市でもさまざまな課題に向き
合っていかなければなりません。
私立と公立の連携をさらに深めつつ、働きながら
安心して子育てができる「待機児童ゼロ都市」の継
続を図ってまいります。

折り込み紙
平成27年３月１日発行
平成27年第１号
水道局
237−1210
237−5811
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水道の使用開始・中止の届け出は津市水道サービスセンターへ
水道局では経営の効率化を図るため、一部の窓
口業務を民間業者に委託した津市水道サービスセ
ンターを開設しています。
引っ越しなどで水道の使
用開始や中止をする場合は、
電話またはファクス、津市
ホームページからの電子申
請で市水道サービスセンタ
ーへ届け出てください。

手続きに必要なもの

届け出が必要です。入居時に水道が使用
できても、新しく使用する人を届け出てく
ださい。前の使用者に替わって引き続き水
道を使用する場合も届け出が必要です。

●水栓番号 ●使用者氏名
●住所(水道の使用場所)
●料金の精算方法(中止のとき)
●転居先の住所(中止のとき)
※水栓番号は「ご使用水量のお知らせ」な
どに記載されています。

水道の使用を中止するとき
使用開始と同様に届け出が必要です。届
け出がないと、引き続き水道料金が請求さ
れます。

受付時間

水道の使用を開始するとき

月〜金曜日

８:30~17:15

（土・日曜日、祝・休日を除く）

引っ越しの２〜３日前までに届け出を！

水道料金・下水道使用料の支払いには便利な口座振替を
申し込み
取扱金融機関または郵
便局へ
手続きに必要なもの
●預金通帳
●印鑑(金融機関届出印)
●納入通知書やご使用水
量のお知らせなど水栓
番号が分かるもの
問い合わせ

み ほ ん

納入通知書（赤枠が水栓番号の記載欄）

津市水道サービスセンター
（水道局庁舎１階）
業務運営会社 株式会社ジェネッツ中部支店

水道局だより

237−5821

239−0512

折り込み紙

水道メーターの検針が効率よくできるように、
ご協力をお願いします。
●水道のメーターボックスの上やその付近に、物
を置かない
●飼い犬は、水道メーターボックスから離れた場
所につなぐ
●建物の増改築などで、水道メーターボックスが
床下や屋内になる場合は、検針のしやすい場所
へ移動する
問い合わせ
水質検査について
浄水課水質管理担当
Ｔ237−5850
水道管の漏水調査などについて
工務課調査・維持担当
Ｔ237−5814
水道メーターの交換について
営業課給水・計量担当
Ｔ237−5807
商品の購入に関するトラブルについて
津市消費生活センター
Ｔ229−3313

４月１日から

悪質な業者にご注意を！
水道局職員や委託業者を装い、浄水器の購
入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えて
います。また、水道メーターの交換を装って料
金を請求するなど、より悪質なケースも発生し
ています。
トラブルに巻き込まれないよう十分
注意し、不審な点があればお問い合わせくだ
さい。
●皆さんからの依頼がない限り、突然訪問して
水質検査をすることはありません。
●浄水器の販売やあっせんは行っていません。
●水道管の洗浄の委託はしていません。道路
などの漏水調査を委託する場合は、事前に
該当地区の皆さんにお知らせし、料金を請
求することはありません。
●水道メーターの交換は無料です。水道メー
ターは耐用年数に到達するまでに、水道局が
委託した業者が地区ごとに交換します。対象
者には、前もって検針時にお知らせします。

上下水道事業の業務推進体制を変更

４月１日から、水道事業と下水道事業の推進体
制が次のとおり変更になります。なお、両事業の
業務は、これまでどおり現在の水道局庁舎で行い
ます。

◆新たに設置します
上下水道事業管理室
上下水道事業などに係る長期的な経営戦略と総
合的な企画に関する事務、水道局・下水道局の人
事管理に関する事務などを行います。

◆変わります

下水道部
下水道局
上下水道事業管理者の下に、水道局と下水道局
を設置し、上下水道事業等を着実に実施します。
下水道局では、新たに津市営浄化槽事業の業務を
行います。
※使用料は、水道料金と併せて徴収を行います。
※農業集落排水処理施設使用料も水道料金と併せ
て徴収を行います。

水道事業管理者

安芸水道事業所・一志水道事業所

上下水道事業管理者

安芸事業所・一志事業所

現在水道事業を管理している水道事業管理者を
改め、水道事業と下水道事業を管理する上下水道
事業管理者を設置します。

現在行っている水道事業の施設に関する事務等
の業務に加え、新たに下水道事業の施設に関する
事務等の業務を行います。

水道局だより

