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雲出橋観測所／雲出川

橋台部分に３色で示された水位基準
大村川（寺前橋／白山町上ノ村）
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　ねえねえ、シロモチくん。大雨で河川の
水位が上がってくると、洪水が起きるん
じゃないかと心配になるけど、河川って
いったい誰が管理しているの？
　大きさによって、管理しているところが
違うんだよ。わかりやすく言うと、川幅も
広く、流れる水の量が多い大きな河川は国
や県が管理していて、規模が小さい河川は

市が管理しているんだよ。
　じゃあ、水位は誰が測っているの？
　国や県が管理する河川には水位観測所が
設けられていて、常に水位を測定している
んだ。
　市内に水位観測所はいくつあるの？
　28カ所に設置されているよ。
　大雨の時は、川の水位がどのくらいある
のか、私たちもすごく気になるよね？
　観測された水位データはインターネット
で公開されているから、誰でも見ることが
できるよ。28カ所ある水位観測所のうち、
氾濫すると大きな被害が予想される９河川
11カ所については、これまでの観測デー
タや科学的なシミュレーションに基づいて
水位の基準が３段階に分かれて表示されて
いるんだよ。

　台風による豪雨や突発的で局地的な集中豪雨等により、毎年のように津市内でも被害が発生し
ています。平成26年の台風第11号では、三重県で初めて大雨特別警報が発表されるなど、近年
発生する台風やゲリラ豪雨に対しては、これまでにも増して警戒が必要です。

河川は誰が管理しているの？
～水位観測所が設置されていない河川の避難基準～
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穴倉川（広永橋／分部）

問い合わせ　防災室　　229－3104　　223－6247

　３段階の基準ってどういうものなの？
　河川管理者である国や県がそれぞれの河川の
状況や水位のレベルに応じて、「氾濫注意水位」
「避難判断水位」「氾濫危険水位」を設定して、
氾濫の危険度を表しているんだ。

　それぞれの水位になったときはどうなるの？
　「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」を
発令するかどうか判断することになるんだけれ
ど、それは市町村の役割なんだ。津市は水位だ
けではなく、「それまでに降った雨の量」や「そ
の後にどれくらい水位が上がるか」なども考え
た上で避難を呼び掛けることにしているんだよ。
　昨年８月の台風第11号では、三重県で初め
て大雨特別警報が発表されたけど、津市ではど
んな状況だったの？
　統計を始めて以来最高の降水量だったんだよ。
台風が接近した８月９日には白山で435.5㎜、
笠取山で393㎜の大雨を記録したんだ。
　そんなに降ったら川はどうなったの？
　雲出川や安濃川、岩田川など市内を流れる大
きな河川の水位が見る見るうちに上昇し、「氾濫
注意水位」「避難判断水位」「氾濫危険水位」を
超えたので、避難準備情報を10回、避難勧告
を７回、避難指示を４回発令したんだ。
　でも、水位観測所がない河川だと、水位がわ
からないから、避難が必要かどうか判断できな
いんじゃないの？
　地元の消防団や自主防災組織の皆さんなどに
よる見回りや、住民の皆さんからの連絡をもと
に危険かどうかを確認しているよ。昨年の台風
第11号の時も見回りや住民の皆さんからの連
絡をもとに避難勧告と避難準備情報を発令した
んだ。
　見回る人は大変だね。水位の目安は決められ
ないの？
　だから、津市は「中小河川における避難勧告

等の判断・伝達マニュアル」を作ったんだよ。
　どんな内容なの？
　市内を流れる中小河川のうち15の河川で避
難勧告等のもとになる判断地点と水位の基準、
それと開設する避難所や避難対象地域も一緒に
決めたんだ。
　どうやって場所を選んだの？
　「過去にどんな災害が発生したのか」「危険な
箇所はどこなのか」「どれくらいの水位に達し
たら危険なのか」といったことは、地域の皆さ
んが一番よくご存知だよね。だから、去年の年
末から約半年かけて、自治会長や地元の年長者、
消防団員の方々を訪ねて聞き取り調査を行った
んだ。
　その結果が15の河川ということなのね。
　そうなんだ。今回の基準の作成に合わせて、
消防団や総合支所による見回りの体制や災害対
策本部への伝達方法などの手順も決めたんだ。
　それだと、いざというときにも困らなくてい
いね。ところで、水位の基準はどうやって分か
るの？

　うん。橋台や橋脚、護岸ののり面など、それ
ぞれの基準点の状況に応じて、青色、黄色、赤
色の３色のペンキでマークをしたんだ。例えば、
青色の線まで来たら避難準備情報、黄色の線ま
で来たら避難勧告、赤色の線まで来たら避難指
示を発令するかどうか、総合的に判断するんだ。
　誰が見ても一目で分かるようになったね。
　今年の６月からこのマニュアルをもとに判断
しているよ。避難勧告などが発令されたらぜひ
早めの避難を心掛けてね！
　災害に強い津市を目指してこれからもがんば
ろうね。
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前葉市長と、平成27年度

　前葉市長と平成27年度職務経験者採用の15
人が、６月25日(木)・30日(火)の２日間、座
談会を行いました。「これまでの職務経験や能
力を市役所の仕事にどのように生かしている
か」をテーマに、「もっと生かすにはどうすれ
ばよいか」、「生かせていないとしたらどうする

　前職で法人営業に携わっていた職員は、企業誘致の部
署に配属されました。彼は今まで数々の営業マンを見て
きましたが、その経験を上回る人物と市役所で出会った
と言います。
職員　「上司がすごいですね。まず対応が早いというの
と、どこへでも行くということ。行動力が素晴らしいで
す。市役所に実際に入ってみて、規制や法律で二の足
を踏むような要素があるなか、その辺も全て知識と経
験に織り込んでいる。思い描いていた公務員像とは違
いました。私も法律や条例などの知識をさらに完璧に
して、上司のように活躍したいと思います」

想像していた公務員と違った！
すご腕営業マンに脱帽

もっともっと増やしたい！
舞台から見る高齢者の笑顔

民間で培ったサービス精神
どうぞ私の接遇を見てください

　30年間舞台照明の仕事を続けてきた職員は、文化振
興課に配属。市役所の慣例や決まり事に戸惑いつつも、
これまでの経験や強みを生かして実現してみたい目標を
語ってくれました。
職員　「私、高齢者の方がとても好きなんですけど、本
当に笑顔がすてきなんです。舞台の袖からのぞいて
客席を見ると。それをもっともっと増やしたいですね」

市長　「たくさん自分たちで事業をすることですね。
リージョンプラザなんか土日のたびに使われているけ
ど、もっと平日にもイベントを企画して、高齢者の方に
来てもらうようにするとかね」

　前職で金融機関に勤めていた職員は税金を扱う部署
に配属されました。民間で取り扱っていた法律との違い
にとまどったと言いますが、「お客さま」と接する技術で
ある接遇については、これまで培った経験をすぐに生か
すことができたようです。
職員　「民間ではずっと民法に基づいて仕事をしてきた
のですが、行政は地方税法に基づいており法律が全く
違いました。でも接遇面では、自然と身についている
コミュニケーション力がすごく刺激になっていると先
輩から言われうれしかったです。それ以降どうぞ私の
接遇を見てくださいという気持ちで対応しています」

職務経験者採用とは？
なぜ今、導入したのか
　津市へのＵ・Ｉ・Ｊターン就職を望む声に応え
るため、また多様化する行政ニーズへの対応
策の一つとして、民間企業などで経験のある
人材を今年度から採用しました。しかし、市長
が職務経験者採用を意識したきっかけは、自
身が公務員として働いていた30代の頃まで
さかのぼるそうです。当時、同じ職場に採用
された職務経験者の印象をお聞きしました。
市長　「職員の中に民間企業経験者が入る
と、やっぱり組織の雰囲気が変わるなと思
いました。地方自治体も組織力強化のた
めに自由な発想で採用に取り組んでいい
んだと思わせる原体験がありました」

市 長 に ク エ ス チ ョ ン
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職務経験者採用職員15人

のか」などについて、入庁から３カ月ほど経過
した時点での率直な思いを語り合いました。建
築、土木、農林、教育、税、情報…さまざま
な部署に配属された15人の生の声を、市民の
皆さんとこれから職務経験者採用試験の受験を
考えている人にお届けします。

英語で広がる可能性！
子どもたちが夢を持てるような企画を

全くの異業種に配属
悩みの中から出た答えは…

「ありがとう」がやりがい
民間でも公務員でもそれは同じ

　語学力を生かし、ロンドンの金融機関などで勤務経験
のある職員は、教育委員会事務局に配属されました。学
校の授業で英語に触れる機会がますます低年齢化して
いくなか、津市の英語教育への取り組みについてやりが
いを感じていました。
職員　「子どもたちには、英語が話せることで夢を持て
るような企画を考えています。中学校で初めて英語に
触れると嫌いになる子もいるので、早い段階から楽し
く勉強していくことによって、英語が話せるとこんなに
世界が広がるんだよというのを見せてあげたいです」

　こども支援課に配属された職員は、前職のシステムエ
ンジニアとしての経験から培ったコンピューターの知識
を生かすにはどうしたらいいか、模索する日々を語ってく
れました。
職員　「現在、手入力している作業などをシステム化し
たり、さらには個人情報を保護するセキュリティー意識
を市役所全体として高めていけたらと思っています」
市長　「コンピューターのスキルはどんな部署でも使え
る能力であり、これまでの職員たちは専門的な知識を
身につけている人があまり多くなかった。そういう意
味で気がつくことを、どんどんやってみてください」

　同じ公務員でも国や県と比べると市民の皆さんからの
反応がダイレクトな市役所での業務。「ありがとう」と言っ
てもらえる課とそうでない課もあり、モチベーションのあ
り方について、さまざまな意見が飛び出しました。
職員　「県庁所在地であるというプライドを職員一人一
人が持つことだと感じています。民間では当たり前の
ように他社と競い合っている。そうしないとすぐに淘
汰されてしまいますからね。他の自治体に負けないと
いう気持ちが大切なのかなと思います」

職員　「月並みな言い方ですけど、津市が好きかどうか
ではないでしょうか。それがあったら、しんどいことが
あっても乗り越えられると思います」

当たり前だと思っていることが
誰かの役に立つスキルかもしれない
 ●  周囲の刺激になれるように頑張ります
 ●  100人以上に津市の名前を覚えてもらいます
 ●  現場での経験を職員の皆さんに伝えたい
 ●  自分の経験を生かせる場面が絶対にある
 ●  先輩が輝くところを引き出してくれます
 ●  経験が生かせるって恵まれたチャンスです
 ●  自分の能力を誰かが見てくれています
 ●  今までの経験を生かして新しい自分を発見！
 ●  津市を良くしたいという気持ちがあればＯＫ
 ●  あなたのどんな能力でも必ず役に立ちます
 ●  現在の職務を生かせるか迷っていても大丈夫
 ●  あなたにしかできないことが必ずある

▲ ▲ ▲

職 務経 験 者 採用 職 員 の 声

平成27年度津市職員採用試験（職務経験者対象）につ
いては、広報津８月16日号に掲載予定です。

とう

た



6 広報 津 2015.8.1

①一志西小学校改修

②一志中学校改修・大規模改造

⑦一志体育館天井改修⑤市一志庁舎改築、市一志庁舎駐車場等整備

　ねえねえ、シロモチくん！１０の市町村が合併したことで、一志地域
（旧一志町）ではどのようなまちづくりが行われたの？

　手続きなどもスムーズにできるようになって、これまでより利用しやすい
庁舎になったんだね。

　一志地域では、建物が何棟もあった一志庁舎を一つの建物に改築し、
駐車場も広くして来庁者の皆さんに使いやすくしたんだ。

　うん、この他にも学校で安全に気持ち良く勉強できるように中学校の大規
模改造や、地域の安全を守る白山消防署一志分署の移転整備も進んでいるん
だ。これまでの一志地域の主なまちづくりをまとめてみたよ。

教育環境の充実
① 一志西小学校改修
② 一志中学校改修・大規模改造
　（～平成28年度）
③ 川合幼稚園テラス改修
④ 高野保育園給食室増改築

⑤ 市一志庁舎改築、市一志庁舎駐車場等整備
⑥ 一志テニスコート改修
⑦ 一志体育館天井改修
⑧ 虹が丘くすの木公園整備
⑨ 西川原公園管理施設整備

⑩ 白山消防署一志分署移転整備（平成27年
　 ６月末着工、平成28年３月完成予定）
⑪ 耐震性防火水槽（60㎥級）設置（平岩公園・
　 小山台地公園）

⑫ 上水道配水管敷設等
⑬ 下水道整備の推進
　【整備率　平成18年度：78.4％
　 →平成26年度：88.8％】
⑭ 井生波瀬線道路新設改良
⑮ 市道高野田尻線道路改良工事に
　 伴う踏切内歩道設置

合併後の津市のまちづくり⑧
～一志地域編～

一志地域の主なまちづくりの実績

公共施設の整備

消防・防災の強化

インフラ整備
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地域の声

広報津９月１日号の合併後の津市のまちづくり⑨では白山地域編をお届けします。

一志地区地域審議会
会長　井上勝司さん

問い合わせ　一志総合支所地域振興課　　293－3000　　293－5544

　一志地区地域審議会では、これまで自分たちの住む地域の現状と課題を探り、
地域を元気にするためにはどうしたら良いかを審議し、まちづくりの方向性につい
て意見や提言を行ってきました。
　私たちは、子どもの見守りや通学路の安全確保など「安全安心のまちづくり」の
ため積極的に取り組んでいます。市においては、台風等による自然災害の減災な
ど、災害に強いまちづくりに一層のご尽力をお願いしたいと思います。
　また、とことめの里一志周辺では四季折々の自然を愛でる場として、景観づくり
に努められています。今後は、市民の皆さんから親しまれる憩いの場や交流拠点と
して整備していただくとともに、各地域に高齢者の生きがいや地域の仲間が集い
交流を育むことのできる「サロン」を創設していただければ幸いです。
　これからも地域住民の声に耳を傾け、地域に寄り添ったまちづくりが進められる
ことを期待しています。
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井生波瀬線道路新設改良

白山消防署一志分署移転整備（完成イメージ図）

一志テニスコート改修
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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

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

お忘れなく
児童扶養手当の現況届

保険医療助成課
　229－3317　　229－5001

津市国民健康保険加入中の
40～74歳の人へ
特定健康診査の受診を

環境保全課
　229－3259　　229－3354

川や水路で異常を発見したら
すぐに連絡をお知らせ

地域医療推進室
　229－3372　　229－3287

お盆期間中の歯科応急診療

資産税課
　229－3132　　229－3331

新築住宅の固定資産税を減額

問い合わせ　人事課
　229－3106　　229－3347

　児童扶養手当を受給している人
は、毎年現況届を提出し、認定を受
けることが必要です。提出しない
と、受給資格があっても手当を受
けることができませんので、必ず
受付期間内に提出してください。
受付期間　８月３日(月)～31日(月)

　

　お盆の期間中に、次のとおり
歯科応急診療を行います。
と　き　８月14日(金)・15日(土)
　10時～12時
ところ　津市休日応急・夜間こ
　ども応急クリニック(三重病院
　敷地内、Ｔ236－5501)

上記期間外に受診する場合は、
下記へお問い合わせください。
医療ネットみえ
　ホームページ
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
　携帯電話サイト
　http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
三重県救急医療情報センター
　オペレーターによる電話案内
　Ｔ256－1199
　自動案内(音声・ファクス)
　Ｔ0800－100－1199(通話無料)

　対象者には、６月末に特定健康
診査の受診券が届いています。自
分の健康管理のために、特定健康
診査を受けましょう。なお、５月か
ら8月末日までに新たに津市国民

健康保険に加入した人には、８月
上旬から受診券が順次届きます。
　健康診査の内容など詳しくは、
受診券に同封の案内または広報
津６月16日号と同時配布の「平
成27年度がん検診と健康診査の
ご案内」をご覧ください。
受診方法　県内の協力医療機関
　での個別健診または市内で行
　う集団健診のいずれかを選択
健診期間　
　個別健診…７月～11月
　集団健診…７月～12月
費　用　500円(平成26年度市・
　県民税非課税世帯は無料)
※特定健康診査を受診後、一定の
　基準に当てはまる人には、生活
　習慣を改善するための支援が
　受けられる特定保健指導の案
　内が届きます。案内が届いた
　ら、ぜひ指導を受けましょう。

　住宅の建設を促進するため、
次の要件を満たす場合に、一定
期間固定資産税が減額されます。
減額要件　居住部分が２分の１
　以上の住宅(以下「住宅」とい
　う)で、居住部分の床面積が50
　㎡(一戸建て以外の貸家住宅は
　一区画の面積が40㎡)以上280
　㎡以下の新築の家屋
減額税額　居住部分１戸当たり
　120㎡までの部分の固定資産
　税額を２分の１に減額
減額期間
一般の住宅…新築した年の翌年
　度から３年度分(３階建て以上
　の中高層耐火住宅などは新築
　した年の翌年度から５年度分)
認定長期優良住宅…新築した年
　の翌年度から５年度分(３階建
　て以上の中高層耐火住宅など
　は新築した年の翌年度から７
　年度分)

　「川に油が流れている」「魚の死
骸が浮いている」など、川や水
路で異常を発見したら、下記へ
ご連絡ください。きれいな川と
私たちの暮らしを守るため、迅
速な通報をお願いします。
連絡先
　環境保全課(Ｔ229－3259)
　三重河川国道事務所(Ｔ229－2218)

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

　津市職員採用試験の受験を希
望する人を対象に、各職種の仕
事内容などについての説明会を
開催します。
と　き　８月14日(金)13時30分～
ところ　アスト津４階アストホール
※参加申込方法など詳しくは、津
　市ホームペ
　ージをご覧
　いただくか、
　人事課まで
　お問い合わ
　せください。

　平成27年度津市職員採用試
験、平成27年度津市職員採用
試験(職務経験者対象)について
は、広報津８月16日号に掲載
する予定です。また、津市ホー
ムページには、詳細が決まり次
第掲載します。

昨年の様子

津市職員採用説明会



広報 津 2015.8.1 9

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

募　　集

市民交流課
　229－3252　　227－8070

忘れずに受けましょう
はかりの定期検査

救急課
　254－1603　　256－7755

上級救命講習会

一志児童館
　・　293－0936

一志児童館地域交流会

介護保険課
　229－3149　　229－3334

介護予防・日常生活支援
総合事業 意見交換会

白山公民館
　262－7027　　262－7055

白鷺伝説講座

文化振興課
　229－3250　　229－3247

津市文化振興基金助成制度

津北工事事務所
　267－0181　　268－5235
津南工事事務所
　254－5351　　255－5586
各総合支所地域振興課

８月10日は道の日
８月は道路ふれあい月間

※警報発令など荒天の場合は中止になる場
　合があります。

と　き
８月６日㈭
10時15分～12時

ところ
美杉総合文化センター
西玄関

８月６日㈭
14時～15時

太郎生多目的集会所
多目的ホール

８月11日㈫
10時15分～12時

市白山庁舎
アトリウム

８月19日㈬
10時～12時

橋南市民センター
ロビー

８月20日㈭
10時～12時

高茶屋市民センター
ロビー

８月25日㈫
10時～12時
13時～14時

香良洲公民館
ロビー

８月26日㈬
10時～12時
13時～15時

市本庁舎南別棟
津市計量検査所

８月27日㈭
10時～12時

旧市久居庁舎
南館車庫

９月２日㈬
10時～12時

一志高岡公民館
入口

９月３日㈭
10時～12時

市本庁舎南別棟
津市計量検査所

しら　さぎ

　はかりは、使用している間に
精度に誤差が生じる場合があり
ます。このため、商店や工場、
病院などで取り引きや証明に使
用するはかりは、２年に一度の
定期検査を受けることが計量法
で定められています。これらの
はかりを持っている場合は、必
ず定期検査か計量士による代検
査を受けてください。今年度に
市が行う定期検査は次の表のと
おりです。
とき・ところ

対象地域　津地域(修成・育生・
　南が丘・藤水・高茶屋・雲出
　地区)、久居・香良洲・一志・
　白山・美杉地域

　国土交通省では、道路を利用
している皆さんに道路の役割や
重要性、大切さを認識してもら

うために、８月の１カ月間を道
路ふれあい月間、８月10日を道
の日としています。この機会
に、道路の正しい利用について
考えてみませんか。また、市道
に穴ぼこが空いているなど危険
な状態を発見したときは、市へ
連絡してください。

　白山地域に伝わる白鷺伝説に
ついて学びませんか。
と　き　８月19日(水)９時30分
　～(小雨決行)
ところ　白山比咩神社(白山町川
　口)　※現地集合
対　象　市内に在住・在勤・在
　学で歴史に興味のある人
講　師　白山道しるべの会
申し込み　電話で白山公民館へ
締め切り　８月10日(月)

　いざというときに備えて、応
急手当てを覚えましょう。
と　き　９月６日(日)９時～18時
ところ　中消防署安濃分署
内　容　人工呼吸・胸骨圧迫(心
　臓マッサージ)・AED・止血
　法・傷病者管理法・副子固定
　法など
定　員　先着30人
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　８月17日(月)～28日(金)

と　き　８月20日(木)13時30分
　～15時30分
ところ　美里社会福祉センター
内　容　実務者会議の報告と住
　民主体の支援の在り方につい
　ての意見交換

定　員　80人
申し込み　電話で介護保険課へ
申込期間　８月３日(月)～14日(金)

助成対象　来年３月31日までに
　実施・完了する次のような事業
●文化に触れ合う機会、学習す
　る機会の提供
●文化活動の発表
●地域の文化を生かした交流・
　まちづくり
●歴史・文化の保存、活用
●津市が特に文化振興に意義が
　あると認める研究・活動
※詳しくは応募要領を参照
助成額　経費のおおむね３分の
　１以内で、上限は20万円(希
　望額を満たさない場合があり
　ます)
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人、または市内で活動す
　る団体
申し込み　文化振興課または各
　総合支所地域振興課にある申
　込書に必要書類を添えて提出
　※申込書などは津市ホームペー
　ジからもダウンロードできます。
申込期間　８月３日(月)～28日(金)

　ボランティ
アグループ「福
寿草」による
交流会です。
と　き　８月
　26日(水)10
　時～
ところ　一志児童館
内　容　こけ玉づくり
対　象　市内に在住の高校生以
　下(就学前の子どもは保護者同
　伴)
定　員　先着15人
申し込み　電話で一志児童館へ
申込期間　８月10日(月)～25日(火)

しら　やま　 ひ　　め

昨年の様子
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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

ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.５

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市スポーツ教室

中央公民館
　228－2618　　229－5150

中央公民館教養セミナー
体と心に優しいスイーツセミナー

募　　集

◆健康水泳教室(秋のコース)
と　き　９月17日～11月５日の
　毎週木曜日10時～11時30分
定　員　抽選50人(初心者を優先)
受講料　5,500円(傷害保険料を
　含む)
◆アクアフィットネス教室
と　き　９月18日～11月６日の
　毎週金曜日10時～11時
定　員　抽選30人(初心者を優先)
受講料　3,500円(傷害保険料を
　含む)
いずれも
ところ　津市民プール
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
申し込み　スポーツ振興課また
　は津市体育館、津市民プール、

　各総合支所地域振興課、津市
　スポーツ協会にある所定の用
　紙に必要事項を記入し、直接
　窓口またはファクスで提出
締め切り　８月20日(木)

◆コース①…パティスリー ナカ
ジマヤの洋菓子職人が教える夏
休み親子スイーツセミナー
と　き　８月30日(日)14時～16時
ところ　中央公民館調理実習室
内　容　生クリーム入りスポン
　ジケーキ
対　象　市内に在住・在学の小
　学生と保護者(２人１組)
定　員　抽選12組
費　用　1,300円(材料費、受講料)
◆コース②…洋菓子タカクワの
洋菓子職人が教える大人のため

のスイーツセミナー
と　き　９月８日(火)９時30分
　～13時
ところ　中央公民館調理実習室
内　容　自宅で作れるシューク
　リームと焼菓子
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　抽選18人
費　用　1,300円(材料費、受講料)
いずれも
持ち物　エプロン、手拭きタオル
申し込み　往復はがきで希望コー
　ス番号、コース名、住所、参加
　者全員の氏名(ふりがな)、電
　話番号、コース①は学校名と
　学年を記入し、中央公民館(〒
　514-0027 大門７-15 津セン
　ターパレス２階)へ　※往復は
　がき１枚につき１人(１組)１
　講座のみ有効
締め切り　８月18日(火)必着

　いよいよ夏真っ盛りとなってきた今日この
頃、名松線復旧工事は暑さに負けずに進んでい
ます。さて、今回は前回に引き続き、津市内の
駅を紹介していきます。
　井関駅を越えた先にあるトンネルを抜ける
と、雲出川と県道久居美杉線が一段下に並走し
ているのが見えます。ここから名松線の終点伊
勢奥津駅のすぐ近くまで、雲出川と県道久居美
杉線は、名松線と付かず離れず同じ方向へ向
かって続いていきます。
　県道久居美杉線を真横に見ながら、長い直線
の線路が1.5km以上続き、天気の良い日なら遠
くの青山高原に風車が立ち並ぶ景色が見えま

す。この直線の途
中にあるのが伊勢
大井駅です。風車
の眺めや、延々と
続く真っすぐな線
路と道路の間に群
生する野草の眺め

問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

が素晴らしい駅です。
　列車は進み鉄橋を渡って、一志地域から白山
地域へと入っていきます。白山地域最初の駅は
伊勢川口駅。かつては名松線より先に私鉄の中
勢鉄道の駅として開業し、しばらく後に名松線
が延伸開業したときに名松線の駅も設置され、
当時は二つの鉄道の接続駅として重要な役割を
果たしていました。現在は、長く一直線に延び
た線路が田園風景の中を走る姿を望む、ゆった
りとした空気の流れる駅です。
　次の駅、関ノ宮駅までは乗車時間２分少々、
名松線の駅と駅の距離としては伊勢八太駅から
一志駅間に次ぐ短さです。この駅は市白山庁舎
の最寄駅で、庁舎までは徒歩約２分。市白山庁
舎の駐車場には、名松線に乗る人が無料で駐車
できる区画があり、名松線パーク＆ライドを推
奨しています。普段の生活では車の利用が多
く、なかなか名松線に乗る機会がない人も、こ
の駐車場に車を止めて、地元ローカル線の名松
線に乗ってみてはいかがでしょうか。

おわび　広報津７月１日号19ページの「JR名松線運行再開までの軌跡 Vol.4」右段の中で、村の名前に
　　　　一部誤りがありました。正しくは「川合村」です。おわびして訂正させていただきます。
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３～５歳児

入園願書配布期間　９月１日(火)～18日(金)
受付期間　10月１日(木)～９日(金)

久居地域内の３歳児保育実施園
住所のある小学校区の幼稚園

三重大学教育学部附属幼稚園（３～５歳児）

受付開始　９月１日(火)～
　入園願書の配布、提出方法などは各幼稚園で異
なりますので、詳しくは各幼稚園へお問い合わせ
ください。

私立幼稚園

入園願書配布日　８月17日(月)～
受付期間　９月１日(火)～18日(金)８時30分～17
　時15分(土・日曜日を除く)
配布場所　各幼稚園、教委学校教育課、各教育事
　務所
利用者負担額(保育料)　平成27年度から利用者負
　担額が変更になりました。新しい利用者負担額
　については、津市ホームページをご覧ください。
通園できる範囲

　３歳児の二次募集は、３歳児保育実施園で定員
に余裕がある場合に、12月ごろ実施する予定で
す。この場合は、住んでいる地域にかかわらず入
園願書の提出ができます。詳しくは、教委学校教
育課(Ｔ229-3391)へお問い合わせください。

市立幼稚園

市内の幼稚園の
園児を募集

　入園願書の提出方法など、詳しくは同幼稚園(観
音寺町、Ｔ227-1711)へお問い合わせください。

藤認定こども園(０～５歳)
　１号認定子ども(３～５歳教育標準認定)の受付開
始は、９月１日(火)からです。入園願書の配布、提
出方法など、詳しくは同認定こども園(豊が丘二丁

認定こども園
目、Ｔ230-1280)へお問い合わせください。２号
認定子ども(３～５歳保育認定)と３号認定子ども
(０～２歳保育認定)については、市内保育所などへ
の入所手続きと同様、10月に行う予定です。

高田幼稚園
聖ヤコブ幼稚園
ルーテル二葉幼稚園
大川幼稚園
清泉幼稚園
ふたば幼稚園
津幼稚園
津西幼稚園
のべの幼稚園

修成幼稚園
南立誠幼稚園
北立誠幼稚園
敬和幼稚園
育生幼稚園
新町幼稚園
藤水幼稚園
高茶屋幼稚園
神戸幼稚園
安東幼稚園
雲出幼稚園
大里幼稚園
高野尾幼稚園
白塚幼稚園
巽ヶ丘幼稚園
桃園幼稚園
戸木幼稚園
榊原幼稚園
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
村主幼稚園
安濃幼稚園
明合幼稚園
草生幼稚園(明合幼稚園で保育を実施)
香良洲幼稚園
川合幼稚園
高岡幼稚園
白山幼稚園

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

４・５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

３～５歳児

津

久　居

河　芸

芸　濃

美　里

安　濃

香良洲

一　志

白山・美杉

地　域 対象児 幼稚園名 ところ 問い合わせ
修成町
桜橋二丁目
江戸橋一丁目
中河原
阿漕町津興
新町三丁目
藤方
高茶屋三丁目
神戸　
納所町
雲出本郷町
大里窪田町
高野尾町
白塚町
久居東鷹跡町
新家町
戸木町
榊原町
久居北口町
森町
久居野村町
河芸町北黒田
河芸町一色
河芸町上野
河芸町千里ヶ丘
芸濃町椋本
芸濃町林
芸濃町北神山
美里町家所
安濃町連部
安濃町内多
安濃町大塚

香良洲町
一志町八太
一志町高野
白山町南出

Ｔ228－8822
Ｔ228－8509
Ｔ232－4084
Ｔ227－0504
Ｔ228－2379
Ｔ227－0507
Ｔ227－0552
Ｔ234－2616
Ｔ226－0204
Ｔ226－4754
Ｔ234－3805
Ｔ232－5913
Ｔ230－0131
Ｔ232－1050
Ｔ255－2654
Ｔ256－6513
Ｔ255－5366
Ｔ252－0883
Ｔ255－3256
Ｔ252－1167
Ｔ255－7130
Ｔ245－4093
Ｔ245－4092
Ｔ245－4091
Ｔ245－4121
Ｔ265－4529
Ｔ265－2054
Ｔ265－4361
Ｔ279－2331
Ｔ268－2363
Ｔ268－2362
Ｔ268－2360

Ｔ292－2511
Ｔ293－6502
Ｔ293－1405
Ｔ264－0080

津

久　居

河　芸
芸　濃
美　里
安　濃
香良洲
一　志
白山・美杉

３歳児
４・５歳児

幼稚園名 ところ 問い合わせ対象児
一身田町
丸之内
南が丘一丁目
大谷町
南丸之内
白塚町
南河路
河辺町
久居二ノ町

Ｔ232－2251
Ｔ228－3637
Ｔ226－9945
Ｔ226－3131
Ｔ228－5341
Ｔ232－3228
Ｔ228－8897
Ｔ225－4638
Ｔ255－4316

問い合わせ　市立幼稚園

▲

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

▲

各園

津地域内の幼稚園

住所のある小学校区の幼稚園
芸濃地域内の幼稚園
みさと幼稚園
安濃地域内の幼稚園
香良洲幼稚園
一志地域内の幼稚園
白山幼稚園

居住地域 通園できる範囲

３歳児　平成24年４月２日～平成25年４月１日生まれ
４歳児　平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ
５歳児　平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれ
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秋に実を結ぶ 田んぼアート 
▲

 6/7

秋が待ち遠しいな 

▲

 6/10

大漁だ～!! 

▲

 6/2

ふるさとを知ろう 

▲

 6/8

　美杉小学校の１・２年生が下之川地内にある畑で
さつまいものつるさしをしました。子どもたちは地
元の老人クラブの皆さんに教わりながら一生懸命
作業をし、収穫を楽しみにしていました。

　津ふるさと学検定の現地説明会が、安濃町太田地
区で開催されました。安濃ガイド会「草陰」の皆さん
が阿弥陀如来坐像や太田城跡などを案内し、参加者
は歴史にまつわる話に熱心に耳を傾けていました。

　榊原町安子地内で「榊原温泉田んぼアート2015」
の田植えが行われ、約200人の参加者が４色の稲を植

えました。７月中旬から９月上旬にかけ、田んぼに山
と風車の絵が現れますので、ぜひお楽しみください。

　香良洲海岸で、香良洲小学校
恒例の遠足「たてぼし」が行わ
れました。子どもたちは魚が足
に触れる感触や、大物を捕まえ
た時の感動に声を上げて喜んで
いました。

くさ　かげ

あ　　み　　だ
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　津リージョンプラザで「歯の健康展」が開催さ
れました。よい歯のコンクールやフッ化物塗布、
歯の健康相談などにたくさんの人が訪れ、歯につ
いて考えるよい機会になりました。

　はくさんを美しくする運動が白山地域の各地区
で行われました。多くの皆さんが参加し、ゴミ袋
を片手に歩いた道が、次々ときれいになっていき
ました。

わたしのまちを美しく 

▲

 6/14目指そう、80歳で20本！ 

▲

 6/7

　市芸濃庁舎芝生広場で、芸濃町老人クラブ連合
会のグラウンドゴルフ大会が開催されました。約
150人が参加し、プレーとおしゃべりを楽しみな
がら親睦を深めました。

　津市自主防災会美里支部が市美里庁舎駐車場で
水防訓練を行いました。河川の増水による堤防決壊
などを想定し、自主防災会の皆さんが水防技術の習
得に向け、真剣な表情で実地訓練に取り組みました。

まちと命を守るため 

▲

 6/7

初めて見たよ！
この虫、なあに？▲

 6/12

鮮やかな緑の芝生の上で 

▲

 6/4

　高岡幼稚園・高野保育園の
園児たちが、ＪＡ三重中央郷
土資料館へ養蚕見学に行きま
した。子どもたちは興味深そ
うに、桑の葉を蚕にあげた
り、一志町歴史語り部の会の
皆さんの話を一生懸命聞いた
りしていました。
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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

■津市民体育大会

サッカー ９月～12月

９月27日㈰陸上競技

８月３日㈪～14日㈮

８月７日㈮～28日㈮

中学生 22チーム

先着500人幼児～一般

市内中学校グラウンド
種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間

■津市民スポーツ教室

フェンシング ９月６日㈰
９時30分～12時30分 ８月17日㈪～31日㈪小学生以上 30人津東高校（一身田上津部田）

三重交通グループスポーツの杜伊勢
（県営総合競技場）

もり

種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間

北方対策本部│

　中小企業の皆さんへ
　退職金は国の退職金制度で
　国の制度だから安全・安心、
社外積み立てのため管理は簡単
で、掛け金は全額非課税です。
　詳しくは中小企業退職金共済
事業本部のホームページをご覧
ください。
　同事業本部(　03－6907－1234)

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

　８月は北方領土返還運動
　全国強調月間
　北方四島(歯舞群島、色丹島、
国後島、択捉島)はわが国固有の
領土です。北方領土問題を一日
も早く解決するため、皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
　県広聴広報課(　224－2031)

　ビーチバレーin御殿場
　熱気あふれる試合や、無料で
参加できるアトラクションをお
楽しみください。　※出場チー
ムの募集は終了しました。
　８月23日(日)９時～18時　　
御殿場海岸
　ビーチバレーin御殿場実行委員
会(観光振興課内、　229－3234)

　二ノ町夜店
　地元の商店会による手作り夜
店。歩行者天国になり、さまざ
まな催しが行われます。
　８月８日(土)18時～21時　※
雨天またはサマーフェスタイン
ひさいが８日(土)開催の場合は
９日(日)に順延　　二ノ町商店
街(久居二ノ町)
　二ノ町商店会会長(　255－2353)

　第18回子育て支援講演会
　８月24日(月)10時～　　清泉
幼稚園２階リズム館(南丸之内)
　松岡由香さん(朗読アーティス
ト)による講演「絵本に命が宿る
とき」
　同幼稚園(　228－5341)

　美杉なあなあまつり
　８月９日(日)10時～16時　　
道の駅「美杉」とＪＲ名松線伊勢奥
津駅周辺　　映画「WOOD JOB!

(ウッジョブ!)～神去なあなあ日常
～」に登場した御神木を使用した
イベントやロケ地ツアー、ウオーク
イベント、ＪＲ名松線のＰＲなど
　神去村青年団担当(　090－8388－
3164)

　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。
　８月23日(日)、９月19日(土)・
20(日)、10月25日(日)10時～16
時(８月23日は18時まで)　　県
総合文化センター(一身田上津部
田)　　県内外の食とクラフトの店
約80店による展示、販売、体験
　ふきの藤代表(　090－3459－
7496)

　森林セラピーウオークデーコース
　津市森林セラピー基地の大洞
石畳コース、三多気蔵王コース、
日神西浦コースを歩きませんか。
　９月20日(日)９時30分～15時
　各コーススタート地点集合(詳
しくは申込時に案内します)　※ＪＲ
名松線を利用する人は送迎あり
　　各コース10人　　2,000円
(昼食・保険代を含む)
　８月７日(金)～21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

みんなの
情報掲示板

お知らせ

イベント

募　集

　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)

はぼまいぐんとう しこたんとう

くなしりとう えとろふとう
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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　

　ひさい版仮装大笑2015出場者
　毎年恒例のひさい版仮装大笑
に出場してみませんか。
　10月18日(日)　　県文化会館
中ホール(県総合文化センター
内)　　15組程度(書類審査あり)
　９月25日(金)までに久居まつり
実行委員会事務局(久居総合支所
地域振興課内、　255－8846)へ

　ひさい音楽祭出演団体
　来年１月31日(日)13時～　　
久居総合福祉会館３階レクリエー
ションホール　　同音楽祭への
出演と運営　※出演は入退場含
め10分以内　　原則として市内
を中心に活動するクラシック音
楽の演奏形態をもつ音楽団体
　８月３日(月)～21日(金)に久
居総合支所地域振興課にある応
募用紙に必要事項を記入し提出
(21日は17時まで)　※応募用紙
は電話で取り寄せ可能
　同音楽祭実行委員会(同課内、
　255－8812)

　子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりお
茶を飲みながら、日頃思ってい
ることをなんでも話せる集まり
です。臨床心理士がサポートし
ます。
　８月26日(水)10時～12時　　
高田短期大学(一身田豊野)　　
子育て中の母親(１人目の子どもが
未就学児であること)　　　15人
　500円(軽食代を含む)　※託
児を利用する場合は子ども１人
につき500円が別途必要
　８月７日(金)から電話で同短
期大学総務課(　232-2310)へ
※土・日曜日、お盆期間中を除く

　介護職員初任者研修
　９月10日(木)～10月29日(木)
　三重県社会福祉会館(桜橋二丁
目)　　県内に住民登録している
満75歳未満で、研修終了後、県

内の福祉・介護職場に就労でき
る人　　　39人　　5,400円(教
材費)
　８月３日(月)～31日(月)に三重
県社会福祉協議会(　227－5160)
へ　※必着

　シルバー人材センター技能講習
　「フォークリフト講習」
　９月30日(水)、10月13日(火)・
14日(水)・15日(木)・23日(金)　
　三重県トラック会館(桜橋三丁
目)、サン・ワーク津　　フォー
クリフトの安全運行に必要な知
識を習得する講習　　55歳以上
の求職中の人で、普通自動車運
転免許を持っている人　　20人
　８月５日(水)～９月２日(水)
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

　武道教室体験会
　９月１日(火)～５日(土)　　
三重武道館(栗真中山町)　　柔
道、剣道、弓道、なぎなた、空手
道、太極拳、居合道　　小学１年
生以上(弓道は中学１年生以上)
　８月１日(土)～23日(日)９時
～17時に直接窓口または電話、
ファクスで氏名、年齢、電話番
号、参加種目を三重武道館(　
231－0969、　231－1381)へ　
※月曜日休館

　夏休み親子ゴルフ体験会
　８月23日(日)12時～17時　　
スポーツプラザマツダ(庄田町)、
伊勢中川ＣＣ(一志町井生)　　
練習と３ホールのラウンド体験
　小学生とゴルフ経験がある保
護者　　　12組(24人)
　８月６日(木)～21日(金)に直
接スポーツプラザマツダ店頭へ 
　親子ゴルフ体験会
実行委員会担当(　
256－5321）

　韓国料理体験教室
　簡単で本格的な韓国料理を
作ってみませんか。
　９月19日(土)13時30分～16
時　　津リージョンプラザ２階
栄養指導室　　30人　　1,500
円(会員1,000円)
　ファクスで三重県日韓親善協
会事務局(　224－8765)へ　
　同事務局(　224－8765)

　津少年鑑別所施設見学会
　８月29日(土)13時30分～15時
30分　　津少年鑑別所(南新町)
　施設の見学や説明　　20人
　８月21日(金)までに、住所、
氏名、年齢、電話番号を同鑑別
所(　228－3556)へ　※土・日曜日
を除く９時～16時

　中国の気功を教えます
　８月９日・23日、９月13日・27
日、10月11日・25日、11月８日・
22日いずれも日曜日13時～16時
　津センターパレス地下１階レ
クリエーション室　　気功で健
康になりたい人、興味がある人
　電話で担当(　090－1864－
0576)へ

　弁護士による法律相談(面談)
　８月24日、９月28日いずれも
月曜日10時～12時、13時～15
時　　市本庁舎３階相談室　　
女性　　　各日８人(予約優先、
相談時間は１人30分以内）
　８月19日(水)８時30分から電話
で男女共同参画室(　229－3103)へ

　司法書士による法律相談
　８月26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　
　８月18日(火)８時30分から電
話で地域連携課(　229－3105)へ

無料相談コーナー
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長市 活動日記から

長市 コラム

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります 津市長コラム

津市独自の避難基準を
定めました

■三重県漁港漁場協会 第65回通常
　総会(JA三重ビル)…６月２日

　この日の総会において役員の改選
があり、三重県漁港漁場協会会長に
就任しました。三重県は、1088km
の海岸線を有し、変化に富んだ海域
のもと多様な水産業が営まれていま
す。同協会は、全国でも有数の水産
県として知られる三重県の漁港・漁
場などの整備や漁業の活性化を促進
し、県内の水産業の振興を図ること
を目的に活動しています。今後、市
内の３漁協を含む県内漁業関係者と
連携しながら水産業の発展に尽力す
るとともに、海岸保全施設の整備を
最重要課題として重点的に取り組ん
でまいります。

■津商工会議所青年部設立30周年記
　念式典(津都ホテル)…６月20日
　津商工会議所青年部(津YEG)は、
昭和60年に「活力ある津を青年の
手で！」をスローガンに設立され、
平成17年の津YEGと久居YEGの統
合を経て、今年で30周年を迎えられ
ました。30年の間には、「津ベストシ
チズン」の贈呈、「欽ちゃんの仮装大
笑久居版」の開催、「元気玉」太鼓の
復活など、地域の活性化にも積極的
に取り組まれ、市民の皆さんに愛さ
れ親しまれる活動を繰り広げられて
います。YEGの皆さんの若くエネ
ルギッシュな行動力と、津市を思う
情熱に改めて感謝いたします。

■津民芸保存会創立50周年記念式典 
　(津都ホテル)…６月28日

　津民芸保存会が、創立から50周
年を迎えられ、記念式典が開催され
ました。半世紀にわたり、世代を超
えて津の貴重な郷土芸能を脈々と受
け継いでこられた会員の皆さんのご
尽力に敬意を表します。津まつりの
盛り上がりに、津民芸保存会の存在
は欠かせません。幼い頃、しゃご馬
に追われ、獅子に頭をかじられ、祭
り囃子の山車を見上げた記憶は、楽
しかった思い出として今も鮮明に脳
裏に焼き付いています。次の50年
も、津の伝統文化を次世代にしっか
りと伝え続けていただけるものと確
信しています。

津市長 前葉 泰幸

　８月は、台風による豪雨や局地的な大雨などによる
洪水被害が頻発する季節です。
　津市を流れる16河川28カ所には水位観測所が設置
されており、観測データはリアルタイムで公開されて
います。このうち、水防法で洪水予報、水位周知を実施
する重要河川として指定されている雲出川、安濃川な
ど９河川11カ所の観測所では、管理者である国と県が、
過去のデータや科学的なシミュレーション結果に基づ
く避難判断水位を設定しています。
　浸水被害の恐れがあるとき、住民に警戒を呼びかけ
るのは市町村の役目です。昨年８月、台風11号の襲来
により三重県全域に大雨特別警報が発表された際、津
市は定められた水位基準に従って10の避難準備情報、
７の避難勧告と４の避難指示を発令しました。
　一方、水位観測所のない中小河川における避難勧告
の発令は各市町村の判断に委ねられています。津市で
は消防団や地域の自主防災組織などから届けられる現

場情報を基に適時発令しており、台風11号の際は、地
元自治会から田中川の水位上昇報告を受け上野地区
に避難準備情報の発令を決定するなど、２地点で総合
的な状況判断が必要となりました。
　このときの経験から、公的な水位データが得られな
い中小河川においても、独自に基準となる水位の目安
を決めておけば、より的確な避難勧告を発令すること
ができるはずだと考えました。
　増水しやすい特定地点の水位がどこまで上昇すれば
危険なのかは、地域住民の方々が一番よくご存じで
す。市の職員は昨年末から半年かけて自治会長や地元
の年長者、消防団員などのもとを訪ね、越水や破堤に
つながる情報収集に努めました。その結果をもとに天
神川、垣内川など15の中小河川の特定地点で、避難が
必要となる水位を定め、一目でそれとわかるよう３色の
ペンキで明示することにしたのです。青の線まで来た
ら避難準備情報、黄色の線で避難勧告、さらに赤の線
に届けば避難指示を発令します。表示場所は、のり面
の３分の２、護岸階段天場から３段目、あるいは、橋桁の
底部から0.5ｍなど、地形に応じてすぐに判別できるよ
う工夫しました。
　津市が発令する避難勧告は、この６月から、新たに定
めた基準水位に基づく、よりきめ細かなものとなって
います。洪水から身を守るため、ぜひとも早めの避難
をお願いします。

ば や し
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福祉医療費
受給資格証更新

　平成27年度(平成26年中)の所得が所得制限限
度額未満であることが確認できる人には、８月
中旬に新しい受給資格証が送付されます。なお、
一人親家庭等医療費の受給者は、児童扶養手当
の現況届の状況によって、資格を失う場合があ
ります。
　転入(平成27年１月２日以降)または所得税・
住民税の未申告などで所得の確認ができない場
合や、一人親家庭等医療費の受給者で現況の確
認が必要な人には、更新手続きの案内が８月初
旬に送付されます。必要書類を添えて８月中に
提出してください。郵送による提出も可能です。

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

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

　９月１日以降の受給資格は、平成27年度(平成
26年中)所得で判定されますので、これまで該当
しなかった人も、所得の変動などにより受給で
きるようになる場合があります。受給資格の有
無など詳しくは、保険医療助成課または各総合
支所市民福祉課(市民課)までお問い合わせくださ
い。

■全ての人に共通して必要なもの
●印鑑(スタンプ印を除く)
●健康保険証
●預金通帳
■医療費助成の種類ごとに必要なもの
障がい者医療費・65歳以上障がい者医療費
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳のいずれか１つ
一人親家庭等医療費
●戸籍全部事項証明書など
妊産婦医療費
●妊娠証明書(市指定の様式)
精神障がい者医療費
●精神障害者保健福祉手帳
●入院している医療機関の領収書
■転入などにより津市で所得や課税状況が把握
　できない人
●平成27年度住民税所得課税証明書(控除の分か
　るもの)、平成27年度住民税特別徴収税額通知
　書、平成27年度住民税納税通知書のいずれか
　１つ
※住民税特別徴収税額通知書と住民税納税通知
　書がどちらもある人は、両方必要です。

更新のときの注意点など更新のときの注意点など

手続きに必要なもの手続きに必要なもの

現在、受給資格がある人 現在、受給資格がない人で
受給条件に該当する人

平成27年８月１日発行
保険医療助成課

　229－3158　 229－5001

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

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

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

　受給資格証は発行していませんので、更新手
続きは不要です。

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

精神障がい者医療費

子ども医療費(中学生)

妊産婦医療費



折り込み紙

福祉医療費
受給資格証更新

問い合わせ　保険医療助成課　　229-3158　　229-5001　または各総合支所市民福祉課(市民課)

　保育所、幼稚園、小・中学校など学校管理下での負傷・疾病は
日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となり、その医療
費(総医療費500点以上)は福祉医療費の給付対象外となります。福
祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご注
意ください。

日本スポーツ振興センター
災害共済からの給付を

優先します

対象者と助成対象額

所得制限限度額表

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

ふ　  か

●加入する健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
●保険診療以外のものと入院時食事療養費の標準負担額は対象になりません。
●入院など医療費が高額になる場合は、加入する健康保険で発行される「限度額適用認定証」を医療機関で提示すると、
　窓口での一部負担額が軽減されますのでご利用ください。
●医療機関などへの支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算していますが、福祉医療費助成金は１円単位で計算
　しますので、実際に支払った金額と差が生じる場合があります。

０人
１人
２人
３人
４人
以上

障がい者

65歳以上障がい者

精神障がい者

一人親家庭等

子ども(０歳～小学生)

子ども(中学生)

妊産婦

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

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

192万円
230万円
268万円
306万円

236万円
274万円
312万円
350万円

622万円
660万円
698万円
736万円

622万円
660万円
698万円
736万円

扶養親族
などの数 配偶者および

扶養義務者等
所得額

本人所得額

医療費助成の種類

扶養義務者等
所得額本人所得額

本人および
配偶者等
所得額

保護者所得額

障がい者・65歳以上障がい者・
精神障がい者 一人親家庭等

対象者医療費助成の種類 助成対象額(保険診療分)

子ども 妊産婦

１人増えるごと
に38万円を加
算した額

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

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

12歳になった日以降の最初の３月31日までの子ども

妊娠５カ月以上の妊産婦

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

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

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

指定病院(精神科)入院時の自己
負担相当額の２分の１

入院・通院時の自己負担相当額

上記と同じ

入院・通院時の自己負担相当額

入院時の自己負担相当額

入院・通院時の自己負担相当額
から１つの医療機関で１カ月当
たり1,500円を控除した額。ただ
し、調剤薬局は自己負担相当額
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