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　津観音縁日祭　津観音縁日祭　津観音縁日祭

平成２７年

５月16日土

平成２７年

５月16日
朝から夜まで

大盛況！朝から夜まで

大盛況！朝から夜まで

大盛況！

津観音境内・観音公園津観音境内・観音公園

大門大通り商店街
アーケード

大門大通り商店街
アーケード
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平成15年平成14年平成13年平成８年平成７年昭和61年昭和28年昭和13年
津の港の
復興計画

　津の港はかつて、「安濃津」と呼ばれ、「日本三津（日本の三大
港）」のひとつとして重要な港でした。しかし、1498年の明応の
大地震によって港の機能が失われたと伝えられています。
　津市では、平成17(2005)年２月17日の中部国際空港の開港に
合わせ、高速船による海上アクセス拠点「津なぎさまち」を整備
しました。

平成７年12月～平成８年１月

　地元の自治会を中心に、
海上アクセスと港湾計画
の実現に向けた署名活動
が行われ、８万9,219人
の署名が集まりました。

　中部国際空港の開港に合わせ、空港

に向けた第１便が津なぎさまちを出発

しました。

　平成17年２月に津なぎさまちと中部国際空港を結ぶ高速船の海上アクセス拠点として開港した
津なぎさまちは、平成27年２月に開港10周年を迎えました。津の港のこれまでのあゆみをご紹介
します。

世界の空へ！海は近道

10周年を迎えた津なぎさまち

２月５日　竣功式 ２月６日　開港祭

市民の皆さんの署名活動

整備内容
三重県…防波堤、臨港道
　路などの整備
津　市…旅客船ターミナ
　ル、駐車場などの整備
民間事業者…ベイシスカ
　を整備・運営

平成14～16年度　

総事業費　約31億円

運航事業者の決定

津なぎさまちのあゆみ

当時の新聞記事

津にえざき ・ なぎさまちプラン　

　津なぎさまちの整備事業が

第３次津市総合計画の基幹プ

ロジェクトの一つに位置付け

られました。

津のみなと 500年ぶりの復活
　日中戦争により中止

１

２

３ 度目の正直！

平成17年２月17日

津なぎさまち 開港！

　戦災復興事業・台風13号
(伊勢湾沿岸の堤防の大被害)
の復旧を優先し中止
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臨港道路整備の様子 旅客船ターミナルとベイシスカ建設の様子

第１便の出航の様子

平成27年平成23年平成20年平成19年平成17年平成16年 平成26年

問い合わせ　交通政策課　　229－3180　　229－3336

国土交通省中部地方整備局から

「みなとオアシス」に認定
津なぎさまち開港10周年

記念フォーラム開催

　津なぎさまちはこれまで、高波

被害や他航路の就航、原油高

騰など、さまざまな苦難を乗り越

えてきたんだよ。

高速船利用者数の推移

海上アクセス拠点の名称が、公

募で「津なぎさまち」に決定

高速船利用者数100万人突破 高速船利用者数200万人突破 高速船利用者数300万人突破

津なぎさまちの整備スタート

開港10周年

67,056

433,188
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324,279
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無料駐車場（赤枠部分）

ベイシスカ

旅客船ターミナル

高速船「カトレア」

どんな施設があるの？

　自動車や鉄道で約１時間30分かかる中部国際空
港へ、45分で行ける高速船が運航しています。

　伊勢自動車道津ICから車で約10分で行くこと
ができ、市内外からのアクセスがとても便利です。
また、高速船の運航時刻に合わせて、津駅と津な
ぎさまち間の路線バスが運行しています。(一部時
間帯を除く)

セントレアまで高速船で 45分！セントレアまで高速船で 45分！

運航本数は１日 13往復 26便！運航本数は１日 13往復 26便！

アクセスがとっても便利！アクセスがとっても便利！

旅客船ターミナル

ベイシスカ

無料駐車場

津なぎさまちってどんなところ？

　高速船は毎時０分発(昼間の時間帯を除く)で６
時から22時まで運航しています。
乗船料　大人2,470円、小人1,240円
※障がい者割引、団体割引、学生割引などもあり
　ます。

　開放感のある待合ロビーの他、イベントなどが
できる交流広場などがあり、他にもコインロッ
カーや授乳室、多目的トイレなどが設置されてい
ます。

　旅客船ターミナルに隣接するBaySeaSky(ベイ
シスカ)は、英語のBay(港)、Sea(海)、Sky(空)
から名前が付けられています。レストランや喫茶
店、レンタカー会社などが入り、結婚式場として
も利用することができます。

　津なぎさまち内には341台分の無料駐車スペー
スがある他、４つの駐車場を備え、全部で661台
駐車できます。第２駐車場と旅客船ターミナル間
は無料送迎車があり、船の時間に合わせて、５時
30分から０時まで利用できます。

JR・近鉄
伊勢鉄道
津駅

近鉄
津新町駅

中
勢
バ
イ
パ
ス

至久居IC

至芸濃IC

津IC

伊
勢
自
動
車
道

23

42

●

津なぎさまち
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ゆるキャラの見送り

トークセッションの様子

10 周年を迎えた津なぎさまち

津なぎさまちの管理運営費用は
いくらかかっているの？

津市長　津なぎさまちの管理運営には年間で約
5,500万円の費用がかかっています。これを、
年間の高速船利用者数で割ると一人当たり約
200円で、この200円分を津市が負担している
ということになります。

小嶋代表取締役　需要に合わせた航路を設定して
おり、航路を増やすと約4,000万円の経費がか
かるため、これからも利用しやすいように、経
営の範囲内でしっかり

　と現在のこの航路を守
　っていきたいと考えて
　います。

野俣運輸局長　津なぎさまちは三重県内の利用者
が多くなっています。近年は日本への外国人旅
行客も増えてきていることから、他の公共交通
機関等と連携して、外国人旅行客などをいかに
取り込むか努力が必要です。

津市長　津なぎさまち開港10周年記念フォーラ
ムを開催して、もっと魅力のある津なぎさまち
に、魅力のある航路にしていくための、さまざ
まなヒントを得られました。これからも常に頭
を柔らかくし、いろいろなことを考えながら、
この大切な場所、航路を守っていきたいと思い
ます。

津なぎさまち絵画コンクール
作品展示
津なぎさまち絵画コンクール
作品展示

高速船に乗ろう＆１日船長高速船に乗ろう＆１日船長

津なぎさまち開港10周年記念フォーラム津なぎさまち開港10周年記念フォーラム

高速船の利用者をもっと増やすための
提案はありますか？

高速船の昼間の運航時間帯を
１時間に１本にできないの？

これからの津なぎさまちはどのように
発展していきたいと思っていますか？

津なぎさまちをテーマ

にしたみんなの力作

がズラリ！

優秀者の授賞式も

行われました！

高速船に乗船する

みんなでハイ、ポー

ズ！

１日船長に任命

されました！

津なぎさまち開港10周年記念イベント

　津なぎさまちに関してさまざまな立場から活発な議論が繰り広げら
れました。その中から、国土交通省中部運輸局長の野俣光孝さん・津
エアポートライン(株)代表取締役の小嶋光信さん・津市長の３人で行
われたトークセッション「海上アクセスのこれまでとこれから」の中
で挙がった質問の一部を紹介します。

　津なぎさまち開港10周年を記念して、さまざまなイベントが開催されました。
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津市子ども・子育て支援事業計画

基本理念

計画策定の姿勢

津市子ども・子育て支援事業計画とは

津市子ども・子育て会議の設置 アンケート調査の実施
　学識経験者や子育て支援に関わる人、市民の皆
さんなどに委員として参加していただき、計画内
容の検討や意見交換を行いました。

　市内の小学生以下の子どもがいる家庭を対象に
アンケート調査を行いました。(約6,000世帯)

　アンケート調査から、津市の子育て家庭の状況、教育・保育施設や地域子ども・
子育て支援事業に対する利用希望・利用状況の把握を行いました。ニーズの把握

　利用する人のニーズに見合った施設や支援の充実を図るため、津市内を10の区域に
分け、区域毎に必要な施設や支援の量と、提供する方法、時期について計画しました。

区域の設定
整備の計画

　平成27年度から５年間、担当部署での点検・評価を行うとともに、津市子ども・
子育て会議委員の意見を伺いながら、計画に沿って支援体制の整備や支援への取り
組みを進めます。

計画の推進

　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した。新制度では、
一人一人の子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指し、子育て家庭へのさまざ
まな支援の充実や拡大に取り組みます。

　教育・保育の提供と子育て家庭への支援を充実
するため、今後５年間の具体的な子育て支援施策
や目標値などを策定した計画です。計画の策定に
当たっては、アンケート調査を行うとともに、津

市子ども・子育て会議の委
員に意見を伺い、津市の子
育て家庭の実情に沿うよう
努めました。

計画の基本理念と策定の姿勢

計画の策定と推進

　「子どもの輝きが未来につながるまち・津」
　この計画により、子どもが健やかに育ち、子ど
もの輝きが親たちに喜びと生きがいを与え、地域
に輝かしい未来をもたらすことを目指しています。

　次の３つの視点を重視して、計画を推進するた
めの施策に取り組みます。
①子どもへの視点　子どもの権利を尊重し、子ど

　もにとっての最善の利益の実現を重視します。
②保護者への視点　保護者全てが子育ての喜びや
　生きがいを感じ、伸び伸びと子育てをしながら、
　親としても成長できるような支援を行います。
③社会・地域への視点　子どもと保護者が地域と
　つながりを持って、さまざまな年代・立場の人々
　が子育てに関われる環
　境づくりを進め、津の
　良さを生かした、子育
　てしやすいまちを目指
　します。
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新制度の考え方 津市の事業計画

新制度の考え方

津市の事業計画

問い合わせ
●新制度、事業計画に関すること　子育て推進課子育て推進担当　　229－3390　　229－3451
●保育所、認定こども園、地域型保育、利用者支援、地域子育て支援拠点事業に関すること
　子育て推進課保育担当　　229－3167　　229－3451
●幼稚園、一時預かり（幼稚園型）に関すること　教委学校教育課　　229－3391　　229－3332
●放課後児童健全育成事業に関すること　教委生涯学習課　　225－7172　　228－4756

質の高い教育・保育の充実

●子育て家庭の働き方や家庭の状況に合わせた教
　育・保育が利用できるよう、利用者の希望を把
　握し、必要な教育・保育の量に対する提供方法
　や時期を計画します。
●市町村の認可事業として「小規模保育事業」「家
　庭的保育事業」「事業所内保育事業」などの地域
　型保育事業への給付制度を
　創設し、０～２歳児までの
　低年齢児の保育ニーズに対
　応します。
●幼稚園教諭・保育士等の人
　材確保、職員の処遇改善な
　どを図ります。

幼児期の教育・保育の充実(特に低年齢児保育の
充実)
　教育、保育の必要
量を把握し、施設の
整備や認可を行いま
す。また、地域型保
育事業の認可を行う
など、保育が必要な
子どものうち、特に満３歳未満の子どもに対する
保育の確保を重点的に進めます。

地域子育て支援の拡充

●地域の子育て支援の充実を図ります。
●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13の「地域
　子育て支援事業」を定め、必要な量に対して、
　実施の計画をします。

利用者支援事業
　子育て支援コーディネー
ターを配置し、保護者が津
市の子育て支援事業や制度
の中から適切なものを選択
して利用できるよう、相談
しやすい環境を整えます。

一時預かり事業
　幼稚園での預かり保育や、保育所などで行われ
ている一時預かり事業を拡充し、保護者の用事や

リフレッシュなどの際に、利用しやすい環境を整
えます。

放課後児童健全育成事業
　保護者が労働等により昼間家
庭にいない小学生を対象に、放
課後に小学校の専用施設などで
児童の健全育成を図るため、放
課後児童クラブの設置や運営に
関する支援を行います。

地域子育て支援拠点事業
　地域子育て支援センターなど、地域の保護者や
子どもが交流でき、また子育てについての相談や
情報提供などの援助を受けられる場を提供します。

目標年度
平成29年度

全ての保育を必要とする子どもが
利用できるよう保育施設を確保

目標年度
平成31年度

幼稚園での預かり保育実施場所
を拡大

目標年度
平成31年度

必要な区域への放課後児童クラブ
の設置や既存クラブの施設整備

目標年度
平成27年度

子育て支援センターを津区域で
２カ所開設

目標年度
平成28年度

子育て支援コーディネーター
現行体制(３人)から２人増員し、
５人体制に
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美里地域のマスコットキャラクター

③林道中畑線整備

⑪高宮公民館改修

⑰美里水源の森整備

ラブミーです。
よろしく！

キャラ

　ねえねえ、シロモチくん！10の市町村が合併したことで、
美里地域（旧美里村）では、どんなまちづくりが行われたの？

　そうなんだ。これからのまちづくりも楽しみだね。

　美里地域では、合併後、久居消防署美里分署の新築をはじめ、市
民の皆さんが安心して、快適に暮らせるように、さまざまなまちづ
くりが行われたよ。
　それに美里水源の森整備計画に基づいて、里山の整備が始まって
いるんだ。森づくりに賛同してくれた人たちの手で植林などの活動
が行われているよ。

　これまでの美里地域の主なまちづくりをまとめてみたよ。

① 樫木原新開線道路新設改良 

② 林道経ヶ峰線整備（継続中）

③ 林道中畑線整備（継続中）

④ 美里簡易水道統合

⑤ 家所・日南田地内配水管敷設

⑥ 家所送水ポンプ場滅菌設備更新

⑦ 高宮処理区公共下水道整備

⑧ 準用河川北高座原川改修

⑨ 辰水小学校改修

⑩ 高宮小学校門扉設置

⑪ 高宮公民館改修

⑫ 美里体育館改修

⑬ 久居消防署美里分署新築

⑭ 家所耐震性防火水槽設置

⑮ 美里方面団第１分団車庫新設

⑯ 長野教育集会所耐震補強

⑰ 美里水源の森整備（継続中）

合併後の津市のまちづくり⑤
～美里地域編～

スポーツ・文化施設の整備

自然と親しむ環境づくり

美里地域の主なまちづくりの実績

インフラ整備

教育環境の充実

消防・防災の強化
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地域の声

広報津６月１日号の合併後の津市のまちづくり⑥では安濃地域編をお届けします。

津市自治会連合会
美里支部会長
岡喜理夫さん

問い合わせ　美里総合支所地域振興課　　279－8111　　279－8125

　美里地域では、かんこ踊りなどの伝統行事の保存やイルミネーション、ジャンボ干支
など、地域活性化への取り組みが行われています。最近では、芸術活動などのため、地域
外から移り住む人もあり、自然だけでなく伝統や文化など多様な特性をもつ「美しい
里」としての魅力が増しています。
　合併後、久居消防署美里分署が新築されたのをはじめ、耐震性防火水槽や分団車庫の
設置など、住民の安心と安全のための施設整備が進められてきたのは良かったと思いま
す。また、市が南長野地内で取得した水源かん養林では、地元自治会長らで組織する長
野川流域環境保全協議会が、企業やボランティア団体と協力しながら「美里水源の森」
として、多くの皆さんに里山体験を楽しんでいただけるよう整備に取り組んでいます。
　小学校の統合については、施設一体型の小中一貫教育が始まることになり、期待が高
まっています。
　美しい環境のもと、住みやすさに磨きをかけた元気な地域の創造を期待しています。

④美里簡易水道統合

⑭家所耐震性防火水槽設置

⑬久居消防署美里分署新築①樫木原新開線道路新設改良

⑮美里方面団第１分団車庫新設⑨辰水小学校改修

長谷山

経ヶ峰

伊賀市

穴倉川

グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド

市美里
庁舎

桂畑川

長野川

新長野トンネル

163
28

411

657

512

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪⑫

⑬

⑭

⑮

⑯
⑰
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高齢者の消費者トラブルが急増中高齢者の消費者トラブルが急増中

一人で悩まずお気軽に一人で悩まずお気軽に

出前講座のご利用を出前講座のご利用を

　津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・
在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消
費生活に関する相談に応じます。悪質商法による
被害や商品事故の苦情など、消費生活に関する問
題を解決するための助言や各種情報の提供を行っ
ています。万一、消費者トラブルに遭ったときに
は、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談
しましょう。

津市消費生活センター
　229－3313　　229－3312

津市消費生活センターに相談を！！

５月は消費者月間

過去３年間の相談件数と主な相談内容
年　度 相談件数 主な相談内容

架空請求や不当請求の相談

インターネットサイトの架空
請求・不当請求の相談

自宅へ強引に送りつけられる
健康食品などの相談

　津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環
として出前講座を開催しています。市職員または
消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を
交えながら、悪質商法全般について市民の皆さん
に分かりやすくお話しします。
費　用　無料
申し込み　市民交流課へ

　昨年度、津市消費生活センターに寄せられた相
談の中で、当事者が60歳以上の人からの相談が
大幅に増えました。相談内容は、主に次のような
トラブルです。
架空請求
　「インターネットサイトの利用料金が滞納され
ています。支払われない場合は法的措置をとりま

す」という内容のはがきが届き、電話をすると現
金を振り込むように指示された。
送り付け商法
　申し込んだ覚えがない健康食品が配達され、品
物と代金の振込用紙が入っていた。返品したいが
業者が応じてくれない、または連絡がつかない。
劇場型投資勧誘
　見知らぬ会社から資料が届いた後、別の会社か
ら「その商品は資料が届いた人しか購入できな
い、高く買い取らせてもらうので代わりに購入し
てもらえないか」と言われた。

　上記のような悪質商法のトラブルに遭った人の
多くが高齢者です。トラブルに巻き込まれないた
めに、電話または訪問での勧誘に対して、必要が
ない場合にはきっぱりと断ることが大切です。

相談日　月～金曜日(祝・休日、年末年始を除く)
受付時間　９時～12時、13時～16時
場　所　市本庁舎１階市民交流課内

平成26年度

平成25年度

平成24年度

1,031件

992件

934件
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知っていますか？ クーリング・オフ知っていますか？ クーリング・オフ

問い合わせ　市民交流課　　229－3252　　227－8070

　クーリング･オフは、契約した後、頭を冷やし
て冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間
内であれば無条件で契約を解除することができる
制度です。クーリング・オフできる取り引きは主

に下表のものです。ただし、取引内容によっては
クーリング・オフできない場合もありますので、
詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせく
ださい。

※期間は法定書面を受け取った日から起算します。

訪問販売
電話勧誘販売

特定継続的役務提供

取り引き形態 期　間

訪問購入（訪問買取）
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引

キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールス
電話による勧誘がきっかけで結んだ契約

５万円を超える、エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教
室、結婚相手紹介サービス　※エステは１カ月を超える、その他は２カ月
を超えるもの
業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買い取りを行うもの
マルチ商法（ネットワークビジネスともいう）
内職・モニター商法など

原則８日間
原則８日間

原則８日間

原則８日間
原則20日間
原則20日間

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

クーリング・オフできる取り引きと期間

“お買い得感”を
強調して勧誘

勧誘されても、その場での
契約は避けましょう

契約内容を十分に理解し、
自分の利用環境や目的に
照らして必要なければ、きっ
ぱり断りましょう

このような被害に
遭わないために

現在キャンペーン中
なので、光回線の契
約をすると利用料が
安くなりますよ！

契約しているプロバイ
ダーのプランを変更す
ると安くなります。

しかし、実際は…

光回線を契約したが、安
くならなかったので、やめ
たいと言うと解約料を請
求された

遠隔操作で設定してもら
ったが、頼んでもないオプ
ションサービスも契約した
ことになっていた

契 

約

契 

約

ち
ょ
っ
と
待
っ
て…

ち
ょ
っ
と
待
っ
て…

クーリング・オフは必ずはがきなど書面で通知しま
しょう。

簡易書留、特定記録郵便など、記録が残る方法で送
付しましょう。

クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にも
クーリング・オフの書面を出しておきましょう。

書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書
や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきま
しょう。
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津市行政情報番組　まるっと津ガイド ・ プラザ津
　 毎日６時～２４時放送中！

つ　いいと、 ツイート！
　 毎月第４日曜日９時～９時１５分放送中！
旬感☆みえ～ MY CITY MY TOWN ～
　 年６回放送中！

津市情報マップ
　 毎週水曜日１７時３０分～１７時３５分放送中！　

三重エフエム放送

三重テレビ放送

津市の
ケーブルテレビ津市行政チャンネル １２３ｃｈ

情 報 発 信 中 !!

津市ホームページから登録できます

津市ホームページ

ｆａｃｅｂｏｏｋ
津市シティプロモーション情報

津市メールマガジン

ＱＲコード

ＱＲコード

問い合わせ　津リージョンプラザ　　229－3300　　229－3344

～？「発見塾」～ 吹奏楽の午後

津市民文化祭
　今年度も津市民文化祭を開催します。ぜひご来場ください。

※日時、場所などを変更する場合があります。
※音楽部門は来年１～３月に開催予定です。また、９～10月に出演団体を公募します。

５月23日㈯、７月25
日㈯、９月26日㈯、11
月28日㈯、来年１月
30日㈯、３月26日㈯

アスト津４階
橋北公民館研修室Ａ

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール
津リージョンプラザ
お城ホール
津リージョンプラザ
お城ホール

津リージョンプラザ
お城ホール

前売り

当　日

大人　1,500円
学生　1,000円
小学生　600円

大人　1,800円
学生　1,200円
小学生　700円

サンヒルズ安濃
ハーモニーホール

白山総合文化センター
しらさぎホール
サンヒルズ安濃
ハーモニーホール
津リージョンプラザ
お城ホール

津リージョンプラザ２階
健康教室
※７月25日㈯、来年１月
　30日㈯の会場は未定

津リージョンプラザ
出会いの広場

津リージョンプラザ
生活文化情報センター、
ギャラリー

津リージョンプラザ
生活文化情報センター、
ギャラリー
津リージョンプラザ
生活文化情報センター

無料

参加費・入場料ところと　き催し物部　門

無料

無料

無料

無料

無料

無料（要整理券）

300円（呈茶券）

1,000円

各500円

書道展・工芸美術展
日本画展
洋画展
写真展

諸流いけばな展

茶の湯大会

川柳大会
短歌大会
俳句大会
連句大会

謡と舞の会

邦楽と舞踊の会

民踊新舞踊の会

民謡の会

吹奏楽の午後

津市民吟剣詩舞の
集い

洋舞フェスティバル

美　術

生活文化

文　芸

舞台芸術

文化講演会

演劇
「喜劇・桜の園」
～狸は嫁か姑か～

～？「発見塾」～

出会いの広場ミニコンサート

５月20日㈬～24日㈰
６月17日㈬～21日㈰
６月24日㈬～28日㈰
７月１日㈬～５日㈰

５月10日㈰
６月13日㈯
６月14日㈰
６月21日㈰

５月16日㈯

５月17日㈰

５月27日㈬

６月28日㈰

７月18日㈯

８月23日㈰

８月30日㈰

７月11日㈯・12日㈰

５月20日㈬・21日㈭

12：30～16：30

13：00～15：30

13：00～15：50

13：00～15：30

13：30～15：30

10：00～16：30

14：00～16：00

13：30～15：00

12：15～12：45

10：00～16：00
13：00～16：30
13：00～16：00
10：00～16：00

11日　19：00～
12日　14：00～

５月16日㈯・17日㈰

５月23日㈯・24日㈰

９：30～16：30
最終日は16：00まで
（入場は終了時刻の
30分前まで）

９：30～16：30
最終日は16：00まで

９：30～15：30
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建築指導課　　229－3187　　229－3336 防災室　　229－3104　　223－6247

省エネ住宅ポイント事務局　　0570－053－666
ＩＰ電話などからのご利用　　03－4334－9381

問い合わせ　建築指導課　　229－3187　　229－3336 問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

　昭和56年５月31日以前に建築(着工)された木
造住宅の耐震診断を無料で行います。

　耐震診断の評点が1.0以上となる補強計画(耐震
補強設計)の作成などの費用を補助します。これ
から耐震補強設計を行い、原則、来年１月までに
完了する見込みのものに限ります。

　耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または
1.0以上となる耐震補強工事の費用を補助しま
す。耐震補強工事をこれから行い、原則、12月
までに完了する見込みのものに限ります。

各補助金の要件など

木造住宅無料耐震診断

耐震診断・耐震補強でわが家の防災対策
～地震に対する適切な防災対策で、被害を最小限に～

　いつ発生してもおかしくないといわれている東海・東南海・南海地震に備え、
まずは住まいの耐震化に取り組みましょう。

　自らが居住する住宅で、地震による転倒を防止
するために家具などを固定する費用を補助しま
す。三重県木造住宅耐震促進協議会の会員で、三
重県木造住宅耐震補強マニュアル講習会を修了し
た人などが取り付ける場合に限ります。

　自らが居住する住宅の１階部分に、耐震シェル
ターなどを設置する費用を補助します。
　なお、耐震シェルターに
よっては、補助対象となら
ない場合がありますので、
詳しくはお問い合わせくだ
さい。

家具等転倒防止対策事業補助金

耐震シェルター設置事業補助金

木造住宅耐震補強計画事業補助金

木造住宅耐震補強事業補助金

市内に住民登録がある
対象住宅を所有している
世帯全員の年齢が65歳以上
障がいのある人と同居している
申請者が居住している
昭和56年以前の木造住宅
２階建て以下の住宅
３階建て以下の住宅
耐震診断の結果 評点が0.7未満
申請書
印鑑
対象者の要件が確認できる書類
見積書
耐震診断結果の写し
耐震補強計画書の写し

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

募集数 予算の範囲内（先着順）

補助金額

市補助金に関する問い合わせ

省エネ住宅ポイント
※省エネ住宅ポイント事務局への
　申請が必要です。

省エネ住宅ポイントに関する
問い合わせ

対
象
者
の
要
件

対
象
住
宅
の
要
件
申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど

金額は要件による
（最高116万5,000円）
※耐震補強工事と同
　時にリフォーム工
　事を行う場合は最
　高136万5,000円

費用の２／３
（最高16万円）

費用の９／10
（最高１万円）

費用の２／３
（最高25万円）
※三重県型「耐震
　シェルター」は
　最高40万円

省エネ住宅ポイント
の申請で15万ポイン
トの交付を受けられ
る場合あり

－

－

－ － －

－

木造住宅耐震補強
事業補助金

家具等転倒防止
対策事業補助金

耐震シェルター
設置事業補助金

木造住宅耐震補強
計画事業補助金

木造住宅
無料耐震診断

いずれも必要

いずれか必要
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問い合わせ　競艇事業課
　　　　　　　224－5106　　224－9944

津市モーターボート競走場

開門時間　12日は９時10分、13日～17日は９時30分
入場料　100円(20歳未満は無料)
指定席　Ａ指定席2,000円、Ｂ指定席1,000円
　期間中にさまざまなイベントを開催します。皆さんのご来場をお待ちしています。

出場選手紹介・つつじドリーム戦出場選手
インタビュー

２日目ドリーム戦出場選手インタビュー

井口佳典選手トークショー

　Ａ指定席を利用の人全員にGⅠつつじ賞王座
決定戦のクオカードをプレゼント！

９：25～

12：45ごろ～、14：25ごろ～（開場12：00）

11：15ごろ～、14：25ごろ～（開場11：00）

極津よさこい演舞

13：20ごろ～

ミス・ユニバース
三重代表
岩本慶さん
トークショー＆
　　　　撮影会

ところ　１階エント
　ランスホール

優勝戦出場選手インタビュー

優勝者表彰式

12：45ごろ～

ウイニングラン終了後（開場16：00）

12：50～（開場12：30）

12：45ごろ～、14：25ごろ～（開場12:00）

ものまねタレント
みかん
ものまねLIVE

Ａ指定席限定クオカードプレゼント

ＧⅡ津モーターボート大賞開催イベ
ントに登場する、ねば～る君とのハ
イタッチ整理券を配布します。
と　き　12：00～

日

日

ねば～る君ハイタッチ整理券配布

ツッキードーム

16日■・17日■限定
各日先着100人の子どもにお菓子プレゼント

土 日

先着200人

６月７日■開催日
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問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

問い合わせ　文化振興課　　229－3250　　229－3247

芸濃総合文化センター

榊原湯の瀬太鼓、白塚獅子舞保存会、津音頭保存会、津
しゃご馬保存会、津商工会議所青年部元気玉太鼓、津青
年会議所高虎太鼓、津・高虎太鼓、津高虎太鼓華乃津
会、津民芸保存会、ブラス芸濃、美里龍神太鼓、美杉連
山のろし太鼓保存会、椋本音頭保存会、椋本獅子舞、分
部町唐人踊り保存会(五十音順、出演予定)

市内の郷土芸能が集結！

郷土芸能ふれあいフェスティバル

郷土芸能団体が演舞を披露

地域特産品を生かした食の振る舞い

芸濃地域の特産品の紹介・販売コーナー

先着500人に粗品をプレゼント

郷土芸能団体が演舞を披露

地域特産品を生かした食の振る舞い

芸濃地域の特産品の紹介・販売コーナー

先着500人に粗品をプレゼント

５月24日■10時～15時30分日

五重塔ライトアップ

過去の郷土芸能ふれあいフェスティバルの様子

　ちびっこ武者行列、子ども唐人、マジック
ショー、チアダンス　など

　複数の店舗でお買い上げいただいた人に、
津の物産が当たります。

イベントいっぱい！楽しさいっぱい！

津観音縁日祭津観音縁日祭津観音縁日祭

津で最大級のライブステージ！
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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

西涯聞見録

昨年の様子

香良洲総合支所地域振興課
　292－4308　　292－4318

ふれあいのかおり2015
～渚のフェスティバル～

香良洲保健センター
　292－4183　　292－4147

光と波の健康ウオーキング

白山公民館
　262－7027　　262－7055

白山公民館講座
地域再発見講演会
～斎王の通った道～

イベント

環境政策課
　229－3258　　229－3354

市民清掃デー

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

５月の献血（400ml）

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

土木工事などを行う事業者の皆さんへ
埋蔵文化財の保護にご協力を

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

平松楽斎文書38
「西涯聞見録」を販売

お知らせ

９月下旬 環境政策課
Ｔ229－3258

６月７日㈰
時間、雨天時の中止判断
は各自治会により異なる

久居総合支所
地域振興課
Ｔ255－8843

６月～11月の間に
各自治会単位で実施

河芸総合支所
地域振興課
Ｔ244－1706

５月31日㈰
８時～11時
荒天時は６月７日㈰

芸濃総合支所
地域振興課
Ｔ266－2516

各自治会単位で実施
美里総合支所
地域振興課
Ｔ279－8118

５月31日㈰
８時～10時
荒天時は６月７日㈰

安濃総合支所
地域振興課
Ｔ268－5517

５月31日㈰
８時30分～10時
小雨決行

香良洲総合支所
地域振興課
Ｔ292－4308

５月31日㈰
９時～12時
雨天中止（小雨決行）

一志総合支所
地域振興課
Ｔ293－3008

６月14日㈰
８時30分～10時
雨天中止（延期なし）

白山総合支所
地域振興課
Ｔ262－7032

６月７日㈰
各自治会単位で実施のた
め日程が違う場合あり

美杉総合支所
地域振興課
Ｔ272－8088

地
域 と　き 問い合わせ

津

久
　
居

河
　
芸

芸
　
濃

美
　
里

安
　
濃

香
良
洲

一
　
志

白
　
山

美
　
杉

津市 埋蔵文化財の保護│

　地域や自治会の皆さんの協力
により、道路や公園などの清掃
を行います。ごみのないきれい
なまちづくりにご協力ください。

　市内には、集落跡や古墳など
の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)が約
2,800カ所存在していて、それぞ
れ地域の歴史や成り立ちを物語
る市民共有の財産です。開発事
業を計画するときは、開発予定
地が遺跡の範囲に含まれている
かどうか、事前に窓口で確認し
てください。遺跡の範囲内で土

木工事を行う場合、工事着手60
日前までに文化財保護法に基づ
く届出書の提出が必要です。(通
常の耕作の場合、届け出は不要)
届け出が必要な土木工事の例
●住宅や店舗、工場などの建築・
　解体
●農地の床下げ、天地返し、筆
　合わせ
●太陽光発電設備の設置　
●宅地造成、土砂採取
●駐車場造成、看板などの設置
●樹木の抜根　など
　手続きについて詳しくは、津
市ホームページをご覧ください。

と　き　５月13日(水)９時～11
　時30分、12時30分～16時
ところ　市本庁舎
対　象　男性17～69歳、女性18～
　69歳で男女とも体重が50㎏以上
　の人　※65歳以上の人は、60～
　64歳の間に献血経験のある人

　津藩第９代
藩主高嶷、第
10代藩主高兌
の逸話や体験
などの記録、
水戸藩主徳川
斉昭就任の顛
末を知らせる
朝川善庵の書簡などを翻字・収
録しました。
販売価格　１冊600円
販売開始日　５月11日(月)
販売場所　教委生涯学習課、教
　委各教育事務所、津リージョ
　ンプラザ

と　き　５月17日(日)９時30分
　～15時
ところ　香良洲公園、香良洲海岸
　※荒天の場合は香海中学校
内　容　特産品バザー、ステージ
　ショー、潮干狩り、海岸清掃、
　お楽しみ抽選会

　天皇が即位するたびに繰り返
されてきた、斎王の群行。その
群行の行程が分かる少ない資料
を基に、河口にあった頓宮から、
斎王の通った道を探ります。
と　き　５月20日(水)10時～
ところ　白山公民館農民研修室
講　師　星野利幸さん(斎宮歴史
　博物館学芸員)
対　象　市内に在住・在勤・在
　学で歴史に興味のある人
※車でお越しの場合は、市白山
　庁舎前の駐車場をご利用くだ
　さい。

　自分の体力に合った距離を選
んで、みんなで楽しくウオーキ
ングしましょう。申し込みは不
要です。
と　き　５月26日(火)９時30分～
集合場所　サンデルタ香良洲
持ち物　飲み物、タオル

てん

まつ
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市政へのご意見・ご要望は…地域連携課　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

片田公民館
　・　237－1513

片田公民館教養セミナー
季節の和菓子とお茶の教室

中央公民館
　228－2618　　229－5150

家庭教育支援コーディネーター
養成講座（基礎コース） 環境保全課

　229－3140　　229－3354

ホタル観察会

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市民スポーツ・レクリエーション
フェスティバル
津市民大遠足X in 久居

募　　集

と　き　６月７日(日)13時～15
　時30分
ところ　片田公民館
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の中学生以上の人
定　員　抽選16人
費　用　1,000円(受講料、材料
　費を含む)
持ち物　エプロン、バンダナ、
　手拭きタオル、布巾２枚
申し込み　往復はがきで教室名、
　住所、氏名、電話番号を片田
　公民館(〒514-0082 片田井戸
　町17-2)へ
締め切り　５月20日(水)必着

　高田短期大学と共催で、地域
の子育てや家庭教育を支援する
コーディネーターの養成講座を
行います。自らの子育ての経験
を生かして、地域で活動してみ
ませんか。今子育て中の人も、
これからの育児にお役立てくだ
さい。無料で託児も行います。

とき・内容　いずれも木曜日10
　時～12時

ところ　南が丘会館研修室２
定　員　30人
申し込み　往復はがきで「家庭教
　育希望」と明記し、住所、氏名、
　年齢、電話番号、託児希望の
　有無(希望する場合は子どもの
　氏名・年齢・性別)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人有効
締め切り　５月22日(金)必着

　子どもからお
年寄りまで、ど
なたでも参加で
きます。家族や

友達と楽しみながら久居地域を
散策してみませんか。
と　き　６月６日(土)９時～12
　時30分
集合場所　緑の風公園(近鉄久居
　駅東口)
定　員　先着200人
持ち物　マグカップ、タオル、雨
　具、日よけの帽子、飲み物など
費　用　１人300円
申し込み　スポーツ振興課、津市
　体育館、津市民プール、各総合
　支所地域振興課にある申込用
　紙に必要事項を記入し、直接
　窓口または郵送、ファクス、Ｅ
　メールでスポーツ振興課(〒514-
　0056 北河路町19-1 メッセウ
　イング・みえ内、Ｍsporec_
　tsu@yahoo.co.jp)へ
申込期間　５月７日(木)～25日(月)

　ホタルのことがよく分かる学
習会の後、屋外で観察します。
と　き　６月６日(土)19時～21
　時　※小雨決行
ところ　市内(後日、参加者に連絡)
対　象　小・中学生と保護者
定　員　抽選30組
申し込み　環境保全課へ
締め切り　５月15日(金)

６月
11日

子どもの育ちと食
鷲見裕子さん（子ども学科教授）

とき 内　容

６月
18日

子どもの音遊び・手作り楽器
山本敦子さん（同准教授）

６月
25日

子どもの病気とけが
長倉里加さん（同講師）

７月
２日

子どものからだ育てと運動遊び
柳瀬慶子さん（同講師）

７月
９日

子どもの発達と障がい
千草篤麿さん（同教授）

コミュニティ助成事業（宝くじ助成金）で整備されました

町屋会館 安濃地域のコミュニティバス

　平成26年度のコミュニティセンター助成事業
を受けて、栗真町屋
町連合自治会では、
地域コミュニティ活
動拠点や地域防災施
設として活用する「町
屋会館」が建設され
ました。

　これらの助成は、自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、地域コミュニティ活動を
推進し、その健全な発展を図るために行っているものです。

　平成26年度の共生の地域づくり助成事業を
受けて、安濃地域
のコミュニティバ
スは、床が低く高
齢者や身体障がい
者も利用しやすい
ノンステップバス
になりました。
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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

こども支援課
　229－3284　　229－3334

こども料理教室への補助金

救急課
　254－1603　　256－7755

上級救命講習会

消防総務課
　254－0351　　256－7755

防火管理者資格取得講習会
（甲種新規・乙種・甲種再講習）

都市政策課
　229－3290　　229－3336

津市景観審議会委員

環境政策課
　229－3212　　229－3354

省エネナビモニター

募　　集

胸骨圧迫（心臓マッサージ）

　子どもが主体的に参加する料
理教室に補助金を交付します。
対　象　以下の全てを満たす料
　理教室
●大人の見守りの下、子どもが
　自らの力で料理に取り組み、
　自立や成長を促すことを目的
　としていること
●津市に在住・在学の小学６年
　生までの子ども10人以上が参
　加していること
●平成27年６月１日から平成28
　年３月31日までに実施し、支
　出があること
●津市内で実施していること
補助金額　対象経費のうち上限
　２万円
※詳しくは津市ホームページ、
　またはこども支援課で配布す
　る申請要項をご覧ください。

　消防法の規定で、学校・病院・
工場・店舗など大勢の人が出入
りする所や、勤務・居住する建
物で一定規模以上のものは、資
格を有する人の中から防火管理
者を定めて消防機関に届け出る
必要があります。
と　き
①甲種防火管理者新規講習…７
月２日(木)・３日(金)いずれも
９時30分～15時30分
②乙種防火管理者講習…７月２
日(木)９時30分～16時

③甲種防火管理者再講習…７月
１日(水)13時30分～15時30分
ところ　県男女共同参画センター
　フレンテみえ多目的ホール(県
　総合文化センター内)
定　員　①②先着合計200人、
　③先着50人
費　用　テキスト代①②4,000
　円、③3,000円
申し込み　消防総務課、各消防署
　(分署・分遣所)にある受講申請
　書に写真を添付し、受講料と
　ともに直接消防総務課窓口へ
　(郵送・ファクスは不可)　※申
　込受付時にテキストを渡します。
申込期間　６月１日(月)～12日
　(金)９時～16時
※申請書などは５月中旬ごろか
　ら津市ホームページでダウン
　ロードできます。

　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　６月７日(日)９時～18時
ところ　北部市民センター
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　５月18日(月)～29日(金)

　市長の諮問に応じて景観づく
りに関する重要事項や、景観計

画の変更に関する事項を調査審
議する景観審議会の委員を公募
します。
対　象　市内に在住・在勤・在学
　で４月１日現在20歳以上の人
　※本市の議員・常勤職員・他の
　審議会などの委員を除く
任　期　委嘱した日から２年間
定　員　３人程度(書類審査など
　の選考あり)
報　酬　審議会１回につき9,000円
申し込み　都市政策課にある所
　定の応募用紙に必要事項を記
　入し、800字程度の作文「津市
　の景観について思うこと」(様
　式自由)を添えて、直接窓口ま
　たは郵送、ファクス、Ｅメー
　ルで都市政策課(〒514-8611
　住所不要、　229-3177@city.
　tsu.lg.jp)へ　※応募用紙は津
　市ホームページからダウンロー
　ドできます。
申込期間　５月４日(月・祝)～22
　日(金)必着

　家庭でできる省エネにもっと取
り組んでもらうため、家庭全体の
電気使用量をリアルタイムで表
示する機器「省エネナビ」と、それ
ぞれの家電製品の消費電力を表
示する「エコワット」を貸し出して
います。ライフスタイルを見直し、
家計にもやさしい節電に取り組ん
でみませんか。モニター家庭は電
気使用量の報告とアンケートにご
協力ください。
募集数　20世帯程度
貸出期間　６カ月間
申し込み　環境政策課へ

省エネナビ
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問い合わせ　環境保全課　　229－3140　　229－3354

問い合わせ　健康づくり課　　229－3310　　229－3287

セアカゴケグモ

高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種

生態系に被害を及ぼす

特定外来生物特定外来生物 に
ご注意を

特定外来生物の例

外来生物被害予防３原則

対　象　津市に住民登録があり、過去に１回も肺
　炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがない人
　で、①または②のいずれかに該当する人　※定
　期接種の接種機会は１回限りです。
①次の表の生年月日に当てはまる人
今年度の対象者

②接種日当日に60～64歳の人で、心臓・腎臓・
　呼吸器の機能に障がいがあり、日常生活が極度
　に制限される人
接種期限　来年３月31日(木)
接種回数　１回
接種場所　県内の協力医療機関
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
※定期接種の対象にな
　らない65歳以上の人
　には、費用助成の制
　度があります。(過去
　に１回でも肺炎球菌
　ワクチン(23価)を接
　種した人は対象外)

※上記の表に当てはまる人には、案内通知を郵送しています。なお
　転入した人、案内通知が届かない人は、健康づくり課へお問い合
　わせください。

65歳

70歳

75歳

80歳

85歳

90歳

95歳

100歳

昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生まれ

昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生まれ

昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生まれ

昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生まれ

昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生まれ

大正14年４月２日～大正15年４月１日生まれ

大正９年４月２日～大正10年４月１日生まれ

大正４年４月２日～大正５年４月１日生まれ

年　齢 生年月日

　「外来生物」とはもともと日本にいなかったに
もかかわらず、人の手によって海外から入って
きた生物のことです。その中でも「特定外来生
物」は、生態系などに被害を及ぼすものとして
環境省が指定した生物です。特定外来生物は飼
育･栽培･保管･運搬･販売･譲渡･輸入などが原則
として禁止されていて、違反すると個人の場合
３年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、
法人の場合１億円以下の罰金が科されます。

　ヌートリア、アライグマ、カミツキガメ、ブ
ルーギル、ブラックバス(コクチバス、オオク
チバス)、セアカゴケグモ、オオキンケイギ
ク、オオフサモなど

　外来生物に関わる際には、この原則を守って
適切な対応をお願いします。
入れない　悪影響を及ぼすかもしれない外来生
　物をむやみに日本に入れない
捨てない　飼っている外来生物を野外に捨てない
拡げない　野外にすでにいる外来生物は他地域
　に拡げない

セアカゴケグモ
はすでに市内各
地で見つかって
います。雌は毒
を持っています
が、攻撃性はあ
りません。駆除
する場合は市販
の家庭用殺虫剤
(ピレスロイド
系)を吹き付ける、靴で踏みつぶすなどすれば
簡単に駆除できます。

ひろ
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香良洲地区で一人暮らし高齢者を支援している民生委員・
児童委員の皆さん

市民活動を応援！

市民活動団体設立等支援交付金

市民活動推進交付金

問い合わせ　地域連携課
　229－3110　　229－3366

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

　昨年度の事業実施団体による報告会を開催し
ます。応募の参考に、ぜひお越しください。
と　き　５月24日(日)９時～
ところ　市本庁舎８階大会議室Ａ

事業報告会を開催

地域の身近な相談相手

　地域の課題解決や地域振興などの公益的な活動
に取り組んでいる団体や、これから取り組もうと
している団体を対象に、平成27年度の活動経費
の一部を支援します。国や他の地方公共団体から
財政的な支援を受けている団体は、対象になりま
せん。
応募方法　地域連携課または各総合支所地域振興
　課にある申請書に必要事項を記入し直接窓口ま
　たは、郵送、ファクス、Ｅメールで地域連携課
　(〒514-8611 住所不要、　229-3110@city.tsu.
　lg.jp)へ　※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。
締め切り　５月29日(金)必着
選考方法　６月14日(日)13時から開催する公開
　審査会「市民セレクション」で、応募者による
　プレゼンテーションを行い決定

対　象　市内に活動の拠点を置く次の団体
①本年度内にＮＰＯ法人の設立登記が完了する予
　定の市民活動団体
②２人以上の構成員で市民活動団体を設立しよう
　とする、または、２人以上の構成員で設立後１
　年を経過していない市民活動団体

対象経費
①ＮＰＯ法人の設立認証申請に要する経費
②公益的な活動を行う市民活動団体の設立に要す
　る経費、または、設立後１年を経過していない
　市民活動団体の運営に要する経費。原則として
　飲食費、人件費は除く
交付額　対象経費の２分の１(最高10万円)

対　象　構成員が２人以上で、市内で自主的な活
　動をしている自治会や市民活動団体(これまで
　に５回以上市民活動推進交付金を交付された団
　体を除く)
対象経費　応募団体が主体的に取り組む公益的な
　活動(個人活動を除く)に要する経費。原則とし
　て飲食費、人件費、活動組織の運営管理に関す
　る経費を除く
交付額　対象経費の２分の１(最高20万円)

　５月12日は「民生委員・児童委員の日」で
す。民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から
委嘱を受けた地域のボランティアです。高齢者
福祉、障がい者(児)福祉、児童福祉、母子・父
子福祉、低所得者福祉に関して、市社会福祉事
務所などと連携を図りながら、社会福祉の増進
のために活動しています。
主な活動内容
●福祉の支援が必要な人の把握
●住民福祉の増進を図るための活動や相談、助言
●福祉サービス利用の情報提供と援助
●社会福祉施設などとの連携、支援
●地域の児童問題の把握
※民生委員・児童委員には「守秘義務」があり、
　業務の中で得た個人情報や秘密は固く守られ

　ています。お住まいの地区を担当する民生委
　員・児童委員については、お問い合わせくだ
　さい。
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台風による被害の様子

問い合わせ　こども支援課　　229－3284　　229－3334

　保護者が、病気や出産、冠婚葬祭など、一時
的に養育が困難になったとき、児童福祉施設な
どで、児童を預かります。

育児の援助にご利用ください　
子育て支援ショートステイ

　子どもが家庭や地域で豊かな愛情に包まれ、夢
と希望を持って、次世代の担い手として個性豊か
にたくましく育っていく環境・社会づくりは、と
ても重要です。子どもの健やかな成長についてみ
んなで考えようと、毎年５月５日の「こどもの日」
から１週間を「児童福祉週間」と定めています。
これにちなみ、児童館でイベントを開催します。

と　き　５月９日(土)10時30分～17時
ところ　すばる児童館
内　容　遊びうた・ふ
　れあい遊び(事前申
　し込みが必要)、大道
　芸、ゲーム大会など
問い合わせ　同児童館
　(　236-0115)

と　き　５月10日(日)10時～14時
ところ　さくら児童館
内　容　輪投げ、スー
　パーボールすくい、
　ヨーヨーつり、バルー
　ンアート、消火訓練
　体験、ビンゴゲーム
　大会など
問い合わせ　同児童館(　225-3160)

すばるこどもフェスティバル

さくら児童館子どもまつり

児童福祉週間 世界には 君の輝く 場所がある

平成27年度児童福祉週間標語

問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

幾度の困難を乗り越えて

ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.２

　桜の季節も終わり、平成23年度から始まっ
た名松線再開通に向けた工事も最終年度の５年
目を迎え、いよいよ終点が見えてきました。今
回は、何度も困難にぶつかりながらも、そのた
び乗り越えてきた名松線の歴史について紹介し
ます。
　80年におよぶ名松線の歴史は、名松線が走
る自然豊かな地形のごとく、山あり谷あり、決
して平坦なものではありませんでした。
　名松線は、過去にも災害による運休を何度も
経験しています。大
規模なものでは伊勢
湾台風や昭和57年
の台風10号、近年
では平成16年の台
風21号や今回の被
災といったように、

災害を受け全線不通や一部不通になりながら
も、沿線の住民や自治体の熱意、それを受けた
ＪＲ東海(古くは国鉄)の努力によって復旧され
てきました。
　一方で、昭和後期になると利用者数が減少し
て赤字路線となり、廃止対象路線として名前が
挙がるようになります。このころから、沿線地
域では利用者数の減少を食い止めようと、住民
活動が活発になりました。「乗って残そう名松
線」をスローガンに利用を呼び掛けたり、沿線
の市町村が協力して名松線駅伝を開催したりす
るなど、地域の重要な公共交通として存続のた
めの取り組みが行われ、現在まで廃止されるこ
となく走り続けてきたのです。
　来年の春、再開通する名松線の未来に何が待
ち受けているかはまだ分かりません。しかし、
長い年月にわたり、人々の思いによってつなげ
られてきたこの路線は、きっとどんな困難があ
ろうと乗り越えてくれることでしょう。
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林野火災に備えて 

▲

 3/8

ドクターヘリがやってきた！ 

▲

 3/3

美しい調べが
会場に響く▲

 3/3

　芸濃グラウンドで、津市消防団芸濃方面団が北消
防署芸濃分署の指導の下、林野火災防御訓練を実施
しました。いざという時のために、池からの中継放
水訓練やより早くホースをつなぐための逆延長訓練
などを行いました。

　三重県ドクターヘリがシミュレーション訓練のた
め、辰水小学校にやってきました。人命救護のシ
ミュレーションやドクターヘリの搭乗見学が行わ
れ、子どもたちは初めて近くで見るドクターヘリ
に、興味津々に見入っていました。

日頃の成果を披露 

▲

 3/7・8、15

　久居公民館と久居総合福祉会館で、久居公民館ま
つりが開催されました。お菓子作り教室や講座生に
よる力作の展示、折り紙体験教室などが行われ、子
どもから高齢者までが一緒になって楽しいひととき
を過ごしました。

伊勢本街道を歩いて 

▲

 3/15

　伊勢本街道奥津宿ウオーキングが開催されまし
た。当日は約100人が参加し、ガイドの説明を聞き
ながら奥津宿のウオーキングを楽しんでいました。
またウオーク後には街道鍋や、つきたて餅が振る舞
われました。

　白山総合文化セ
ンターしらさぎホ
ールで、津市民文
化祭音楽部門「合
唱音楽」の発表が
行われました。会場には美しいハーモニーが響き渡り、訪れた聴衆を魅了
しました。
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グランプリのAnna

力作が揃う 

▲

 3/15

ミュージシャンの祭典
 

▲

 3/1
　津リージョンプラザお城ホー
ルで、「津の街音楽祭MUSIC 
VICTORY in TSU Vol.8」が
開催されました。全国から113
組の応募があり、当日は、審査
を通過した８組のミュージシャ
ンが迫力のライブパフォーマン
スを繰り広げました。

　津リージョンプラザ３階生活文化情報
センター展示室で、谷川ことすが書道コ
ンクールの表彰式が行われました。入選
した子どもたちは、誇らしげに表彰状を
受け取っていました。

　安濃中央総合公園内多目的グラウンド
で、芸濃･美里･安濃地域の地域間交流を
目的に、グラウンドゴルフ大会が行われ
ました。当日は寒い日でしたが、皆さん
元気に楽しんでいました。

元気が一番 

▲

 3/24
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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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イベント
募　集

三重県 国体愛称│

　ウミガメの卵の保護にご協力を
　毎年５～８月の
間ウミガメが産卵
のため上陸しま
す。足跡を見つけ
たら、ご連絡くだ
さい。
　ウミガメネットワーク担当(　
090－5600－0221)

　夢の手づくり市･祝祭
　県内外から手づくり作家が大
集合します。
　５月23日(土)、６月21日(日)、
７月19日(日)10時～16時　　県
総合文化センター(一身田上津部
田)　　ピザ作り、季節のお菓子
などの料理教室、新鮮野菜、こ
だわりカレー
等の出店、樹
脂スタンプの
メモ帳作り等
の体験コー
ナーなど(実費が必要)
　ふきの藤代表(　090－3459－
7496)

　津市シルバー人材センター
　入会説明会
　５月13日(水)13時～14時30
分　　同センター作業室(三重町
津興)　　市内に在住の60歳以
上で、健康に仕事ができる人、
臨時･短期･軽易な仕事を探して
いる人
　同センター(　224－4123)

　士清まつり
　５月10日(日)９時30分～12時
10分　　谷川士清旧宅(八町三丁

目)他　　吉丸雄哉さん(三重大
学人文学部准教授)による講演「谷
川士清歌集『恵露草』」と茶会、
史跡巡り　　300円(呈茶代)
　谷川士清の会事務局(　227－5092)

　第15回福祉の店
　５月17日(日)10時～16時　　
イオンタウン津城山１階森の広
場(久居小野辺町)　　市内の障
がい者支援を行っている事業所
による自主製品(さをり織り、
クッキーなど)の販売
　はくさん作業所(　262－0458)

　森林セラピーウオーク
　in三多気蔵王コース
　６月７日(日)９時30分～15時
※雨天中止　　三多気の桜駐車
場集合(美杉町三多気)　　　50
人　　1,500円(昼食、保険代な
どを含む)
　５月11日(月)から津市森林セ
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

　ニュースポーツセミナー
　ネオホッケー
　５月30日～６月27日の毎週土
曜日18時～21時　※受け付けは
17時45分～　　県立盲学校体育
館(高茶屋四丁目)　　小学生以
上　　各24人　　１回200円
　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)

　津市民スポーツ教室 サッカー
　６月６日(土)①10時～12時②
13時30分～16時30分　　海浜
公園内陸上競技場　　①５歳児

～小学２年生②40歳以上の人　
　①120人②40人
　５月22日(金)までに津市ス
ポーツ協会にある申込用紙に必
要事項を記入し、直接窓口また
は郵送、ファクスで津市スポー
ツ協会(〒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)

　平成27年度環境基礎講座
　環境をさまざまな視点から考
え、環境について幅広く学びます。
　６月６日(土)･13日(土)･28日
(日)、７月５日(日)、８月１日
(土)・８日(土)10時～16時15分
(全６回)　　サン・ワーク津　
　18歳以上の人　　　30人
　５月20日(水)までに郵送また
はファクス、Ｅメールで住所、氏
名、電話番号を県環境学習情報セ
ンター(〒512－1211 四日市市桜
町3684－11、　059－329－2909、
　info@eco-mie.com)へ
　同センター(　059－329－2000)

　第76回国民体育大会(国体)
　愛称・スローガン
　平成33年に開催される第76回
国民体育大会を盛り上げ、三重
の魅力を県内外に発信できる愛
称とスローガンを募集します。
　５月29日(金)まで　※申込方
法など、詳しくはホームページ
をご覧ください。
　同大会三重県準備委員会事務
局(　224－2998)

　劇団カラーズ第18回公演
　「まじめが肝心」
　５月16日(土)14時～、18時
30分～　　アスト津４階アスト
ホール　　1,000円　
　同劇団担当(　090－8553－0199)

お知らせ



　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　
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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

　県立美術館でのボランティア
　受け付けや案内、資料の整理
など半日程度の活動　　18～68
歳で、月に４回以上活動できる
人　※高校生を除く、事前に６
月６日(土)・13日(土)の養成講
座を受講できる人　　20人
　５月31日(日)までに往復はが
きで住所、氏名、年齢、生年月
日、電話番号を同美術館ボラン
ティア「欅の会」(〒514－0007 
大谷町11)へ　※消印有効
　同会(　227－2100)

　アフリカへ毛布をおくる運動
　家庭で使われなくなった毛布
をアフリカの人たちに寄付しませ
んか。同時に、１枚当たり1,000
円の輸送費の募金も行っていま
す。使用済みのものは洗濯をし
てください。天然繊維の毛布や
小さい毛布、汚れのある毛布な
どは受け付けできません。
　５月17日(日)10時～15時　　
市本庁舎北側
　同運動推進委員会津事務局(　
090－8079－3942)

　ハッピーアクア2015
　プールにいこう！
　６月28日(日)10時～12時　　
津市民プール　　水泳のワンポ
イントレッスンと楽しいアクア
ビクス　　年中以上の人　※小
学生以下は保護者同伴　　　60
人　　500円(保険代他)
　５月７日(木)から、ファクスまたは
Ｅメールで住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を同担当(　231－0181、
　happy_aqua_2@yahoo.co.
jp)へ　※ハッピーアクア2015
ホームページからも応募できます。
　同担当(　090－7911－4806)

　高田短期大学公開講座
　６月６日(土)13時～15時　　
同短期大学体育館(一身田豊野)　
　柳瀬慶子さん(同短期大学講師)

による講演「みんなで楽しもう運
動の世界・育もう体の力」　　医
師による運動制限がなく、軽～
中度の運動が可能な人　※高校生
以下は保護者同伴　　50人
　５月22日(金)までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を高田短期大学
公開講座係(〒514－0115 一身田
豊野195)へ　※同短期大学ホー
ムページからも応募できます。
　同短期大学(　232－2310)

　転倒予防教室
　５月28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
「悪質商法にだまされるもんか」
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)

　ナイチンゲールフェア
　５月９日(土)11時～15時30分
　イオン津南ショッピングセン
ターサンバレー(高茶屋小森町)
　健康チェック、正しい手の洗
い方講座など
　三重中央医療センター(　259－1211)

　住民健康講座
　５月14日(木)　　久居公民館
　白山究さん(白山内科院長)に
よる講演「知っておきたい糖尿
病治療のポイント」
　久居一志地区医師会(　255－3155)

　口腔がん検診(要予約)
　６月７日(日)10時～14時　　
津リージョンプラザ　　口の中
と頸部に不安や異常を感じる人
　５月７日(木)～25日(月)に、は
がきで住所、氏名、電話番号、検
診希望時間帯を津歯科医師会(〒
514-0004 栄町二丁目365)へ

※同会ホームページからも申し
込めます。
　同会(　225－1304)

　三重県医師会健康教育講演会
　６月４日(木)14時～16時　　
三重県医師会館(桜橋二丁目)　　
「年のせい？気になる眼の病気」、
「目に良い食事」についての講演、
健康体操、栄養相談など
　同会事務局(　228－3822)

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

　暮らしのなんでも相談会
　５月30日(土)10時～16時　　
津市労働会館(島崎町)　　弁護
士や税理士、金融・住宅・保険
などの専門家による相談
　５月26日(火)までに暮らしほっ
とステーション津(　227－1707)へ

　カウンセラーによる相談
　（面談・電話相談）
　専用電話Ｔ229-3120

　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)

無料相談コーナー
健　康

こう　くう

けい　 ぶ
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葛西豊一
合併10年目の思い

　昭和50年４月津市に入庁し、法務・人事事
務などに従事。平成18年の合併を経て、久居
総合支所長、スポーツ・文化振興室長、防災
危機管理室長、総務部長などを歴任。平成24
年７月１日から副市長に就任。

　こんにちは、副市長の葛西です。副市長の職務
は、市長を補佐し、命を受け政策および企画をつ
かさどり、職員の掌理する事務を監督することな
どです。私の担任事務は、政策財務部、危機管理
部、総務部、健康福祉部、商工観光部、競艇事業
部、会計管理室などに関する事務で、課題解決や
事業方針などに対しては、時間を問わず相談に応
じたり、指導などを行ったり、横断的で総合的な
調整に務め、また複雑・多様化する市民ニーズに
迅速に対応するため、市民目線で総合的に判断し
ています。

　津市は、本年12月31日で10市町村による合
併、丸10年となります。平成18年１月、人と人
とのつながりを大切にし、参加と協働のまちづく
りを目指し、地域の特性などを引き出し、良さを
高めながら一体感のあるまちを築くとしてスター
トしました。
　以来、市長の下、市民主導の市政推進を基本
に、対話と連携により、災害対策や救急医療、地
域インフラ、産業・スポーツセンターなどの４大
プロジェクト、企業誘致や雇用確保、子育ておよ

び教育の環境整備などを実施
し、着実にまちづくりが進め
られてきました。
　この間、合併最大のテーマ
の一つである職員数は、合併
前の平成17年４月１日時点
の3,119人が、平成26年度に
2,500人の体制となり、合併
時の目標を前倒しで達成しま

した。これは、各組織が市民サービスの在り方や
維持・向上を考えながら進めてきた、行財政改革
の取り組みの成果です。反面、職員は戸惑い、試
行錯誤や創意工夫しながらの事務執行だったと思
います。しかし、歴史に残る平成の大合併の事務
作業をやり遂げ、今日まで適正な行政運営の下で
業務が執行できたことは、特に意義あるところで
あり、各職員は成長し、組織の力はアップしたと
確信しています。

　今後、長寿命化による高齢者人口の増加と、出
生率低下による年少人口の減少により少子高齢社
会が一層進み、これまで経験のない人口減少社会
を迎えます。人口がさらに減って、地方自治体が
消滅することも懸念されています。
　東京には多くの若者が集まっていますが、出生

率は極めて低い状況です。若者を東京から地方
へ。人口減少への対応には、出産および子育ての
しやすい環境づくり、企業誘致の推進による雇用
確保、地域資源の活用や６次産業への取り組みな
どが考えられ、東京一極集中問題でのＵ・Ｉ・Ｊ
ターンの取り組みも加えた積極的な対応が必要で
す。津市では昨年度、初めて職務経験者対象の職
員採用試験を実施し、東京など全国から15人の
採用を行いました。しかし、本質的には、人口減
少は国全体の問題として、国が中心に、地方も、
民間も、地域も一体となり、出生率の低下防止や
子どもの安全確保などに真剣に向き合うことが肝
要です。
　一方、高齢化率については、津市は２月１日現
在、27.09％で全国平均の26.3％（概算値）を上回
り、超高齢社会（21％超）をより引き上げていま
す。団塊の世代が大量退職し高齢者入りしたこと
は、元気な高齢者が急増し、地域に豊富な人的資
源が配置されたことにもなります。健康寿命や活
動寿命、貢献寿命を延ばし、連携･協働による地
域社会づくりへとつなげることも、人口減少時代
の今日には不可欠なところです。
　さらに、地方自治体の経営にとって重要なこと
は、組織・職員の在り方です。市民の皆さんと対
話・連携して、即答・即応し実現していくために、
組織・職員には「広く市民の立場で考え迅速・適
確に行う能力と行動」「広い視野に立ち課題を掘
り下げ一丸となり解決に当たる能力と行動」「柔
軟に発想し積極的にチャレンジして実現につなげ
る能力と行動」が求められます。変化し、進化し
続ける組織・職員へと変革させ、風格ある県都・
津市の実現へさらに努めてまいります。

横断的、総合的に調整

前倒しで目標達成

ふるさと津市への思い
葛西豊一 副市長 プロフィール
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青木　泰
これからの津市を見据え

　皆さん、こんにちは。副市長の青木です。私
は、津市の技術部門を主に担当しています。
　津市は、今年合併10年目を迎え、この間に新
しい津市の都市基盤整備として「新最終処分場・
新リサイクルセンター」「新斎場」「津市産業・ス
ポーツセンター」の建設と「JR名松線の全線復
旧」を合併後の４大プロジェクトとして重点整備
してきました。その中で、平成27年１月２日か
らは「津市新斎場　いつくしみの杜」が津市初め
てのPFI事業によりサービスの提供を始めていま
す。また、平成27年度中には、新最終処分場と
新リサイクルセンターが稼働を始め、JR名松線
は全線復旧します。津市産業・スポーツセンター
は、今年の２月議会で本契約の議決を得て、平成
27年度から工事に着手し、平成29年11月のオー
プンを目指します。これらの施設は今後、28万
市民の皆さんに利用されることとなり、合併時に
描いた津市のまちづくりは着実に進んでいると実
感しています。

　しかし、これらのプロジェクトの施設は全く新
しく創設された施設ではなく、老朽化した既存施
設を更新したものが多くあります。例えば、昨年
12月末まで稼働していた旧津市斎場は、昭和47
年建設、今でも使用している津市体育館は昭和
41年に、津市民プールは昭和48年に建設された
ものです。また、今年度末に閉鎖される白銀環境
清掃センターも昭和48年に開設したものです。
　このように、私たちの生活に深く関わっている
公共施設で昭和40年代に竣工し、40年以上経過

している施設が数多くあります。その中でも特に
生活に必要不可欠なインフラ（社会基盤）である道
路と橋梁も同じ状況です。
　合併後の津市が維持管理を行っている市道は、
平成26年４月１日時点で総延長3,451㎞あり、こ
れは北海道から与那国島までの日本列島の長さ約
3,000㎞よりも長い距離です。また、橋長２ｍ以
上の橋梁は2,383橋あり、このうち完成後50年経
過しているもの
は509橋にのぼ
り、津市の橋梁
の約21％を占め
ています。これ
らが20年後には
約72％を占める
ようになり、人
口の高齢化と同
じように急速な
橋梁の高齢化が
進行しています。
　また、道路を快適に走行するための舗装も経年
劣化し、毎年維持修繕を行っています。道路や橋
梁も建築物と同じく建て替えができればいいので
すが、工事のために長期間通行止めなどを行うと
市民生活や産業活動に重大な影響が出てしまい、
事業費も膨大になります。そして津市にはまだま
だ新しい道路も必要です。合併後から今までの間
に新しく開通または事業着手した道路延長は約
26.5㎞あり、この中には４大プロジェクトに関
連した道路約８㎞も含まれています。しかし、こ
れからの道路建設事業では老朽化がますます進行
し、維持費用が増え続け、新たに道路を新設改良
する割合は減少していくと思われます。そのため
にも、今ある道路インフラに関わる費用を少しで
も抑え、なおかつ長く安全に使用していくことが
大切です。

　このため、津市では、「津市橋梁長寿命化修繕
計画」や「津市舗装維持管理計画」を策定し、道
路施設の健全な保全を図り、合わせて道路の新設
改良には「津市道路整備計画」を策定し、Ｂ／Ｃ
(費用対効果)を基に効率的かつ投資効果の上がる
道路整備を行っていきます。
　今年、合併後10年目を迎え、全プロジェクト
の進捗や国の事業で行っている海岸堤防の整備、
中勢バイパスの開通など、新しい津市のまちづく
りが形になってきました。これからも、今まで蓄
積された津市のインフラを適切に維持管理し、さ
らに新しい津市のその先を目指し整備に取り組ん
でまいります。

まちづくり着々と

インフラの高齢化

さらに先を目指し

　昭和53年４月津市に入庁し、建設・都市計
画事業などに従事。下水道部建設担当参事、
建設部建設維持担当参事、環境部新最終処分
場建設担当理事などを歴任。平成24年４月１
日から副市長に就任。

青木 泰 副市長 プロフィール
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市内で入園式や入学式が行われました。 
明るい未来に向けて、みんなの目には
ドキドキとワクワクがいっぱいでした。

写真は上左から・・・白山中学校、長野小学校、三重短期大学
中左から・・・香良洲幼稚園、桃園幼稚園　下・・・三重短期大学

平成２７年４月５日　三重短期大学入学式の様子
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