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どうやって守るの？ みんなの農地！
～農地維持支払制度で地域の活動を支援～

どうやって守るの？ みんなの農地！
～農地維持支払制度で地域の活動を支援～

　ねえねえ、シロモチくん。最近、市内で
荒れている農地を見かけることがあるけ
ど、どうしてかな。
　それは農業をする人が高齢になったり、
農業を受け継ぐ人がいなかったりして、農
業をやめてしまうことが多くなってきたか
らなんだ。平成22(2010)年の農林業セン
サスによると、津市内で１年以上荒れたま

まの農地は829ヘクタールもあって、香良
洲地域の面積の２倍以上にもなるんだよ。
　えー、そんなに広い面積の農地が使われ
ていないんだ！その人たちの代わりに農地
を引き受けてくれる人はいないの？
　もちろん、地域の農地を引き受けて頑
張っている「担い手農家」もいるんだけど、
農地とその周りを全て担い手農家だけで管
理することは難しいんだ。それに、個人で
農地を守っているだけでは作物はできない
んだよ。
　どういうこと？
　例えば、お米を作る場合、たくさんの水
を使うから、川から水を引いてくる水路や、
川が近くになかったら水をためておく池が
必要になるんだ。農地だけでなく、周りの
水路や池と一緒にきちんと維持管理するこ
　

地域の皆さんによる農地周辺の草刈り
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問い合わせ　農林水産政策課　　229－3172　　229－3168

とで、おいしい作物ができるんだよ。
　そうなんだ。農地を守るには、周りの環境も
守らないといけないんだね。じゃあ、このまま
農地が荒れたり、なくなったりすると、どうな
るの？おいしい作物がなくなるの？
　おいしい作物がなくなるだけじゃないよ。農
地や周辺の自然は、作物を育んでくれるだけ
じゃなくて、みんなの生活にも大切な役割を果
たしてくれているんだけど、そういう役割も失
われてしまうんだ。
　大切な役割ってどんなこと？
　例えば、あぜに囲まれた田んぼや耕された畑
には、雨水を一時的にためて、洪水の発生を防
ぐ役割があって、低地に市街地が広がっている
津市にとってはとても大切な役割なんだ。そし
て、雨水は水路や土の中へ染みこんでからゆっ
くりと川に戻るから、川の水量を安定させる役
割もあるんだよ。他にも土砂崩れを防いだり、

鳥や虫、魚なんかの生き物のすみかになったり、
農村の美しい景色や文化を創ったり、みんなの
生活を守るいろんな役割があるんだ。
　ふーん。農地を守るってことは市民の暮らし
を守るってことなんだね。じゃあ、津市はどん
な取り組みをしているの。
　「農地維持支払」という国の新しい制度を活
用して、地域の人たちがみんなで農地や水路、
農道の草刈りや簡単な修理をしたりする活動を
ずっと続けていけるように支援しているんだよ。
　そうなんだ。それは、農家の人たちだけがす
るの？
　もちろん農家の人たちだけですることもでき
るし、自治会やＰＴＡとか農業をしていない人
が一緒になって取り組むこともできるんだよ。
今、市内ではいろんな人たちが集まる94の地

域の組織が農地維持支払制度の支援を受けて活
動に取り組んでいるんだ。
　支援を受けるには、どうすればいいの？
　地域のみんなで話し合うための組織をつくっ
て、草刈りや水路の掃除とかを計画的に続けて
いくことが必要なんだよ。
　どれくらい支援が受けられるの？
　例えば、田んぼなら10アール当たり年3,000
円、畑なら10アール当たり年2,000円の支援が
受けられて、活動に必要な資材を買ったり、参
加者へ日当を払ったり、それぞれの地域に合っ
た取り組みに活用できるんだよ。
　そうなんだ。この制度をたくさんの人に活用
してもらって、農地を守る活動がどんどん広
がっていくといいね。
　津市ではこれからも、みんなの農地が将来
ずっと残っていくように、農地を守る地域活動
への支援を続けていくよ。
　農地を守る地域の取り組みが農地の荒れを防
いで、みんなの暮らしを守るってことが良くわ
かったよ。これからも農地を守っていくことに
ついて考えていかないとね。

農地とその周りの点検作業

池周りの除草作業

水路の清掃作業
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①美杉総合文化センター（市美杉庁舎）整備

②ＪＲ名松線復旧・整備（水路整備）

※一志美杉線矢頭峠バイパス
（矢頭トンネル）道路改良事業

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

　ＪＲ名松線の全線復活は地域の皆さんにとっても大きなニュースだね

　美杉地域では、４大プロジェクトのうち、ＪＲ名松線の復旧工事や新
最終処分場の建設が進められていて、いよいよ来春に完成するんだ。

　そうだね。この他にも念願だった美杉総合文化センターができて、300人が入
れるホールで、講演会や芸能発表などができるようになったよ。さらに健康につい
ての相談ができる保健センターや図書室もあって、なにより総合支所も一緒に入っ
ているからいいよね。これまでの美杉地域の主なまちづくりをまとめてみたよ。

① 美杉総合文化センター(市美杉庁舎)整備

② ＪＲ名松線復旧・整備【来春全線復旧】
③ 新最終処分場整備【平成28年４月供用開始】

④～⑤ 簡易水道整備
　④【拡張　上八知・八幡・下之川】
　⑤【新設　下竹原・中太郎生西・伊勢地】
⑥～⑫ 市道道路改良
　(⑥逢坂線、⑦三谷上村線、⑧山本三谷線、⑨山口山本線、⑩篠ヶ広
　山口線、⑪寺広本線、⑫非浦線)
⑬～⑮ 林道整備
　(⑬作業道法林線開設、⑭作業道サソウ赤野線開設、⑮林道宇都野
　線開設)
※一志美杉線矢頭峠バイパス（矢頭トンネル）道路改良事業

⑯ 美杉小学校給食施設改修
⑰ 美杉中学校屋内運動場耐震補強および給食受入施設等改修

⑱ 梅ヶ広教育集会所新築
⑲～㉑ コミュニティ施設耐震補強
　(⑲太郎生多目的集会所、⑳伊勢地多目的集会所、㉑下之川生活改
　善センター)
㉒ 伊勢奥津駅前観光案内交流施設整備

合併後の津市のまちづくり⑩
～美杉地域編～

美杉地域の主なまちづくりの実績

その他公共施設の整備

４大プロジェクト

インフラ整備

教育環境の充実

美杉総合文化センターの整備
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津市自治会連合会
美杉支部会長
赤堀嘉夫さん

市道篠ヶ広山口線

新最終処分場整備

伊勢地多目的集会所耐震補強 伊勢奥津駅前観光案内交流施設整備市道非浦線道路改良

地域の声

問い合わせ　美杉総合支所地域振興課　　272－8080　　272－1119

　美杉地域は、面積の約86％をスギやヒノキなどの美林が占めています。主な
産業である林業を中心に、米・野菜・茶などの栽培が行われており、国指定史
跡の多気北畠氏城館跡をはじめとする南北朝時代の数々の遺跡が残る自然と文
化に恵まれた地域です。
　地域おこしを目指す11の団体が参加する「美杉地域まちづくり推進連絡協議
会」を中心に、「津まつり」や三重テラスで開催する「つデイ」などに参加し、
積極的に地域の活性化に取り組んでいます。ほかにも来春復活するＪＲ名松線
を住民の交通アクセスとしてだけでなく、美杉地域に観光で訪れる皆さんに
とって魅力あるものになるよう、「美杉地域公共交通あり方検討会」で活発な
協議を行っています。また、「人は住みたい所に住むことが基本」という理念
に基づき、美杉地域の実情に即した地域医療のあり方についても、行政と地域
が一体となって話し合っています。
　これからも、行政と連携を深めながら、地域住民が一丸となって、高齢化す
る住民が安全で安心して暮らしていける地域づくりに取り組んでいきます。

伊勢竹原

君ヶ野ダム

※
伊勢鎌倉

名張市

伊勢八知

比津

伊勢奥津

Ｊ
Ｒ
名
松
線

422

368

368

⑤

⑤

⑤
⑮

667
666

755

755

29

29
15

43

39

30

①

②

③

③

④

④

④
⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

⑩

⑪

⑫

⑫

⑬

⑯
⑭

⑰

⑱

⑲

⑳

⑳
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問い合わせ　美杉総合支所地域振興課
　　　　　　　272－8080　　272－1119

問い合わせ　市民交流課
　229－3146　　227－8070

オリンピック３連覇達成記念行事

　吉田沙保里選手、登坂絵莉選手(平成26年世界選手権・アジア大
会金メダリスト)、小島豪臣選手(平成26年アジア大会銅メダリス
ト)が指導予定

吉田沙保里
選手来場！
吉田沙保里
選手来場！

平成27年度 みすぎ秋まつり
～ふるさと ふれあい 秋まつり～

日 10:00
16:00

▲

2015津市国際交流デー

　さまざまな国の人たちが集い、国際交流・多文
化共生をテーマに開催！ 異文化交流を楽しもう！

◆各国の料理や菓子を販売する国際屋台村
◆子どもも楽しめるバルーンアートやスタンプラリー
◆ダンスや音楽などのアトラクション
◆外国人住民に向けた日本文化の紹介　など

10月31日 土 13:00～  合同練習会

11月1日 日  9:00～  競技大会

10/1810/18

昨年の合同練習会

問い合わせ　スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

第３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
　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。

お城西公園（市本庁舎北側）

前日祭 10月31日■
8:30～16:15

11月1日■
9:00 ～14:00

10月30日■
　～11月2日■

本　祭

作品展示

日

金

土

月

ⒸYOSHIMOTO KYOGO CO., LTD.ⒸYOSHIMOTO KYOGO CO., LTD.

入場無料
当日入場
整理券を
配布

【第一部】映画上映
【第二部】小・中学生によるステージ発表
　　　　　音楽コンサート など

●和太鼓演奏、よさこい踊り
●文化協会芸能発表
●特産品販売および各種ブース など

●絵画、書、写真 など

まちゃまちゃ
ものいいガリットチュウ

    よしもとお笑いライブ

ところ　美杉総合文化センター
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ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.７

問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

　来年の春に全
線復活するJR
名松線は現在、
家城駅～伊勢奥
津駅間で代行バ
スによる運行が
行われていま
す。家城駅から
代行バスに乗り、最初に到着するのは、美杉地
域一つ目の駅、伊勢竹原駅です。代行バスは伊
勢竹原駅より少し手前にあるバスターミナルに
停まるので、伊勢竹原駅までは線路沿いの歩道
を２分ほど歩きます。伊勢竹原駅は昔ながらの
駅舎が残っていて、駅名の看板には「駅」の旧
字体「驛」が使われています。
　伊勢竹原駅から30分ほど歩くと、君ヶ野ダ
ムがあります。ダム湖畔には1,000本以上の桜
並木が続き、春は湖畔で花見を楽しめます。
また、もう少し足を延ばすと、全国でも有名
な岐阜県本巣市の根尾谷淡墨ザクラの子孫と

される淡墨桜も見ることができます。
　伊勢竹原駅から次の伊勢鎌倉駅まで列車はト
ンネルを２つ通ります。代行バスが走る県道久
居美杉線にも全線通して３つあるトンネルのう
ち２つがこの区間にあり、大きく蛇行した雲出
川を切り立った山が囲んでいるこのあたりの地
形を象徴しています。
　さて、２つのトンネルを抜け、鉄橋を渡る
と、伊勢鎌倉駅です。駅を過ぎるとまたすぐ鉄
橋があり、伊勢鎌倉駅は鉄橋と鉄橋に挟まれて
います。その間およそ250ｍ。このような立地
から鉄道ファンの間では、秘境駅の一つとして
知られています。
　残す駅はあと
３つ。いずれも
風情のある、名
松線らしさを感
じることができ
る駅が続きま
す。
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平成27年度

公民館文化祭公民館文化祭公民館文化祭
　公民館の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。
　白山・美杉地域の公民館文化祭について
は、広報津10月16日号でお知らせします。

公民館名

中央
Ｔ228－2618

10月18日㈰ ９時30分～16時 学習発表会
津センターパレ
ス５階
津市センターパ
レスホール 立成

Ｔ256－9393

稲葉
Ｔ252－2276

10月24日㈯・
25日㈰

10月24日㈯

11月１日㈰

９時30分～17時
（25日は12時ま
で）

９時～17時（１
日は15時まで）

一志高岡公民館

大井公民館

波瀬公民館

川合公民館

９時～17時（３
日は15時まで）

９時30分～14時
９時30分～15時

10時～14時

作品展示

学習発表会
作品展示（幼稚園児）

10時～14時 バザー、抽選会、パン食
い競争など

10時15分
～10時30分

10時30分～14時

15時30分～17時
14時30分～15時

風童夢太鼓

９時45分
～11時25分 学習発表会

茶会（抹茶）

10時～14時30分 作品展示、学習発表会、
バザーなど

茶会（抹茶）、模擬店など

立成公民館

久居体育館

稲葉公民館と
その周辺

七栗
Ｔ252－1986

桃園
Ｔ256－7686

戸木
Ｔ255－2135

一志高岡
Ｔ293－5611

大井
Ｔ293－6673

波瀬
Ｔ294－7470

川合
Ｔ293－3711

11月８日㈰

11月28日㈯・
29日㈰

11月29日㈰

10月31日㈯・
11月１日㈰

11月２日㈪・
３日（火・祝）

11月７日㈯・
８日㈰

11月１日㈰

10月31日㈯

11月15日㈰

12月６日㈰

13時～16時30分
（29日は９時～
15時）

９時～９時45分

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（屋外）

津センターパレ
ス２階
中央公民館

アスト津４階
アストホール

アスト津４階
和室

アスト津５階

アスト津５階

アスト津５階
研修室Ｃ

修成小学校３階
多目的ホール

橋南公民館

一身田公民館
一身田寺内町の館

高田会館ホール
（一身田町）

白塚市民センター

白塚公民館

美里文化センター
ホール

片田公民館

高茶屋市民センター

南郊公民館

豊里公民館

敬和公民館

作品展示、バザー

作品展示

バザー
第１回囲碁入門講座
第２回囲碁入門講座

作品展示会、バザー

絵本読み聞かせ
料理教室（しらつかうどん）

学習発表会

学習発表会

作品展、手打ちうどん・パ
ン・クッキー販売

日用品バザー
（なくなり次第終了）

発表会
男性料理伊勢うどん

作品展示・バザー

茶会（31日抹茶、１日煎茶）

作品展示、発表会（午前）

作品展示、発表会（午前）

手作りパンの試食
（なくなり次第終了）

女性料理お菓子
（なくなり次第終了）

かやくご飯の試食
（なくなり次第終了）

作品展示、茶会（煎茶）、
即売（男前弁当）

作品展示、茶会（抹茶）、
即売（クッキー、おにまん
じゅう、男のカレー）

作品展示、茶会（煎茶）、
不用品バザー、即売会（手
編と手芸、革あそび）

お菓子教室（スイー津＆
コーヒー）

作品展示、不用品バザー
茶会（23日抹茶、24日煎茶）

茶会（16日煎茶・17日抹茶
表千家・18日抹茶裏千家）

茶会（７日煎茶・８日抹茶
裏千家）

作品展示、うどん24日、
茶会（25日抹茶）

学習発表会

発表会

発表会

発表会９時～12時

９時～16時

９時～16時

９時～16時

９時～15時

９時～15時

９時～15時

９時～15時

９時～

８時45分～12時

９時30分～12時
30分頃

９時～16時（18
日は15時まで）

９時～16時（25日
は14時まで）

９時～16時（24日
は14時30分まで）

９時～16時（８
日は15時まで）

９時～16時（１日
は15時まで）

９時～16時（８日
は15時まで）

10月18日㈰

10月11日㈰

10月31日㈯

10月31日㈯、
11月１日㈰

10月17日㈯

10月25日㈰

10月25日㈰

10月24日㈯・
25日㈰

10月23日㈮・
24日㈯

10月16日㈮
～18日㈰

11月７日㈯

16日10時～14時
17・18日10時～
15時

10時～15時

10時～15時
10時～11時
14時～15時

10時～10時45分
11時～13時

10時～14時30分

11時50分～

10時～12時

11時50分～

13時～16時

13時～16時

12時～16時

12時～15時
10時～15時

11月７日㈯

11月８日㈰

11月７日㈯

11月８日㈰

11月７日㈯

11月８日㈰

11月７日㈯

11月８日㈰

11月１日㈰

11月７日㈯・
８日㈰

11月７日㈯・
８日㈰

橋北
Ｔ227－1738

橋南
Ｔ226－3220

一身田
Ｔ232－2108

白塚
Ｔ232－3043

片田
Ｔ237－1513

南郊
Ｔ234－5703

豊里
Ｔ232－2250

敬和
Ｔ225－2325

内　容 ところと　き 公民館名 内　容 ところと　き

９時30分～15時 作品展示

９時45分～13時 茶会（抹茶）
10時～14時 バザー
12時～14時 そば打ち体験
13時～14時30分 子ども消防団

作品展示（講座生、桃園小
学校児童、桃園幼稚園児）

開会式、緑のカーテンコ
ンテスト・農産物品評会
表彰式

９時50分～12時

９時～15時30分

９時～15時

９時～15時

講座生舞台発表

10時～13時 バザー（売り切れ次第終
了）

10時～14時 茶席（売り切れ次第終了）

桃園小学校
体育館

桃園公民館

戸木小学校

14時～14時50分 農産物、リサイクル用品
即売会

作品展示（幼稚園・小学校
作品も含む）、公民館講座
発表など

10時～14時 茶会（抹茶）・バザー

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

舞台発表
ビンゴ大会
抽選会

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

講座生・住民の作品展示、
各種団体の啓発コーナー、
バザー、茶席、すいせん
の会コーナー、菊花展

作品展示、講座体験、不
用品バザー、農作物品評
即売会、試食コーナー

10時～14時

10時～15時

農産物品評会・販売
10時～14時 学習発表会

公民館名 内　容 ところと　き
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　10月１日から、「津中部中地域包括支援セン
ター」が新設されることに伴い、担当地域が一部
変更されます。
　津市地域包括支援センターの担当エリア(西橋
内地域の一部)と、津北部東地域包括支援セン
ターの担当エリア(一身田地域の一部)、津中部西
地域包括支援センターの担当エリア(西郊地域の

一部)が、「津中部中地域包括支援センター」に
移行されます。
　津市内９カ所の地域包括支援センターの担当地
域のエリアは以下のとおりです。
介護予防や地域に密着したケアを
進めるため、身近な相談窓口とし
てご利用ください。

問い合わせ　高齢福祉課　　229－3156　　229－3334　　各総合支所市民福祉課（福祉課）

問い合わせ　高齢福祉課
　　　　　　　229－3294　　229－3334

 家族の訴えなどで認知症が疑われる人や、認知
症の人、その家族を訪問し、医療と介護の専門職
がどのような状況かを把握して初期の支援を集中
的に行ないます。
対　象　在宅で生活している40歳以上の人で、
　認知症が疑われる人または認知症の人で次のい
　ずれかに該当する人
●医療サービス、介護サービスを受けていないま
　たは中断している人で、認知症疾患の臨床診断
　を受けていない人や適切な介護サービスに結び
　ついていない人など
●医療サービス、介護サービスを受けているが、
　認知症の行動・心理症状が顕著な人
開設場所　高齢福祉課

10月１日から

認知症にやさしいまち　津市を目指して認知症にやさしいまち　津市を目指して

認知症初期集中支援チーム開設認知症初期集中支援チーム開設

もしかして認知症かも？
心配だけど、どうしたら
よいかわからない…

認知症の症状が強く、
介護や対応に困っている…

こんなときはぜひご相談ください！

地域包括支援センターのご案内地域包括支援センターのご案内
津中部中地域包括
支援センター新設！

津中部北地域包括支援センター
Ｔ213－3181　Ｆ213－3183

津中部中地域包括支援センター
Ｔ271－6535　Ｆ271－6550
〒514－0062　観音寺町442－3

津中部東地域包括支援センター
Ｔ213－8115　Ｆ213－8116

津中部西地域包括支援センター
Ｔ237－2018　Ｆ237－2019

津中部南地域包括支援センター
Ｔ238－6511　Ｆ238－6513

津一志地域包括支援センター
Ｔ262－7295　Ｆ262－6520

津地域
（西橋内）

津地域
（橋南・南
が丘）

津地域
（西郊・西
橋内の一
部）

津地域
（南郊）

美里地域

香良洲
地域

一志地域
白山地域
美杉地域

センター名 担当地域 担当町名 センター名 担当地域 担当町名
丸之内、中央、北丸之内、丸之内養正町、
西丸之内、南丸之内、鳥居町 本町、岩田、修成町、南中央、上弁財町、

上弁財町津興、幸町、大倉、船頭町津興、
野崎垣内岩田、西阿漕町岩田、柳山津興、
三重町津興、下弁財町津興、津興、阿漕町
津興、八幡町藤方、八幡町津、藤枝町、藤
方、垂水、南が丘一丁目～四丁目

美里地域の全域

東古河町、西古河町、押加部町、八町一丁
目～三丁目、新町一丁目～三丁目、南新町、
川添町、美川町、大園町、桜田町、神納町、
博多町、神納、南河路

香良洲地域の全域

高茶屋小森町、高茶屋小森上野町、城山一
丁目～三丁目、高茶屋一丁目～七丁目、雲
出本郷町、雲出長常町、雲出伊倉津町、雲
出島貫町、雲出鋼管町

片田長谷場町、片田志袋町、片田長谷町、
片田田中町、片田井戸町、片田新町、片田
町、片田久保町、片田薬王寺町、半田、神
戸、緑が丘一丁目～二丁目、野田

一志地域の全域
白山地域の全域
美杉地域の全域

納所町、北河路町、一色町、安東町、観音
寺町、渋見町、長岡町、河辺町、分部、小
舟、殿村、産品

一身田町、一身田大古曽、一身田平野、一
身田豊野、一身田中野、一身田上津部田、
夢が丘、栗真町屋町の一部（志登茂団地）、
大里窪田町の一部（一身田桜町）

大門、東丸之内、寿町、乙部、港町、海岸
町、末広町、高洲町、住吉町、北町津、東
町津、愛宕町、新東町塔世、相生町、中河
原、万町津、新立町津、なぎさまち

津地域
（西郊）

津地域
（一身田）

久居地域

河芸地域

津地域

芸濃地域
安濃地域

津地域
（豊里）

津地域
（橋北・東
橋内）

津久居地域包括支援センター
Ｔ254－4165　Ｆ254－4168

津北部東地域包括支援センター
Ｔ245－6666　Ｆ245－8890

津北部西地域包括支援センター
Ｔ267－1125　Ｆ267－1126

久居地域の全域

河芸地域の全域

芸濃地域の全域
安濃地域の全域

大里山室町、大里野田町、大里小野田町、
大里川北町、大里窪田町、大里睦合町、あ
のつ台一丁目～五丁目、高野尾町、豊が丘
一丁目～五丁目

江戸橋一丁目～三丁目、上浜町一丁目～六
丁目、桜橋一丁目～三丁目、栄町一丁目～
四丁目、羽所町、広明町、大谷町、島崎町

白塚町、栗真町屋町の一部、栗真中山町、
栗真小川町

新設
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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

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）

お知らせ

安濃交流会館
　268－5678
安濃総合支所地域振興課
　268－5511　　268－3357

あのう温泉の休業

教委教育研究支援課
　229－3293　　229－3332

就学時健康診断

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

と　き
（10月）

15日㈭
19時
30分～

竹原地域
住民セン
ター

下之川地
域住民セ
ンター

「住民同士が支えあ
う絆づくりのヒント」
金憲裕さん（NPO法
人市民社会研究所）
「豊かな人間関係を
つくるために」
福田信男さん（白山
反差別連帯会議会長）

16日㈮
10時～

ところ 内容・講師
あのう温泉

昨年の様子

　温泉設備の保守整備のため、
次の期間休業します。
と　き　10月５日(月)～８日(木)

　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。

と　き　10月15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。

津市ホームページバナー広告募集中！

　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27年度末(平成28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75万4,000件
　トップページアクセス件数…月平均約13万5,000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

広報紙
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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

募　　集

香良洲総合支所地域振興課
　292－4375　　292－4318

市民人権講座

中央公民館
　228－2618　　229－5150

アコースティック・ギター
教室（後期）

コース番号・
コース名 とき（全10回） 受講料 持ち物

①Excelコース
「Excel関数＆マ
クロ入門教室」

11月12日・26日、12月
10日・24日、１月14日・
28日、２月11日・25日、
３月10日・24日

無料
「10日でおぼえる
Excel関数＆マ
クロ入門教室」
（翔泳社）

②PowerPoint
　コース
「PowerPointで
プレゼン資料
を作ろう」

11月５日・19日、12月
３日・17日、１月７日・
21日、２月４日・18日、
３月３日・17日

教材費 USBメモリ

とき（11月） 内容・講師

10日㈫
13時30分～
14時40分

24日㈫
14時50分～
16時

24日㈫
13時30分～
14時40分

17日㈫
14時50分～
16時

17日㈫
13時30分～
14時30分

10日㈫
14時50分～
16時

高齢者の人権～みんなが住みよ
い やさしい社会をめざして～
木下美佐子さん（UDまちづくり
の会代表）

同和問題～「人権」って、何？変
わったのは、私！～
増田和正さん（津人教事務局長）

外国人の人権～私たちが幸せに
なる社会のために～
青木幸枝さん（多文化共生ネット
ワークエスぺランサ代表）

身も心もほぐし、ちょっと考え
てみましょう！人権のことを（参
加型）
切磋亭琢磨さん

配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護等に関する法律につ
いて
三重県女性相談所職員

災害と人権～障がい者を取り巻
く現状と課題から、市民すべて
の防災・減災の実現へ～
松村元樹さん（反差別・人権研究
所みえ 調査・研究員）

問い合わせ　中央公民館　　228－2618　　229－5150

ところ　サンデルタ香良洲すこ
　やかルーム
対　象　市内に在住・在勤の人
定　員　各講座抽選40人程度　
　※希望講座のみの受講も可能
申し込み　はがき、または電話、
　ファクスで住所、氏名、電話番
　号を香良洲総合支所地域振興課
　(〒514-0315 香良洲町1878)へ
締め切り　10月19日(月)　※消
　印有効

　ギターの説明から始め、簡単
な弾き方で１曲弾けるように練
習します。これからギターを始
めたいと思っている人、少しだ
け弾いたことがある人のための
入門講座です。
と　き　10月23日、11月13日・
　27日、12月11日・25日いずれ
　も金曜日19時～21時(全５回)

ところ　南が丘会館
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の小学４年生以上の人
定　員　抽選25人
受講料　1,500円(５回分)
持ち物　アコースティックギター
　(クラシックギターまたはフォー
　クギター)　※電気を使わない
　ギター
申し込み　往復はがきで講座名、
　住所、氏名、年齢(学年)、電話
　番号、ギター歴を記入し、中
　央公民館(〒514-0027 大門７－
　15 津センターパレス２階)へ
　※往復はがき１枚につき１人
　有効
締め切り　10月16日(金)必着

前回の様子

ところ　中央公民館情報研修室
対　象　市内に在住・在勤・在学の人で、Excel
　コースは、Excelがある程度使える人、Power
　Pointコースは、パソコンの基礎知識がある人
定　員　抽選各20人

　実務で使える関数とマクロを紹介するExcel
コースと、職場で効果的なプレゼンテーションが
できる方法を紹介するPowerPointコースです。
コース・とき　いずれも木曜日18時30分～20時

申し込み　往復はがきで希望のコース番号、コー
　ス名、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コース１人有効
締め切り　10月16日(金)必着
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問い合わせ　下水道総務課　　239－1038　　239－1037

　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、下水道総務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 汚れていませんか？
浄化槽の正しい使い方

合併処理浄化槽の設置を

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

　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26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、下記に該当する人
は、平成27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
27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26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（以下の条件を全て満たす人）
●昭和25年４月２日以前に生まれた人
●平成26年中の所得が公的年金のみで、平成27
　年度個人市民税・県民税が課税されている人
●平成27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、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28年度分の仮徴収として、平成28年２月分と同額を、平成28
　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27年
６月

（第１期）

年税額の
1/4

平成27年
８月

（第２期）

年税額の
1/4

平成27年
10月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成27年
12月

（年金支給月）

年税額の
1/6

平成28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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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

　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26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29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。

　1944年生まれ。1967年早稲田大学
卒業。2003年より早稲田大学大学院
公共経営研究科教授に就任、2004年
に同大学マニフェスト研究所を設立
し、現在は同大学名誉教授。｢新しい
日本をつくる国民会議｣(21世紀臨調)
共同代表。2013年より長野県政策研究所チーフアドバ
イザー、新潟州構想検討推進会議顧問などで活躍中。

北川正恭さん

　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　北川正恭さん(早稲田大学名誉教授・早
　稲田大学マニフェスト研究所顧問)
演　題　地方から明日の日本を考える
対　象　市内に在住・在勤・在学の人
定　員　抽選600人
申し込み　はがき、またはＥメールで郵便番号、
　住所、氏名、電話番号、希望枚数(２枚まで)を
　選挙管理委員会事務局(〒514-8611 住所不要、

　　229-3236@city.tsu.lg.jp)へ　※後日入場整
　理券を郵送します。
申込期間　10月１日(木)～14日(水)17時15分
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　落合の郷で「落合の郷親子さかなつかみ体験」が
開催され、たくさんの家族でにぎわいました。参加

した皆さんは、泳ぎ回る魚を夢中でつかみ捕り、そ
の場で塩焼きにして、とれたての味を堪能しました。

ありがとう、100万人突破 

▲

 8/2

大きい魚、つかまえた！ 

▲

 8/１・２

　津市の夏の風物詩、ビーチバレーin御殿場が開
催され、今年で20回目を迎えた記念大会に全国か
ら269チームが集まり熱戦を繰り広げました。天候
にも恵まれ、選手たちが裸足で砂を巻き上げながら
ボールをつなぐたび、浜辺は歓声に包まれました。

　植栽や収穫、料理を通して、命と食と農のつな
がりを感じてもらおうと、一志地域の農場で、「わ
くわく食農体験隊」が開かれました。参加した子
どもたちは、土の感触を確かめたり、野菜の重み
を感じたりしながら、夏の１日を楽しみました。

食べ頃大収穫！ 

▲

 8/20頂点へアタック！ 

▲

 8/23

　久居中央スポーツ公
園内プールの入場者が
累計100万人を達成し
ました。100万人目の入
場者は家族と来場した
市内在住の女の子で、
前葉市長から認定証や
久居地域特産の梨など
が贈られると、にっこり
ほほえんでいました。
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２０１５～夏の思い出～２０１５～夏の思い出～

 色とりどりのスターマインや大迫力の二尺玉、
そして海上花火が阿漕浦海岸に花開く度に、観客
は大きな拍手を送っていました。

第64回津花火大会2015 

▲

 ７/25

美里夏まつり 

▲

 ８/８

あのう「光れ！しかけ花火」祭り 

▲

 ８/15

　市美里庁舎前で太鼓演奏や美里総踊りなどが行
われ、フィナーレには、約1,000発の打ち上げ花
火やスターマインが美里の夏を彩りました。

　安濃中央総合公園に多くの人が詰めかけ、ゲー
ム大会や盆踊り、打ち上げ花火や、小・中学生が
作った仕掛け花火で、夏の夜がにぎわいました。

　陸上自衛隊久居駐屯地グラウンドを、約4,000
発の花火が彩り、訪れた人は頭上に打ち上がる花
火に大きな歓声を上げました。

サマーフェスタインひさい 
▲

 ８/１

第27回みすぎ夏まつり納涼花火大会 

▲

 ８/11

県指定無形民俗文化財「宮踊り」 

▲

 8/15

　美杉中学校グラウンドに地域内外から大勢の人
が訪れ、手筒花火や美杉の山々にこだまする大迫
力の花火を楽しみました。

　香良洲地域で350年以上続く伝統の祭りが催さ
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、まちが熱気に包まれました。
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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
種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間

■津市民スポーツ教室
種　目 と　き ところ 定　員対　象 申込期間

フェンシング

アーチェリー

サッカー（一般の部）

サッカー

グラウンド・ゴルフ

11月３日（火・祝）

11月８日㈰

津東高校
（一身田上津部田） 10月13日㈫～27日㈫

10月５日㈪～26日㈪

10月14日㈬～30日㈮

10月30日㈮

10月６日㈫～11月６日㈮

津市西部運動広場

小学生以上 50人

24人

16チーム

120人

40人

120人

30ｍの距離で的を外さない
程度の技量のある人　　　

18歳以上の人（高校生不可）

高校生以上

５歳児～小学２年生

40歳以上の人

海浜公園内陸上競技場

海浜公園内陸上競技場

河芸第２グラウンド

11月28日㈯・
29日㈰

11月15日㈰
10：00～12：00
11月15日㈰
13：30～16：30
11月17日㈫
８：30～12：00

海浜公園内陸上競技場
河芸第２グラウンド

　10月は臓器移植普及推進月間
　臓器提供について私たち一人
一人が考え、家族と話し合い、
臓器提供に関する意思表示をし
ておくことが大切です。運転免
許証や健康保険証の裏面の意思
表示欄で、自分の意思を記入し
ておきましょう。
　三重県角膜・腎臓バンク協会(　
224－2333)

　第１回彼岸花映画祭in津
　10月11日(日)①12時30分～
②14時50分～　　三重大学三翠
ホール(栗真町屋町)　　①小津
安二郎監督映画「秋日和」の上映
②女優の司葉子さんによる講演
　彼岸花映画祭実行委員会担当
(　080－3647－4460)

　いなば園ふれあい祭り
　模擬店や出し物を通して障がい

のある人と交流を深めませんか。
　10月25日(日)10時～14時30
分　　三重県いなば園(稲葉町)
※当日のボランティアも募集し
ています。10月15日(木)までに
同園へ
　同園(　252－1780)

　女声コーラスひさい
　第16回ふれあいコンサート
　会場の皆さんと団員が一緒に
合唱するコーナーもあります。
　10月18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(　
255－4762)

　語り部さんと歩こう
　万葉のさと一志町
　11月14日(土)９時～　　ＪＡ
旧室の口支店前集合　　伊勢国
司北畠氏や平家伝説の史跡を訪
ね、伊勢と大和を結ぶ波瀬の古
道を歩く　　100人　　200円
　同担当(一志総合支所地域振興
課内、　293－3008)へ　※集合
場所には駐車場がありませんの
で公共交通機関をご利用いただ

くか、車利用の場合は波瀬ふれ
あい会館駐車場に駐車後、バス
をご利用ください。

　国体マスコットキャラクター
　第76回国民体育大会(三重と
こわか国体)のマスコットキャラ
クターのデザインを募集してい
ます。
　10月30日(金)までに作品と作
品の説明など必要事項を記入し
直接窓口または郵送、Ｅメール
で三重県スポーツ推進局国体準
備課(〒514－8570 広明町13、　
kokutai@pref.mie.jp)へ　※内
容など詳しくは三重県ホーム
ページをご覧ください。
　同課(　224－2998)

　第５期ふれあいカレッジ閉講式
　記念文化講演会
　10月20日(火)14時～16時　
　ベルセ島崎１階会議室(島崎町)
　朴恵淑さん(三重大学教授)によ
る講話「伊勢志摩サミットと私達
の環境への取り組みについて」
　10月１日(木)からみえ長寿津
連絡会総合福祉担当(　232－
6806)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)

とこわか国体マスコット│
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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　

内　容
英語

ポルトガル語

中国語

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

曜日・回数 費　用

講座名

パソコン
高田短期大学
３号館１階
ＰＣ１ルーム
（一身田豊野）
高田短期大学
３号館２階
321教室

職務経歴書
の作り方

11月10日㈫
18時30分～
20時30分

12月７日㈪
10時～12時

と　き ところ

火曜教室10時～

火曜教室14時～

金曜教室10時～

金曜教室14時～

10月20日・27日、
11月10日・17日・
24日、12月１日
10月23日・30日、
11月６日・13日・
20日・27日

10月
27日
㈫
10月
30日
㈮

と　き 締め
切り

　町民囲碁まつり
　10月18日(日)10時～　　一身
田公民館　　棋力別の紅白戦、ペ
ア碁など　　　20人　　1,500
円(昼食代、賞品代を含む)
　10月8日(木)までに同公民館
囲碁サークル木曜会担当(　232－
2372)へ

　ファミリー教室
　お父さん
は子どもと
一緒に体を
使って遊び、
お母さんは
しつけについて学びましょう。
　11月１日(日)10時～11時30
分　　久居総合福祉会館　　パ
パ教室「遊ぼうお父さん！親子で
育もう体の力」、ママ教室「ゆっ
たり語ろう、つながろう！」　　
２歳児～未就学の子どもと両親
　　20組　※託児は行いません
　10月７日(水)からＥメールで
住所、両親・子どもの氏名、子
どもの年齢、電話番号を高田短
期大学育児文化研究センター(　
ikubun@takada-jc.ac.jp)へ
　高田短期大学(　232－2310)

　第８回津ペタンククラブCUP
　11月15日(日)９時～16時　　
美杉下之川多目的グラウンド　　
ダブルス(１チーム２人)のリーグ
戦　　１人500円　　県内に在住の
人　※小学生以下は保護者同伴
　10月31日(土)までに所定の申
込用紙に必要事項を記入し、郵
送またはファクスで津ペタンク
クラブ担当(〒514－2222 豊が
丘四丁目７－４、　230－2574)へ
※必着
　同担当(　230-2574)

　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

をしてみませんか。
　10月10日(土)14時～16時　
　アスト津３階おしごと広場みえ
　青年海外協力協会中部支部(　 
052－459－7229)

　初級語学講座(後期)受講生

※教材費など別途必要
　11月上旬～１月中旬(英語は
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30日(金)までに直接窓口
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

　女性マイカー点検教室
　11月７日(土)13時30分～16
時　　三重県自動車整備振興会
(桜橋三丁目)　　タイヤ交換や
発煙筒の使用方法などの点検実
技　　　50人
　10月７日(水)～30日(金)に電
話またはファクスで住所、氏名、
電話番号を津安芸自動車整備組
合(　225－6511、　225－6512)へ

　健康ボウリング教室

　ラウンドワン津高茶屋店(高茶
屋小森町)　　健康についての講
義とボウリング教室(全６回)　
　各教室42人　　2,000円
　電話または直接ラウンドワン
津高茶屋店担当(　238－0011)へ

　障がいを持った人の就職応援
　三重県の主催事業で、ベーシッ

ク研修(ビジネスマナーや就活訓
練などで基礎スキルを習得)とイ
ンターンシップ研修(企業での実
地研修により実践スキルを強化)
を通して、就職を目指します。
　ベーシック研修…11月17日
(火)～来年１月７日(木)、その
後インターンシップ研修10日間
　名古屋大原学園津校(大谷町)
　15人
　電話またはＥメールでテンプ
スタッフ・ピープル(株)キャリア
支援事務局(　228－8120、　tpe-
kunren01@temppeople.jp)へ
※予約後、11月９日(月)・10日
(火)の説明会兼選考会へ参加し
てください。

　冒険ハイキング

　11月１日(日)９時30分～15時
　津市青少年野外活動センター
(神戸)周辺　　ゲームをしなが
らの自然散策　　市内に在住の
小学生　　　50人　　300円
　10月７日(水)８時30分から直
接窓口または電話で同センター
(　228－4025)へ　※窓口優先

　高田短期大学講座

　　各30人　※申し込み方法な
ど詳しくは高田短期大学キャリ
ア研究センターのホームページ
をご覧ください。
　同センター(　232－2310)
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　三重パーキンソン病
　市民公開講座
　10月18日(日)14時～15時30分
　県人権センター多目的ホール
(一身田大古曽)
　同講座担当(　080－4652－0659)

　三重県医師会健康教育講演会
　10月29日(木)13時30分～15
時　　三重県医師会館(桜橋二丁
目)　　高齢者の腰痛対策に関す
る講演と健康体操、栄養相談
　同会事務局(　228－3822)へ

　転倒予防教室
　10月22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　　「食
事で元気！高齢者の栄養につい

て」の講話と転倒予防体操　※手
話通訳あり　　市内に在住の60
歳以上の人　　80人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213-7111)

　弁護士による法律相談(面談)
　10月26日、11月16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21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21日(水)10時～15時(受
け付けは14時45分まで)　　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)　　
登記、年金、税、相続、消費生活、
交通事故、法律問題などの相談
に弁護士、行政相談委員、行政職
員などが答えます。　※弁護士、
税理士による相談(　　16人)は、
10月19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)

　元公証人による法律相談
　毎月第２・４火曜日13時～16時
(祝･休日、年末年始を除く)　※12
時から整理券(　　７人)を配布
　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　司法書士による相続・贈与・
　土地問題等の相談
　毎月第２土曜日13時～16時(10
月10日、祝･休日、年末年始を除く)
※12時から整理券(　　10人)を
配布　　津センターパレス３階
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時
(祝・休日、年末年始を除く)　　
みえ犯罪被害者総合支援センター
(栄町一丁目)　　犯罪の被害に
遭った人や家族の相談　※電話
相談や法律相談(予約制)なども
あります。
　同センター(　221－7830)

　行政書士定例相談(要予約)
　毎月第２木曜日10時～12時、
13時～16時(祝・休日、年末年始
を除く)　　三重県行政書士会事
務局(広明町)　　許認可などの
申請書類の作成、提出手続代理、
契約書等の権利義務、事実証明
の作成などに関すること
　同行政書士会(　226－3137)

健　康

無料相談コーナー

と　き　11月29日(日)９時30分～15時
ところ　平倉コース集合(詳しくは申し込み時に案内します)
コース　平倉コース
定　員　100人(ＪＲ名松線と
　代行バスを利用する場合は伊
　勢奥津駅から送迎あり)
費　用　1,000円(昼食、保険
　代を含む)

10月９日(金)～23日(金)に電話で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

いずれの申し込みも

と　き　11月15日(日)９時～15時
ところ　レークサイド君ケ野集合(詳しくは申し込み時に案内し
　ます)
コース　君ヶ野ダム湖畔コース
定　員　70人(ＪＲ名松線と代
　行バスを利用する場合は伊勢
　竹原駅から送迎あり)
費　用　1,500円(昼食、保険
　代を含む)

紅葉の君ヶ野湖畔森林セラピーウオークとホットな昼食と心に出会う旅

第２回環境保全プロジェクトin平倉コース
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河 芸 文 化 祭

フェスタinかわげ

河 芸 文 化 祭

ところ　河芸公民館とその周辺
内　容　作品展示、舞台発表、バザーなど

10/31    1 1 /1 10:00~16:00土 日

フェスタinかわげ
ところ　河芸公民館とその周辺
内　容
●オープニング～河芸太鼓衆Ｄo・魂鼓～
●大道芸人パクパクりゅうじさんによる
　ステージパフォーマンスショー
●林 修さんによる講演会
　※整理券は、10月19日(月)10時から河芸総合支所
　　地域振興課、河芸公民館で配布（１人２枚まで）
●地域農産物・特産品の販売

1 1 /1 1 1 :00~16:00日

　太鼓あり、ステージあり、地
域の物産コーナーあり、講演会
あり！楽しいイベントが盛りだ
くさん！
　ぜひご来場ください。

入場無料
500人
※要整理券

大道芸人
パクパクりゅうじさん

東進ハイスクール
東進衛星予備校

現代文講師  林 修さん

　これまでにひさい版仮装大
笑への出場をきっかけに、全
日本仮装大賞(日本テレビ)に
出場した作品もあります。楽
しい仮装を見て、みんなで大
　笑いしませんか！

ひさい版仮装大笑

10月18日 日 入場無料
要整理券14時開演（13時開場）

※開場時に整理券を入口で配布
県文化会館 中ホール
（県総合文化センター内）
ゲスト　タレント 鈴木奈々さん

久居まつり本祭

10月25日 日
10時～16時
久居二ノ町、緑の風公園

二ノ町会場
　ステージ発表、よさこい、
地元商店等による出店、80ｍ
こども巻きずし、まちかど博
物館、子どもみこしなど

緑の風公園会場
　子ども向けステージイベン
ト、ミニＳＬ乗車体験、かえ
っこバザールなど

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
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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

「地域懇談会」を始めます

■第97回全国高校野球選手権大会 応援
　(阪神甲子園球場)…８月９日・14日

　１回戦、２回戦と、私も甲子園ア
ルプススタンドから一緒に声援を送
りました。市役所１階ロビーに開設
した市民応援観戦会場でも200人以
上が集まり大いに盛り上がりまし
た。初出場ながら常連校相手に日頃
の練習の成果を出し切る伸び伸びと
したプレーと校歌を熱唱する爽やか
な姿は津商ファンを一挙に増やした
ことでしょう。「全力津商」の合言葉
通りの粘り強く堂々とした戦いぶり
に、地元津市はもちろん、三重県、
そして全国のファンの皆さんが沸き
立ち、ともに元気になりました。

■主要地方道一志美杉線　矢頭トン
　ネル開通式(同所)…８月17日
　地域の皆さんの長年の念願であっ
た矢頭トンネルが開通しました。
　矢頭峠を貫き、全長1,900ｍ(うちト
ンネル1,637ｍ)に及ぶこのトンネル
は、着工から３年半の歳月と35億
4,000万円(津市も一部負担)をかけ
て完成しました。これにより、一志町
波瀬と美杉町下之川を結ぶ県道一志
美杉線の中でも、幅員が狭く、急カー
ブ・急勾配が連続する一番の難所で
あった区間が解消されました。
　今後も、室ノ口バイパスと矢頭ト
ンネルから室ノ口集落間の早期整備
について県に強く要望し、真の完成
となる全線２車線化を目指します。

■「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」
　１対１対談(メッセウイング・みえ)…８月18日

　鈴木英敬知事と１対１対談を行い
ました。平成29年10月の供用開始
に向けて着々と工事が進む建設現場
を見学していただき、「サオリーナ」
と「三重武道館」へのスポーツ大会
の誘致・施設ＰＲの推進について積
極的な協力・支援をお願いしました。
　知事からは、東京五輪の各国選手団
のキャンプ候補地に登録してみてはど
うかというご提案をいただきました。
「高野尾バイパスの早期事業化」、「放
課後児童クラブへの支援」、「県立一志
病院の地域医療の拠点としての充実」
についても意見を述べ、要望しました。

津市長 前葉 泰幸

　市民の皆さまからのご意見やご要望は、市役所本庁
および総合支所の窓口や電話、ホームページにお寄せ
いただくメールなど、さまざまな形で毎日届きます。市
議会や合併後10年を目途に旧市町村単位で設置され
た「地域審議会」、自治会などの会合においても地域の
課題が協議され、そこにお住まいの方々のお声が集約
されています。
　平成23年春に市政をお預かりして以来、寄せられた
多くのお声が施策に反映されるよう努めるとともに、私
自身が市民の皆さまから直接お話を伺う機会を大切に
してまいりました。
　昨年度までの４年間、年度ごとに福祉やまちづくり
などのテーマを決めて関係者と論議する「市政懇談
会」を48回、団体や組織との協議の場が適宜設けられ
る「市長懇談会」を43回、それぞれ開催しました。内容
はホームページで公開し、その課題に市役所挙げて取
り組んでまいりました。

　この４月、市民の皆さまにご信任をいただいて２期
目の前葉市政を推進するにあたり、まず取り組むべきこ
とは、私の行動指針である市民の皆さまとの「対話と連
携」のさらなる充実だと考えています。そこで、皆さま
とともに地域の課題を考える「地域懇談会」を創設し、
市民のご要望に、より迅速に確実にお応えする仕組み
となるよう２つの特徴を持たせました。
　第１に、市全域を37地域に分けて開催することで、き
め細かい対応を目指します。旧８町村では、各町村を一
つの単位として地域の課題にしっかり向き合います。旧
津市と旧久居市に関しては、29の自治会連合会ごとに
開催することで、地域とのスムーズな連携を図ります。
　第２に、いずれの地域においても開催頻度を半年に
１回とし、市長が次回の懇談会に出席するまでの半年
間で、課題や要望に対して何らかの解決が図られるよ
うにします。即応可能なものにすぐ答えを出すのは当
たり前です。半年という期限を区切って進捗を求める
ことは、制度や予算の制約、関係先との調整などを理由
に先送りが繰り返されてきた困難な問題に対しても逃
げずに向き合う姿勢を示すものです。
　「地域懇談会」は10月より津市の37地域でそれぞれ
年に２回、年間で計74回開催されます。取り上げる問
題には制限を設けません。市民生活の身近な願いを一
つでも多く、少しでも早く実現していくことを、ここに
お約束します。

め　　ど
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三重短期大学 学生募集
平成27年10月１日発行

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。
法経科第１部
　「法律コース」と「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。
生活科学科
　「食物栄養学専攻」と「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。
法経科第２部
　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。

　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。

　出願書類は、各出願期間中に郵送で受け付けて
いる他、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・休日を除く)。

大学案内と募集要項 出願方法
三重短期大学│

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 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

法経科
第２部
生活
科学科

募集内容
推薦
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２日㈪
～10日㈫
必着

11月２日㈪
～10日㈫
必着

11月28日㈯

11月29日㈰

12月２日㈬

12月２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

●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28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28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28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
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一般学力試験

大学入試センター試験利用

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13日㈬
～20日㈬
必着

来年
１月13日㈬
～20日㈬
必着

来年
２月29日㈪
～３月４日㈮
必着

来年２月５日㈮

来年２月４日㈭ 来年２月９日㈫

来年２月９日㈫

来年３月15日㈫

来年
３月15日㈫

来年３月13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）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●国語総合（古文・漢文を除く）
●コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ

●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
２月29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
２月29日㈪
～３月４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

●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。

11月２日㈪
～10日㈫
必着

来年
２月29日㈪
～３月４日㈮
必着

12月
２日㈬

来年
３月
15日㈫

11月
28日㈯

来年
３月
13日㈰

●書類審査
●小論文
●面接

●書類審査
●面接

生活科学科
生活科学専攻
●生活福祉・
　心理コース
●居住環境
　コース

法経科第２部

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

若干
人

30人
程度

大学入試センターを利用する場合の教科･科目について
●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、
　②グループ(物理、化学、生物、地学)から１
　科目を選択
●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(Ⅰ
　期・Ⅱ期とも)

●英語はリスニングを含む

※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「2016年度大学入
　試センター試験利用入試(試験科目・配点等)」
　を参照してください。

　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　参加者募集受験相談会　参加者募集受験相談会　参加者募集
10月17日■13時～16時

三重短期大学 大学ホール

土

社会人特別選抜
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