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安東小学校５年生が
地域を調査して防災マップを作成！　　 命
と地域を守る地図　　　
　  できたよ！
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救急車の中ではどんなことをしているの？
～救命率向上を目指して～

救急車の中ではどんなことをしているの？
～救命率向上を目指して～

　ねぇねぇ、シロモチくん。この前、近所
に来た救急車が患者さんを乗せてもすぐに
出発しなかったけど、どうしてなの？
　救急車の中では、救急隊長が患者さんや
付き添いの人から、何時頃から気分が悪く
なったとか、ちゃんと会話ができるかなど
を聞き取ったり、体内の酸素の量や血圧、
心電図を測定したりして患者さんの状態を
把握しているんだ。
　どうしてそんなことするの？
　患者さんの状態によっては、救急隊員が
酸素を投与したり、止血をしたりする必要
があるからなんだ。
　患者さんの状態に応じて、応急処置もし
ているんだね。
　例えば、心臓の病気が疑われる場合は、
一般的な心電図よりも詳しく測定できる
12誘導心電図※1という装置で心電図を測
り、その結果を病院に送って、医師の目で

患者さんの状態を確認してもらうこともで
きるんだ。
　救急車の中で、医師の判断を受けること
もできるんだね。
　そうなんだよ。救急隊員はタブレット端
末を使って、患者さんの血圧や脈拍などの
情報を病院に送ったり、病院から患者さん
の受け入れ情報を送ってもらうこともでき
るんだ。

    年々、増加する救急件数。合併後の10年間で、約３割増加し、年間1万4,000件を超えていま
す。また、法律の改正に伴って、救急救命士による傷病者への救急処置の範囲も拡大され、救急
現場で赤色回転灯を回して止まっている救急車の中では、傷病者の救命率を向上させるために、
救急救命士による救命活動が行われています。
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Web119

問い合わせ　救急課　　254－1603　　254－1607

　それじゃあ、救急車から連絡を受けた病院
は、患者さんが到着するまでの間に事前に治療
の準備ができるんだね。
　そうなんだ。患者さんの状態を確認するため
に救急車が現場で止まっている時間は少し長く
なるかもしれないけど、病院に到着して治療を
開始するまでの時間は以前よりも短くなったん
だよ。
　救急車が病院に向かう前にいろいろな処置が
行われているんだね。
　平成26年４月１日に救急救命士法が改正さ
れて、救急救命士の国家資格を持つ救急隊員は、
救急車の中で今までできなかった血糖値の測定
や心肺停止前の静脈への点滴の処置※2ができる
ようになったんだよ。津市では同じ年の５月
17日から県内で先駆けて、この処置を始めた
んだ。
　へえ～、そんなことも行っているんだね。
　こういった処置を行うことで、これまで意識
をなくしていた患者さんが、病院へ到着するま
での間に意識が回復することもあるんだよ。

　搬送する病院はどうやって決めているの？
　救急隊が患者さんの状態をみて、症状に合っ
た病院を選んでいるんだよ。夜間や休日の場合
は、その日の当番病院に受け入れをお願いして
いるんだけど、もし、かかりつけの病院があれ
ば、受け入れができるかどうかを救急車から確
認することもできるんだ。
　救急車は単に患者さんを病院へ運ぶだけじゃ
ないんだね。
　そうなんだ。それに、津市では今年４月に
119番通報を受ける消防指令センターが新しく
なって、現場から一番近い救急隊を自動的に出
動させられるようになったんだ。あと、会話や
耳が不自由な人も119番通報ができるように今

までの「Fax119」に加えて、スマートフォン
や携帯電話などインターネットから通報できる
「Web119」を県内で初めて導入して、いち早
く現場に到着できるよう工夫しているんだよ。

　ところで、最近、救急車の適正利用っていう
言葉をよく聞くけど、どういう意味なの？
　簡単に説明すると「その救急要請は本当に必
要ですか？」ということなんだ。
 津市内では平成27年１月から９月までの救急
件数が7,010件あって、このうち約50％が入院
を必要としない軽症患者だったんだ。お腹が痛
くってどうしようもなく救急車を呼んだ結果、
軽症だったっていう例もあるけど、「風邪をひ
いた」「お酒を飲んで気分が悪い」「すり傷」
など、明らかに緊急ではない人からの救急要請
もあるんだよ。
　本当に救急車を必要としている人が利用でき
なくなってしまうね。
　そうなんだ。緊急じゃない救急出動が増える
と、心肺停止など一刻も早く救急処置を必要と
している人からの要請に間に合わなくなってし
まうかもしれないんだ。
　救急車を呼ぶときは、本当に必要かどうかを
まずは冷静に考えて、本当に必要な人のため
に、みんなで救急車の適正利用に協力しないと
いけないね。

※1　12誘導心電図…心臓を立体的に12
の方向から眺めることで、よりたくさん
の情報を得ることができる心電図

※2　今までできなかった血糖値の測定や
心肺停止前の静脈への点滴の処置…心肺
停止前の重度傷病者に対する静脈路確
保、輸液・血糖測定、低血糖発作症例へ
のブドウ糖溶液の投与
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救急搬送の状況

　最近、119番救急通報時に「サイレンを鳴らさずに来てほし
い」と言う人がいます。
　消防車や救急車は、119番通報を受けると１秒でも早く現場に
到着するために、緊急出動しなければなりません。サイレンを鳴
らし赤色灯をつけて走行することが決められています。
　また、「サイレンを鳴らさずに来てほしい」と言われたケース
のほとんどが軽症患者の搬送で、これ
により重篤患者への対応が遅れてしま
うことも少なくありません。
　本当に救急車が必要かどうかを冷静
に考え、救急車の適正利用をお願いし
ます。

津市の救急

　津市の救急件数は年々増加し
ており、平成17年からの10年間
で出動件数は約32％、搬送人員
は約24％増加しています。
　津市消防本部では13台の救急車が日々活動して
いますが、搬送者の約半数が入院を必要としない
軽症患者です。必要に迫られて救急車を要請し病
院に搬送されたものの、結果的に軽症であった場合
もありますが、中には、「風邪をひいた」など明らか

に緊急を要しない人からの要請が増えています。
　また、病院への受け入れ照会回数については、
３年前と比較すると、２回までの照会で受け入れ
が決定したものと３回以上照会を要したものの割
合が、それぞれ1.13ポイ
ント改善しており、「動
き出さない救急車問題」
の解決に向けて着実に前
進しています。

過去10年間の搬送人員と傷病程度
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救急搬送照会件数

救急車の適正利用を
津市救急・健康相談

ダイヤル24

0120-840-299
24時間年中無休

通話料・相談料無料

　市民の皆さんが、心や身体
の健康などについて気軽に相
談できるよう、医師・看護
師・保健師などの専門スタッ
フによる24時間体制の電話
相談を行っています。

11月９日は119番の日

救急搬送人員は
増加傾向

約半数は軽症患者
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12誘導心電図

静脈路確保

救命率向上のために
全ての救急車に12誘導心電図伝送装置を搭載
治療完了までの時間が38分短縮

　この装置を使って心電図を詳しく測定し、その
結果を病院へ送ることで、受け入れの照会をス
ムーズに行うことができます。また、病院にいる
医師は、送られてきた情報をもとに救急車内の患
者を診察することができるため、病院での検査時

間を短縮し、救急車が病院に到着するまでに処置
の準備を行うことができます。
　心電図を送ることで、病院に到着してから治療
が完了するまでの時間は、平成24年と平成25年
を比較すると、38分短縮しました。

　平成26年４月１日に救急救命士法が改正され、
救急救命士が行える処置範囲が拡大しました。
　津市では県内で先駆け、平成26年５月17日か
ら次の処置を実施しています。

救急救命士の処置範囲拡大

急性冠症候群（急性心筋梗塞等）の
病院到着から治療完了までの時間

　処置範囲の拡大開始から平成27年８月末まで
に、静脈路確保を41件行い、ショック状態の進
行を遅らせることができました。また、ブドウ糖
溶液の投与を15件行い、そのうち11件が救急車
内で意識を回復しました。

処置の事例

問い合わせ　救急課　　254－1603　　254－1607

三重県ＣＣＵ研究会発表データから引用

心臓や呼吸が止まった患者にしかできなか
った静脈路確保が、心肺停止前の患者に対
しても行えるようになった。

低血糖が疑われる患者に対して、血糖測定
と低血糖を改善できるブドウ糖溶液を投与
できるようになった。

処置
②

処置
①

ショック状態の進行を遅らせ、救命率
の向上が期待

救急車内での意識の回復が期待

事例① 事例②

症
例

処
置

結
果

70歳男性が、食道
静脈瘤の破裂によ
り多量に出血し、
非常に危険な状態
に

50歳代男性が、
低血糖発作により
意識障害

救急救命士に
よる静脈路確保

救急救命士が
ブドウ糖を投与

一週間で退院
救急車内で意識が
回復し、入院する
ことなく帰宅

平成24年

平成25年

比較

１時間34分

56分

38分短縮

りゅう



広報 津 平成27（2015）年11月１日号6

問い合わせ　建設整備課
　229－3193　　229－3345

変わります！大谷踏切
～安全で、安心な広い道路へ～

　津駅の北にある大谷踏切は、駅西地区の住宅地
や文化ゾーンと、駅東地区の大型商業施設などの
中間にあり、多くの人が利用しています。周辺の

土地区画整理事業が進む中、この重要な東西アク
セス道路の交通量は増え続け、これまで渋滞など
の深刻な問題を抱えてきました。

現在の状況　ー安全・安心の確保が急務！ー

　大谷踏切を広げるには、鉄道事業者が「他の踏
切道の廃止を基本とする」としたため、廃止踏切
が見つからなかったことなどから、長年事業が難
航していました。
　今回、ＪＲ名松線の上井生踏切の廃止につい

て、一志町上井生地域の皆さんの同意を得て、大
谷踏切の拡幅が実現に向けて大きく進みました。
　平成30年の着工を目指し、今後も協議を進
め、安全で、安心して暮らせるまちづくりを目指
します。

地域の皆さんの協力のもと、大谷踏切を10mに広げます！

津

江
戸
橋

近
鉄
名
古
屋
線

JR
紀
勢
本
線

県総合文化センター

県庁

大型商業
施設
大型商業
施設

県立博物館津東高

津商業高

県立美術館

三重大

橋北中

住宅地域
文化ゾーン
住宅地域
文化ゾーン

23

大谷踏切の交通量（7時～19時）

踏切西側 踏切東側

○
大谷踏切

車や自転車、歩行者
が入り乱れ、非常に
危険な道路

幅約2.5mの１車線
相互通行で、慢性的
な渋滞が発生

近鉄高架橋下は高さ
制限2.4mのため、
救急車が通行不可

慢性的な渋滞慢性的な渋滞

（調査日：平成26年6月30日）ピーク時間帯の渋滞
踏切東側…長さ約250m     踏切西側…長さ約200m

遮断時間／回数 車　両 自動二輪 自転車 歩行者
3,852台2.4時間／78回 96台 248台 125人

西側から見た計画断面東側から見た計画断面
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問い合わせ　文化振興課
　229－3250　　229－3247

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3169　　229－3335

　紅葉に彩られた津偕楽公園・四天王寺・津城跡、海の玄関口「津なぎさまち」のほか、イベン
トが行われる中心市街地を巡るウオークです。安濃津ガイド会とときめき高虎会のガイドで、津
市の歴史を楽しく学べます。

第９回 榊原温泉
秋の収穫祭
第９回 榊原温泉
秋の収穫祭

ところ　一身田町（寺内町周辺）
一身田寺内町周辺

11月29日■ 8:30~
榊原自然の森　多目的広場

※雨天決行

※雨天の場合はイベントの一部が中止になり
　ますが、農産物の販売は行います。

日

11月15日■11月15日■ 9:00~16:00日

作品展示期間

11月9日■～29日■月 日

農産物の
産直販売
農産物の
産直販売
農産物の
産直販売

ふるまい
鍋

ふるまい
鍋

ふるまい
鍋

つめ放題つめ放題つめ放題野菜の
重さ当て
野菜の
重さ当て
野菜の
重さ当て

榊原
古代米を
使った催し

榊原
古代米を
使った催し

榊原
古代米を
使った催し

    かかしコンテスト    かかしコンテスト    かかしコンテスト

特設ステージでの音楽や踊りの発表
郷土芸能　唐人踊り、しゃご馬、中野獅子舞
映画上映会
地元商工会などによる市内の特産物や千人
豚汁・おにぎりの販売など

月・祝

問い合わせ
榊原農民研修所　　252－0220　　252－1172

一身田寺内町まつり
ホッ！とするに 一身田

第
19
回

　歴史的な町並みが残る一身田寺内町で、
懐かしい町の雰囲気とにぎわいを味わって
みませんか。

津のまん中ウォーク

ひろばdeごはん 11:00～14:00

　キッチンカーや食べ物屋台が大集合！
おいしいものを食べて飲んで楽しく過
ごそう。
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市河芸庁舎

朝陽中

河芸体育館河芸図書館

河芸第２
グラウンド

町民の森公園

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

河芸第２グラウンドとその周辺

３１１

武田美保さん

　なお、当日訓練会場周辺では、ヘリコプターや
訓練車両のサイレンの音、道路の一時的な混雑な
どでご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いし
ます。

申し込み　スポーツ振興課または各総合支所地域
　振興課、市内の運動施設などにある大会要項に
　添付の振込用紙に必要事項を記入し、最寄りの
　郵便局から申し込むか、参加費を添えて直接ス
　ポーツ振興課窓口へ。スポーツエントリーやＪ
　ＴＢスポーツステーションのインターネット申
　し込みもご利用ください。
※申し込み受け付け後の参加費の返金や参加種目
　の変更はできません。
締め切り　12月４日(金)必着。スポーツ振興課に
　直接申し込む場合は12月９日(水)まで。
※当日は、交通規制にご協力ください。　　　

　2001年世界水泳福岡大会
チームデュエットで金メダル獲
得、アトランタ、シドニー、ア
テネの3つのオリンピックで、
銀・銅合わせて５つのメダルを
獲得。引退後は、テレビ出演、
講演、イベントなど、さまざま
なジャンルで活躍中。

　地域住民をはじめ、自主防災組織や民間企業、
ボランティア、医療機関、防災関係機関が役割分
担し、相互に連携しながら、大規模地震災害が起
きたときを想定した訓練を行います。地域の防災
意識を高め、災害対応力の向上と、災害時の被害
の軽減を目指します。一般来場者の皆さんも見
学・体験でき
る災害関連
のコーナー
もあります
ので、気軽
にご参加く
ださい。

　今年は元シンクロスイマーの武田美保さんをゲ
ストランナーに迎え、新津市の誕生10周年を記念し
て開催します。４種目31部門のレースの他、お楽し
み抽選会や振る舞い鍋、ミニ物産展、手湯コーナー
などもあります。奮ってご参加ください。
コース　安濃中央総合公園内を発着点として、安
　濃地域を走る10㎞・５㎞のコースと同公園を
　周遊する２㎞・ジョギングのコース
種目・部門

対　象　健康な人（小学３年生以下は必ず保護者
　と一緒に参加すること）
定　員　先着3,000人
費　用
●ジョギング…1,000円
●２㎞・５㎞…各1,500円
●10㎞…2,500円

昨年の訓練の様子

小学３年生以下と保護者
小学４～６年生
中学生
高校生～29歳
30～49歳
50～59歳
60歳以上

参加できません

ジョギング
600人 ２㎞

600人 ５㎞
700人

10㎞
（70分以内
に完走でき
る人）

1,100人

部　門 種目・定員

※ジョギングを除くいずれの部門も男女別順位を決定

第11回
新津市誕生10周年記念

昨年の様子
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とき（来年２月） ところ 定　員
４日㈭
13時30分～15時30分 白山公民館 抽選10人

５日㈮
10時～12時
５日㈮
13時30分～15時30分
６日㈯
13時30分～15時30分
７日㈰
10時～12時

中央公民館 抽選各20人

ところ　中央公民館情報研修室
対　象　　または　各講座の全ての日程に必ず参
　加でき、パソコンの文字入力、ワード・エクセルの
　基本操作(簡単なビジネス文書の作成、データや
　計算式の入力、グラフの作成)ができる市内に在
　住・在勤・在学の人　※初心者向けではありません。

昨年のセミナーの様子

　男女がいきいきと働ける男女共同参画社会の実
現に向けて、働くことを希望する人に役立つパソ
コン技能や面接のポイントを習得しませんか。
　１歳～就学前の子どもを対象に無料の託児も行
います。
講座名・とき・内容

対　象　市内に在住でタブレットパソコンの基
　本的な使い方を習得したい人
申し込み　はがき、またはファクスで「タブレッ
　ト講座受講希望」と明記し、住所、氏名、電
　話番号、希望日（第２希望日まで、２月５日
　の場合は時間も記入)を情報企画課(〒514-8611
　住所不要)へ
締め切り　11月30日(月)必着

　今までタブレットパソコンを使ったことがな
い人や、初めて使ってみたいという人のための
講座です。
とき・ところ・定員

講座名 内　容とき（いずれも全６回）
来年１月７日・14日・21日・
28日、２月４日・18日
いずれも木曜日10時～12時
（最終日は９時30分～12時）

来年２月25日、３月３日・
10日・17日・24日・31日
いずれも木曜日10時～12時
（最終日は９時30分～12時）

文書処理技能
認定試験３級
合格レベル

表計算処理技
能認定試験３
級合格レベル

■資格取得を
　目指すワー
　ド講座

A

■資格取得を
　目指すエク
　セル講座

B
定　員　抽選各20人
受講料　無料(別途テキスト代1,000円と受験料が
　必要)
持ち物　ＵＳＢメモリ
申し込み　往復はがきに「就業支援パソコンセミ
　ナー希望」と明記し、希望講座名(　または　、
　２つの講座を希望する場合は第１希望と第２希
　望)、郵便番号、住所、氏名(フリガナ)、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)を記入し、商業振
　興労政課(〒514-8611住所不要)へ
締め切り　11月17日(火)必着

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335

問い合わせ　情報企画課　　229－3118　　229－3119

※パソコンのＯＳはWindows7、ソフトはWord2013と
　Excel2013
※最終日は試験と面接セミナーを実施します。
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問い合わせ　こども支援課
　229－3284　　229－3334

　市では、虐待の発生予防、早
期発見・早期対応から虐待を受
けた子どもの自立に至るまで、
切れ目のない総合的な支援が必
要と考え、児童虐待についての
連絡を受けると、児童相談所に
連絡して関係機関から情報を集
めます。その後、保育所や教育
委員会、学校、保健センターな
どの関係者がチームを組んで支
援の方法を検討し、必要があれ
ば家庭訪問をするなど協力して
家庭支援を行います。
　なお、虐待の危険性が高い場
合は、子どもを児童相談所で一
時的に保護するなど、児童相談
所、警察署などと連携して対応
します。

　虐待を受けたと思われる子ど
もや子育てに悩む親がいたら、
また自分自身が出産や子育てに
悩んでいたら、児童相談所や市の
窓口へ連絡・相談してください。
　連絡は、匿名で行うことも可
能です。連絡者や連
絡内容に関する秘密
は守られます。

児童虐待を防ぐために

児童虐待とは

児童虐待・家庭児童相談窓口

　児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な
家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず、虐待につながる場合も多く、社会全体で早
急に解決すべき重要な課題となっています。

「もしかして」 あなたが救う 小さな手 (平成27年度「児童虐待防止推進月間」標語)

11月は児童虐待防止推進月間11月は児童虐待防止推進月間

▶身体的虐待
　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる、溺れさせるなど
▶ネグレクト
　家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、重い病気になっ
ても病院に連れて行かないなど

▶性的虐待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポル
ノグラフィの被写体にするなど
▶心理的虐待
　言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別
的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振
るう(ドメスティック・バイオレンス：DV)など

189番にかけると
お近くの児童相談
所につながります。

支援の必要な家庭
支援

支援

協議

連
携
し
て
対
応

支援相談

連絡

通告

支援の協力依頼

医療機関

関係機関

保育所・幼稚園・
小学校など

民生委員・
児童委員

こども支援課
家庭児童相談

健康づくり課
保健センター

教育委員会

警察署

市民 市役所
児童相談所

緊急時の
連携

措置

児童福祉
施設

相談受け付け

調査

ケース検討会議

支援の実施

相談受理会議

調査

施設保護

一時保護家庭支援

ケース検討会議

■虐待防止のための体制

こども支援課
家庭児童相談（こども支援課内）
久居総合支所福祉課
河芸総合支所市民福祉課
芸濃総合支所市民福祉課
美里総合支所市民福祉課
安濃総合支所市民福祉課

Ｔ229－3284
Ｔ229－7830
Ｔ255－8831
Ｔ244－1703
Ｔ266－2515
Ｔ279－8116
Ｔ268－5516

Ｔ292－4302
Ｔ293－3003
Ｔ262－7015
Ｔ272－8084
Ｔ231－5666
Ｔ213－0110
Ｔ254－0110

香良洲総合支所市民福祉課
一志総合支所市民福祉課
白山総合支所市民福祉課
美杉総合支所市民福祉課
三重県中勢児童相談所
津警察署
津南警察署

ところ 電話番号 ところ 電話番号
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ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.８

教委学校教育課　　229－3245
美杉小学校　　274－0802　　美杉中学校　　272－1191

問い合わせ　教委学校教育課　　229－3245　　229－3332

遠足（久留尊山）

みすぎ春のスポーツ祭

学習風景

みすぎ連山のろし太鼓教室

　秋も深まり、
名松線沿線の
山々も色づい
てきました。
この季節の景
色も実に味わ
いがあります。
今年は代行バスから、来年の秋は列車の車窓か
ら、美杉地域の紅葉を楽しむことができます。
　さて、秘境駅の伊勢鎌倉駅を出発した列車が
鉄橋やトンネルを抜け、次に到着するのは伊勢
八知駅です。この辺りは少し開けた盆地になっ
ていて、駅の周辺には美杉総合支所や美杉中学
校があります。周りがぐるりと山に囲まれてい
るので、出発した松阪駅とは景色が大きく違い
ます。松阪駅が標高約５ｍであるのに対して、
伊勢八知駅は標高約170ｍ。ずいぶん登ってき
たことが分かります。伊勢八知駅は、付近に飲
食店や宿泊施設もあるため、美杉地域を訪れる
旅行者にも利用されています。

　伊勢八知駅から列車は、まだまだ登っていき
ます。盆地が終わり家が見えなくなったころ、
列車は鉄橋を渡ります。ここは、県道、雲出
川、名松線が並んで通り抜ける山あいの渓谷
で、地元の人は「阿づまい」と呼んでいます。
春は山桜、初夏は霧、秋は紅葉、冬は雪景色と
四季折々に美しい景色が広がります。
　高い鉄橋を渡れば阿づまいを抜けた合図。カー
ブに合わせてスピードを落とした列車は、比津駅
に到着します。標高は約235ｍ。美杉地域内で
唯一駅名に「伊勢」の文字が入っていない駅で
す。比津駅の横を通る県道666号線の一部は、
森林セラピーロードになっていて、駅から登り
比津峠を越えると、伊勢国司北畠氏が本拠とし
た多気の集落に
つながります。
　次回は、いよ
いよ名松線最後
の駅をご紹介し
ます。

自然豊かな美杉地域で

健やかな学校生活を

過ごしませんか

　少人数ならではの、きめ細かい指導と自然に恵
まれた環境で、明るく伸び伸びとした教育を目指
す学校です。下記の条件を満たす人は、市内のど
この地域からでも美杉小学校と美杉中学校に入学
(転学)することができます。
入学(転学)の条件
●小規模特認校の趣旨と美杉小学校・美杉中学校
　の教育活動などに賛同すること
●市内に住所があること
●通学は保護者の負担と責任で行うこと
申請の手続き
　教委学校教育課または教委各教育事務所で入学
(転学)の申請を受け付けています。

美杉小学校

美杉中学校

見学の申し込みなどはこちら見学の申し込みなどはこちら

美杉小学校と美杉中学校の

小規模特認校
美杉小学校と美杉中学校の

小規模特認校
美杉小学校と美杉中学校の

小規模特認校

問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

あ
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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

お知らせ

市民交流課
　229－3252　　227－8070

家庭用はかりの無料検査

資産税課
　229－3132　　229－3331

土地・家屋の相続人代表者
指定届の提出

男女共同参画室
　229－3103　　229－3366

男女共同参画情報紙つばさ
第19号を発行

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

地域文化財総合活性化事業
歴史講演会

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

香りのせっけん粘土で飾る
小物入れ作り体験

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

環境政策課
　229－3212　　229－3354

えこえこバザール

津市市民エコ活動センター
　237－1185

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

鳥羽一郎歌謡ショー

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

津高虎太鼓による太鼓の演奏

イベント

作品の例

津高虎太鼓の演奏の様子

前回の様子

高茶屋銅鐸

鳥羽一郎さん

と　き　11月19日(木)13時～15時
ところ　市本庁舎１階ロビー
内　容　家庭で使用している体重
　計やはかりなどの検査

　津市に固定資産(土地、家屋)
を所有している人が亡くなった
場合は、納税通知書を相続人の
代表者に送付するために「相続
人代表者指定届」の提出をお願
いしています。ただし、年内に
相続登記が完了する場合などは
不要です。詳しくは資産税課へ
お問い合わせください。

　防災について
女性の視点から
考えることの大
切さや、津市消
防団初の女性方
面副団長へのイ
ンタビューなど、
男女共同参画に関する情報を掲
載しています。
内　容
●防災に女性の視点と力を
●まちを元気にする男女(なかま)
　たち
●突然子どもが病気になったら…
●父親を楽しもう!!
●津市ヘルスメイトおすすめ簡
　単レシピ紹介
配布場所　男女共同参画室、各
　総合支所地域振興課(生活課)、
　公民館など　※津市ホームペー
　ジからもご覧いただけます。

と　き　11月21日(土)13時30
　分～15時
ところ　中央公民館会議室
内　容　難波洋三さん(国立文化
　財機構奈良文
　化財研究所埋
　蔵文化財セン
　ター長)によ
　る講演「高茶
　屋銅鐸とその
　時代」

　自由に成形
や型抜きをし
て、自分だけ
のオリジナル
小物入れを作りましょう。
と　き　11月７日(土)13時ごろ
　～、14時30分ごろ～
ところ　津市モーターボート競
　走場２階展示スペース
定　員　各先着10人
講　師　安田己保子さん(香りの
　花せっけん教室主宰)
費　用　500円
入場料　100円(20歳未満は無料)

　ボートレー
ス津名誉執行
委員長の鳥羽
一郎さんが来
場します。演
歌界最高峰の
歌声をお楽しみください。また、
優勝者表彰式でも登壇します。
と　き　11月８日(日)13時ごろ～、

　13時30分ごろ～
ところ　津市モーターボート競
　走場ツッキードーム(12時開場)
入場料　100円(20歳未満は無料)

と　き　11月14日(土)11時頃～、
　14時頃～
ところ　津市モーターボート競
　走場ツッキードーム(10時30
　分開場)
入場料　100円(20歳未満は無料)

と　き　11月15日(日)10時30
　分～14時30分
ところ　津市市民エコ活動セン
　ター(西部クリーンセンター内)
内　容　手作り作品･不用品･地
　元農産物の販売、木工体験など

　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。
と　き　11月24日(火)９時30分～
ところ　サンデルタ香良洲
持ち物　飲み物、タオル
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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

昭和３年頃の明村役場

白山保健センター
　262－7294　　262－6520

健康づくり推進員による
元気づくり集会

美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

人権について考えてみませんか
市民人権講座

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

第９回美し国三重市町対抗駅伝
津市代表選手選考会

市民交流課
　229－3146　　227－8070

ブルキナファソの料理教室

人権課
　229－3165　　229－3366

人権標語

募　　集

と　き　11月18日(水)14時～15
　時30分
ところ　白山保健福祉センター
　２階
内　容　ダンベル体操、ストレッチ
講　師　渡辺美代子さん
定　員　先着50人
持ち物　ダンベル(なければ水ま
　たは砂を入れた350～500ml
　のペットボトル)、飲料水、タ
　オル、運動しやすい服装
申し込み　直接窓口または電話
　で白山保健センターへ
申込開始日　11月６日(金)

　西アフリカに位置する内陸国
「ブルキナファソ」の駐日大使
夫人と一緒に、交流しながらア
フリカ料理に挑戦してみません
か。同国の文化や風土などの紹
介もあります。
と　き　12月８日(火)11時～14時
ところ　アスト津５階食工房(羽

　所町)
内　容　鶏肉のピーナツソース
　煮、デザート他
定　員　先着24人
費　用　1,500円(材料費)
申し込み　直接窓口または電話
　で市民交流課へ
申込期間　11月９日(月)～27日(金)

と　き　11月28日(土)14時～　
　※受け付けは13時～、雨天決行
ところ　高田中・高校グラウン
　ド(一身田町)　※雨天時は外周
内　容　来年２月21日(日)に開
　催される第９回美し国三重市
　町対抗駅伝の津市代表選手選
　考の参考にする記録会
種　目　
●小学５・６年生男女1,500m
●中学生女子2,000m
●中学生男子3,000m
●ジュニア女子・20歳以上女子
　3,000m
●ジュニア男子・20歳以上男子・
　40歳以上男子5,000m
※ジュニアは平成８年４月２日～
　平成12年４月１日生まれの人

申し込み　所定の申込用紙に必
　要事項を記入し、郵送または
　ファクスでスポーツ振興課(〒
　514-0056 北河路町19-1 メッ
　セウイング・みえ２階)へ
締め切り　11月16日(月)

と　き　12月12日(土)①９時～
　10時20分②10時30分～11時
　50分
ところ　美里文化センター２階
　学習室
内　容　①宗教と差別の問題②
　「人権よもやま話」(参加型人
　権学習)
講　師　関喜照さん(ヒューマン
　ネットワーク会長)
対　象　市内に在住・在勤の人
申し込み　はがき、または電話、
　ファクスで住所、氏名、電話
　番号を美里総合支所地域振興
　課(〒514-2192 美里町三郷
　48-1)へ
締め切り　11月27日(金)消印有効

　人権意識を高めるため、標語
を募集します。入選した人は、
来年２月13日(土)開催の津市人
権講演会で表彰し、粗品を進呈
します。入選作品は市に帰属す
るものとし、人権啓発に活用し
ます。
応募方法　はがき、またはファ
　クス、Ｅメ―ルで郵便番号、
　住所、氏名、電話番号、人権
　標語を、人権課(〒514-8611 
　住所不要、　229-3165@city.
　tsu.lg.jp)へ　※Ｅメールの件
　名は「人権標語」としてくだ
　さい。
締め切り　11月30日(月)必着
※入選者にのみ１月15日(金)ま
　でに入選結果を連絡します。

　大正５(1916)年に建てられた旧明村役場庁舎の内部を公開しま
す。当日は、芸濃ふるさとガイド会による説明もあります。
ところ　旧明村役場庁舎(芸濃町林346-2)

問い合わせ
教委生涯学習課
　229－3251
　229－3257

国登録有形文化財

旧明村役場庁舎一般公開
あきら

11月８日■ 10時～15時日

　現在、旧明村役場庁舎の建物に関す
る情報を集めています。建物内部の様
子が写った写真は、部屋の使い方など
が分かり大変貴重な資料になります。
役場や支所の頃のスナップ写真、資料館の見学写真などがあ
りましたら教委生涯学習課までご連絡ください。

明村役場の写真を探しています！
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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

敬和公民館
　・　225－2325

公民館教養セミナー
描画講座

こども支援課
　229－3284　　229－3334

津市ファミリー・サポート
緊急サポート提供会員養成講座

防災室
　229－3104　　223－6247

土砂災害避難施設および
土砂災害避難協力施設

問い合わせ　政策課　　229－3101　　229－3330

　人口急減・超高齢化という課題に対する地方
創生に向けた取り組みをさらに進めるため、市
民の皆さんや市内で活動している団体、各地区
地域審議会などからアイデアや意見を聞きなが
ら、(仮称)津市まち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン・総合戦略(案)を作成しました。
　ぜひ、皆さんの意見をお聞かせください。

閲覧・配布場所　政策課、総務課情報公開室、
　各総合支所地域振興課、津市ホームページ

提出方法　「(仮称)津市まち・ひと・しごと創
　生人口ビジョン・総合戦略(案)に関する意見」
　と明記し、直接窓口または郵送、ファクス、
　Ｅメールで住所、氏名(法人その他の団体の
　場合は、所在地・名称・代表者の氏名)を政
　策課(〒514-8611 住所不要、　229-3101@
　city.tsu.lg.jp)または直接各総合支所地域振
　興課窓口へ
※いただいた意見は、募集期間終了後に、左記
　の閲覧・配布場所で公表します。

皆さんの意見をお聞かせください！

募集期間 11月10日 火 ～12月９日 水 必着

　津市ファミリー・サポート・
センターは、子育ち子育てを助
けてほしい人(依頼会員)の要望
に応じて、その支援ができる人
(提供会員)を紹介し、相互の信
頼と了解の上で一時的に子ども
を預かる仕組みです。子どもを
預かるために必要な専門知識の
基礎を学んで、提供会員になっ
てみませんか。
と　き　11月28日(土)・30日(月)、
　12月１日(火)・５日(土)・７
　日(月)
ところ　中央公民館
費　用　2,500円(テキスト代)
申し込み　電話またはファクス
　で津市ファミリー・サポート・
　センター(　236－0120、　236－
　0121)へ

　水彩絵の具や色鉛筆を使って
絵画の基礎を学びながら、楽し
く絵を描きます。油絵の基礎を

学ぶこともできます。
と　き　12月10日・24日、来
　年１月７日・21日、２月４日・
　18日、３月10日・24日いず
　れも木曜日13時30分～15時
　30分(全８回)
ところ　敬和公民館図工室
対　象　市内に在住・在勤・在
　学の人
定　員　抽選15人
費　用　2,400円
申し込み　往復はがきで講座名、
　住所、氏名、年齢、電話番号
　を敬和公民館(〒514-0015 寿
　町21-22)へ　※往復はがき１
　枚につき１人有効
締め切り　11月20日(金)必着

　土砂災害を受ける可能性が高
い区域または土砂災害のおそれ
がある区域の指定避難所の代替
施設として、土砂災害避難施設
および土砂災害避難協力施設を
募集しています。ぜひご協力く
ださい。
対　象　次の全てを満たすもの

●土砂災害避難施設
①土砂災害警戒区域・土砂災害
　特別警戒区域・土砂災害危険
　箇所の範囲外でその周辺等に
　所在する建物
②有効な避難スペースおよび当
　該避難スペースまでの有効な
　避難経路を有する建物
③浸水および暴風により構造耐
　力上支障のある事態を生じな
　い構造の建物
④日常的に使用され、または管
　理されている建物
⑤指定避難所として指定されて
　いない建物
⑥いつでも避難できる建物
●土砂災害避難協力施設
①～⑤は上記と同じ
⑥所有者または管理者が認める
　日時に限り避難することがで
　きる建物
申し込み　防災室または各総合
　支所地域振興課にある所定の
　申込用紙に必要事項を記入し、
　直接窓口または郵送で防災室
　(〒514-8611 住所不要)へ　
　※申込用紙は津市ホームペー
　ジからもダウンロードできま
　す。
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スマッシュ！
　　

▲

 9/6

目指せ、発掘博士 

▲

 8/18地域の防災力を強化 

▲

 9/13

　香良洲小学校で、津市自主防災協議会香良洲支
部主催の防災訓練が行われました。屋上避難訓
練、初期消火訓練、女性消防団員による救急法訓
練、婦人会による炊き出し訓練などに、参加者
270人が真剣に取り組みました。

　津市埋蔵文化財センターで「夏休みわんぱく学
校」が開催されました。参加した子どもたちは、
市内で出土した埋蔵物の説明を聞いたり、まが玉
作りや土器の接合をしたりと、初めての体験に目
を輝かせながら楽しんでいました。

手のひらサイズの大自然 

▲

 8/26

　芸濃総合文化セン
ターで芸濃地域ス
ポーツ大会バドミン
トンの部が行われま
した。多くの参加者
による白熱した試合
が繰り広げられ、体
育館は熱気に包まれ
ました。

　一志児童館で、こけ玉作りが
開催されました。参加した子ども
たちはボランティア団体福寿草
の皆さんの指導のもと、試行錯
誤しながら形を整え、丸くかわい
らしいこけ玉を完成させました。
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いつまでもお元気で 

▲

 9/19木々に包まれて 

▲

 9/20

　全国60基地森林セラピーウオーキングデイに
合わせて、美杉地域でウオーキングイベントが開
催されました。森林セラピストによる樹林気功や
ネイチャーゲームなどがコースごとに行われ、参
加者はたっぷりと森の癒しを体感しました。

　サンヒルズ安濃ハーモニーホールで、安濃地域
４地区の「安濃町敬老会」が開催されました。合
唱や幼稚園児の遊戯、中学生の楽器演奏などが催
され、参加した皆さんは楽しいひとときを過ごし
ました。

　市内の小学生が、春に自
分たちで植えた米の稲刈り
を行いました。子どもたち
は、地域の人から農作業に
ついて教わった後、鎌を
持って田んぼに入り、泥だ
らけになりながら黄金色に
大きく実った稲を丁寧に一
株ずつ刈り取りました。収
穫から脱穀作業まで、昔な
がらの農作業体験を通じ
て、両手にずっしり、実り
の秋を実感していました。

　～実りの秋を実感～津 市 の 子 ど も た ち

黒田小学校 

▲

 9/3美杉小学校 

▲

 9/29

辰水小学校 

▲

 9/4
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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

種　目 と　き ところ 定　員対　象 締め切り

サッカー

合気道 12月６日㈰

12月４日㈮

12月11日㈮

制限なし

120人

100人

制限なし

５歳児～小学２年生

小学４年生

河芸体育館武道場

海浜公園内陸上競技場

海浜公園内陸上競技場

12月６日㈰
10：30～12：00
12月19日㈯
10：00～12：00
来年１月４日㈪
10：00～16：00

コンビニ

岩田川

N

津中部電力前
バス停

市
本
庁
舎

公
園

近
鉄
津
新
町
駅

新町フェスタ会場

交通規制にご協力を
■部分は７時～19時の間、車両通
行禁止になります。

23
163

　11月は労働保険適用促進強化
　期間
　事業主は労働者を一人でも雇
用していると、労働保険に加入
する必要がありますので、加入
手続きをしてください。
　三重労働局(　226－2100)

　所得税の青色申告決算等説明会
　11月27日(金)10時～12時、
13時30分～15時30分　　県文
化会館小ホール(県総合文化セン
ター内)　　所得税の青色申告者
の決算や年末調整事務などの説
明　※決算書用紙は確定申告書
に同封して送付されます。
　津税務署(　228－3133)

　津ぅきた福きた
　カムカムフェスタ2015
　11月８日(日)10時～15時　　
河芸第２グラウンド南駐車場　
　一日商店街での地元特産品の
販売、バンド演奏、キッズダン
スタイム、クラシックカー大集
合など
　津北商工会(　245－5678)

　第19回子育て支援講演会
　11月21日(土)10時～　　清泉
幼稚園２階リズム館(南丸之内)
　土屋秀宇さん(日本幼児教育振
興会副理事長)による講演「美し
い心は美しい言葉から生まれる～
言葉は命の根っこ・心の根っこ～」
　同幼稚園(　228－5341)

　名松線とウオーキングで巡る
　白山町ぶらり歴史探訪
　11月23日(月・祝)８時～12時
45分(受け付けは７時40分～)　
※雨天決行　　市白山庁舎駐車
場集合　　名松線を利用した約
６㎞のウオーキングイベント(水
筒、雨具など持参)　　保険料
100円と名松線運賃(大人140
円、小学生以下70円)
　津市スポーツ推進委員会担当
(　090－1277－7339)

　知的障がい者との交流会
　11月22日(日)９時45分～14
時30分　※小雨決行　　お城西
公園　　演奏、展示、バザーなど
　同交流会事務局(　272－4554)
※当日のボランティアも募集して
います。希望する人は11月13日(金)
までに電話で同交流会事務局へ

　津市民文化祭参加事業文化講演会
　三重大学シリーズ？「発見塾」
　11月21日(土)13時30分～15
時　　津リージョンプラザ２階

健康教室　　磯和勅子さん(三重
大学医学部看護学科教授)による
講演「介護予防と防災対策のた
めの健脚づくり～ゴムバンドに
よるはつらつ健脚運動～」
　津文化協会担当(　090-1236－
1144)

　第36回新町フェスタ2015

　船上結婚式、新町よさこい、
らくがきバス、模擬店など盛り
だくさん。
　11月23日(月・祝)９時～　※雨
天決行　　津新町通り商店街
　同商店街振興組合代表(　224－
4149)

みんなの
情報掲示板

お知らせ

イベント

　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)
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　費用　　申し込み　　問い合わせ　　電話番号　　ファクス　　Ｅメール　　ホームページ　

と　き
水曜教室10時～

水曜教室14時～

木曜教室10時～

木曜教室14時～

12月
９日㈬

12月２日・９日・
16日、来年１月
13日・20日・27日

11月12日・19日・
26日、12月３日・
10日・17日

11月
19日㈭

締め切り

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

　いのちのキャンパス
　三重大学などの学生が主体と
なって、若者の交通事故被害者や
その遺族の生の声を発信します。
　11月21日(土)12時～、22日(日)
10時～　　三重大学教育学部専
門校舎２号館(栗真町屋町)
　同実行委員会担当(　090－
1562－5780)

　スポーツ指導者育成講習会2015
　12月20日(日)13時～16時30
分　　メッセウイング・みえ　
　杉田正明さん(三重大学教育学
部保健体育学科教授)による講
義、実技講習会　　市内に在住・
在勤・在学のスポーツ指導者ま
たは指導者を目指している人　
　80人程度　　500円
　11月４日(水)～30日(月)に郵
送またはファクス、Ｅメールで
住所、氏名、年齢、性別、専門種
目、電話番号を津市スポーツ協会
(〒514-0027 大門6-15、　273－
5588、　info@tsuspokyo.org)へ
　同協会(　273－5522)

　みかん狩り参加者
　11月22日(日)11時～15時　
※現地集合　　観光みかん園(大
里窪田町)　　一人親家庭の親子
の交流や親睦を深める　　市内
に在住の一人親家庭の人　　中
学生以上500円(小学生以下は無
料)　　中学生以上250人、小学
生以下50人
　11月11日(水)までに津市母子
父子寡婦福祉会(　223－2085)へ
※月曜休館

　たんたらホイ！フェスin三重
　出場者
　来年１月24日(日)13時20分～
　津リージョンプラザお城ホー
ル　　ミュージック、ダンス、
パフォーマンスなどの分野で、

プロ・アマ問わず　　33チーム
　11月23日(月・祝)までに所定
の申込用紙に必要事項を記入し
提出　※詳しくはお問い合わせ
ください。
　たんたらホイ会エンジョイ三
重担当(　090－1980－9981)

　健康ボウリング教室(全６回)

　ラウンドワン津高茶屋店(高茶
屋小森町)　　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

　家事家計講習会
　①11月17日(火)、②11月21
日(土)いずれも10時～11時30分
　県男女共同参画センター「フ
レンテみえ」①セミナー室Ｃ②
セミナー室Ａ(県総合文化セン
ター内)　　家計簿記入について
生活の実例をもとに学ぶ　※託
児あり(① 20人②15人、要予約)
　各80人　　300円、託児200円
　各開催日の前日までに津友の
会(　225－9150)へ

　三重県栄養士会公開講座
　11月27日(金)13時～16時　
　津リージョンプラザ２階健康教
室　　講演「糖尿病・生活習慣病
予防の食事」と栄養指導　　50人
　三重県栄養士会(　224－4519)
※木・土・日曜日休み

　うつ病家族教室
　11月13日(金)、12月18日(金)、
来年１月23日(土)いずれも13時
30分～15時30分(全３回)　　県
立こころの医療センター講堂２

階(城山一丁目)　　うつ病の人
を持つ家族(診断されておおむね
２年未満)
　同センター医療福祉グループ
(　235－2125)へ

　転倒予防教室
　11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「知って役立つ医療福祉制度」
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　　80人
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

　全国一斉「女性の人権ホット
　ライン」強化週間
　相談電話　0570-070-810
　11月16日(月)～20日(金)８時
30分～19時、11月21日(土)・22
日(日)10時～17時　　ＤＶ・セク
ハラ・ストーカー被害など女性を
めぐる人権問題についての相談
　津地方法務局人権擁護課(　
228-4193)

　税理士による税務相談
　11月15日(日)10時～16時　
イオン津ショッピングセンター１階
食料品売り場横催事場(桜橋三丁目)
　津税理士会館(　226－3222)

　カウンセラーによる相談
　（面談・電話相談）
　専用電話　229-3120

　夫婦・親子の関係、生き方の
問題など
　上記以外の時間は男女共同参
画室(　229－3103)

無料相談コーナー

募　集

健　康
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長市 活動日記から

長市 コラム

「市長活動日記」は津市ホームページでご覧になれます　 津市長活動日記

「ＴＶ版市長コラム」では、前葉市長がこのテーマを語ります 津市長コラム

大谷踏切を広げます

■交通対策本部長(内閣府特命担当
　大臣)表彰受賞者来訪…９月14日

　津市交通安全父母の会連絡協議会
が、内閣府特命担当大臣である交通
対策本部長より表彰を受けられまし
た。昭和56年設立の同会は、12の
小学校の保護者が所属します。長
年、地域の子どもたちと交通安全意
識の向上に取り組む功績に対し、県
内では２団体目の受賞です。

■市内長寿者 安田つる子さんを訪問
　…９月15日
　９月15日の「老人の日」には、
内閣総理大臣から100歳の人にお祝
い状と銀杯が贈られます。今年は安
田つる子さんに津市からの記念品を
添えてお渡しし、ご長寿をお祝いし
ました。今年津市では男性９人、女
性51人の計60人が100歳を迎えら
れます。

■吉田沙保里選手 世界大会16連覇、
　個人戦200連勝達成報告…９月29日

　津市民の誇り、元気の源である吉
田選手が世界選手権で優勝し、世界
大会16連覇、個人戦200連勝という
前人未到の偉業を達成されました。
16時間の時差と重圧を克服したと
大会を振り返る吉田選手に、五輪女
子史上初の４連覇への熱いエールを
送ります。

津市長 前葉 泰幸

　昭和48年、国鉄伊勢線が開通しました。津駅か
ら北に向かう列車が最初に通過するのが大谷踏切
です。
　この機に大谷踏切を閉鎖し、代わりに歩行者用
地下道を新設する計画があったことはあまり知ら
れておりません。地元から反対の声が上がったた
め白紙に戻され今に至っているのです。
　昭和48年は津駅西側の土地区画整理事業が完了
した年でもありました。駅西側を通る主要地方道
津関線が整備されると、東側の国道23号につなが
る大谷踏切の通行量は増加の一途をたどります。
やがて幅約2.5メートル、車１台が通るのがやっ
との狭い踏切に代わる東西連絡道路を作る構想が
持ち上がり、アンダーパス、オーバーパス、Ｕ型
跨線道路橋などさまざまな案が検討されました。
しかし、いずれも実現は困難とされ、ようやく踏
切道の拡幅ということで鉄道事業者との協議が
整ったのが平成10年末でした。
　ところが今日に至るまで拡幅は実現しておりま
せん。踏切東側地区を整備する「津駅前北部土地

区画整理事業」の進捗が遅れたことや、大谷踏切
道拡幅にあたっては、鉄道事業者が「他の踏切道
の廃止を基本とする」としたため、廃止する踏切
道が見つからなかったことなどが原因です。
　その間にも踏切の自動車交通量は、昨年度の調
査では昭和48年当時に比べ６倍以上に膨れ上がっ
ています。朝夕のピーク時には渋滞の車列が線路
を挟んで東西にそれぞれ200～250メートルも連
なるほどです。もはや通行車両の譲り合いで解決
できる問題ではなくなってきているのです。
　区画整理事業の完了が近づき、踏切につながる
東側市道が拡幅されたこの機を逃してはなりませ
ん。職員とともに不退転の覚悟で鉄道事業者など
関係先との折衝に臨むと同時に、踏切道の廃止を
ご理解いただくため、本格的な地元調整に入りま
した。その結果、大変ありがたいことに、一志町
上井生地域の皆さまがＪＲ名松線の踏切道廃止に
ご同意くださり、いよいよ大谷踏切の拡幅問題
は、事業化に向け進み出すこととなったのです。
　大谷踏切は幅を４倍の10メートルに広げて対面
２車線にします。西隣の近鉄高架橋をくぐる道路
は車の対向はできても2.4メートルの高さ制限の
ため救急車が通行できません。通行可能な高さ３
メートルを確保したうえで幅も広げ、どちらの道
にも自転車歩行者の専用道路を併設します。
　大谷踏切は津市の東西連絡の要衝です。通行す
る方々の長年の念願がかなって安全で快適な道路
となるよう全力で事業を進めてまいります。



折り込み紙

納税は納期内に

市税滞納額は年々減少

平成27年11月１日発行
収税課

　229-3135
特別滞納整理推進室　
　229-3216

いずれも　229-3331

納税は納期内に

課税額（現年課税分） 

滞納額 

収納率（現年課税分）

411億5,319万円

6億7,348万円

25億2,178万円

31億9,526万円

98.4%

405億1,421万円

5億7,008万円

21億3,652万円

27億 660万円

98.6%

406億2,008万円

4億8,743万円

18億4,738万円

23億3,481万円

98.8%

406億7,726万円

4億 212万円

16億6,197万円

20億6,409万円

99.0%

現年課税分

滞納繰り越し分

滞納額計

区　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

市税滞納額と収納率の推移

 税金は、豊かで安全な毎日を送るために欠かせ
ない貴重な財源です。
　市民の皆さんの暮らしに不可欠なさまざまな市
民サービスを、安定的に確実に提供していくため

には、その財源になる税金の確実な徴収がとても
重要です。
 私たちの暮らしを支える税金の徴収について市
が行っている取り組みをお知らせします。

　滞納解消への取り組みにより、現年課税分収納
率は年々上昇し、平成26年度は99.0％になりま
した。そのため、市税滞納額は年々減少し、平成
26年度は約20億6,409万円でした。

　税金は、市民の皆さんに公平に負担
していただくものです。不公平が生じ
ないよう、市では滞納者に対して厳正
に対処しています。



折り込み紙

納税は納期内に

差し押え処分を強化

納付はコンビニでも

市税は必ず納期限までに納付を

便利な口座振替のご利用を

ス
ト
ッ
プ
！

　納税していただいている市民の皆さんとの公平
性を確保するため、滞納者に対しては、法に基づ
き厳正に対処しています。市では滞納市税の解消
のため、差し押え処分を強化しており、滞納者宅
の捜索を行って隠している現金を探し出す他、美
術品、家具、大型家電、自動車などを差し押えて
います。捜索により差し押えられた動産は、指定
期日までに滞納市税が全て納付されなければ、イ
ンターネット公売により売却し、滞納市税に充て
られます。
　その他にも、差し押えの対象としている財産
は、預貯金や給与、生命保険などがあります。平
成26年度には1,784件の差し押えを行い、約1億
7,002万円が滞納市税に充てられました。

　市税のうち、市民税・県民税(普通徴収)、固定
資産税・都市計画税、軽自動車税は、コンビニで
納付できます。
　バーコードが印字された納付書で、納期限を過
ぎていないものであれば、時間を気にすることな
く、納付書の裏面に印刷されている全国のコンビ
ニで納付できます。
　納付書に書かれている納期限をよく確かめて納
付してください。

●納期限が過ぎた納付書
●納付書１枚当たりの金額が30万円を超えてい
　るもの
●破損・汚損などによりバーコードが読み取れな
　いもの
●バーコードが印刷されていないもの(督促状や
　催告状)
●金額を訂正したり、金額を書き加えたりしたもの

　市税の滞納は、市にとって大きな損失になりま
す。それは滞納となった税金を徴収するために多
額の費用が掛かり、その費用も市税から支出され
るからです。貴重な市税を有効に活用するため、
必ず納期限までに納付してください。

　市税の納付は、口座から自動的に納付できる便
利な口座振替をご利用ください。納期ごとに納め
る手間が省け、うっかり納め忘れることもありま
せん。

　口座振替の申し込みは、市内の銀行、信用金
庫、農協、労働金庫、郵便局などで簡単に手続き
できます。
手続きに必要なもの
●振替を指定する預貯金通帳
●通帳に使用している印鑑
●振替を希望する市税の納税通知書

　最近、税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)などを操作さ
せ、振り込みを行わせる振り込め詐欺の被害が発生しています。
　市では、納税のために金融機関の口座を指定して振り込みを求め
たり、還付金受け取りのために金融機関などの現金自動預け払い機
の操作を求めたりすることはありませんので、ご注意ください。

！ ！

差し押え物件（写真手前の車）

コンビニで利用できる納付書

バーコードがあること 納期限を過ぎていないこと

バーコード

次のような納付書は、コンビニで利用できません
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