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道の駅津かわげ 建設中！道の駅津かわげ 建設中！道の駅津かわげ 建設中！
～海のもの 山のもの 津のもの すべてそろう かわげの丘～

平成28年４月24日開駅平成28年４月24日開駅平成28年４月24日開駅

　国道23号中勢バイパスと国道306号との結節点に新たに誕生する「道の駅津かわげ」。
　地域特産品の展示・販売、イベントの開催をはじめ、地域の観光情報、道路情報などを
提供する津市の北の玄関口として、いよいよ平成28年春に開駅します！

これまでの経緯
旧河芸町が国土交通省三重河川国道
事務所長に道の駅設置を要望平成15年４月

津市総合計画に道の駅整備を位置
付け平成20年３月

国、県、地域団体(津北商工会、河芸産
直部会、ＪＡ津安芸など)による協議

平成20年４月
～平成24年５月

これまでの進捗状況や課題を再点検
するとともに、基本計画素案(施設規
模、レイアウト、整備スケジュール
など)を作成し、整備の方向性を決定

平成24年６月

国土交通省三重河川国道事務所と「道の
駅」河芸(仮称)の設置に関する協定締結平成25年７月

関心表明・施設レイアウト案などに
ついて意見を募集し、施設整備や管
理運営に市民の声を反映

平成25年10月
～平成26年９月

道の駅津かわげの整備に着手平成27年６月

指定管理者を決定平成27年９月

道の駅津かわげ 開駅平成28年４月

事業費（市整備分）

　道の駅津かわげは、市と国土交通省三重河川国
道事務所が連携した「一体型」として整備を行
い、それぞれが役割分担を行います。

市と国の役割分担

　道の駅津かわげの管理運営には、全国的な事例
を参考にさまざまな手法を比較検討した結果、
もっとも効率的でよりよいサービスが提供できる
指定管理者制度を導入することとしました。

(内訳) 
　設計業務、用地取得費
　　3,005万7,100円(平成26年度決算額)
　地域振興施設整備工事、開駅準備など
　   ３億1,804万2,000円(平成27年度予算額)

道の駅津かわげの管理運営

地域振興施設、
防災機能を整備

市

新三商事株式会社津営業所
（あのつ台四丁目）

指定管理者

国 駐車場、トイレ、
情報発信機能を整備

しんちょく

約３億5,000万円



広報 津 平成27（2015）年12月１日号 3

中

勢
バ
イ
パ
ス

中瀬古

伊勢上野

一身田

芸濃IC

豊津上野

市河芸庁舎

中勢
グリーン
パーク

伊
勢
鉄
道

近
鉄
名
古
屋
線

白塚

県庁

306

2323

10

55

伊勢自動車道 Ｊ
Ｒ
紀
勢
本

線

三重大

河芸

高田本山

東一身田

江戸橋

津

下庄

道の駅津かわげ

至津市内

至亀山市

至鈴鹿市

平成27年11月5日現在

N

306

23

指定管理者の提案の特徴

指定管理料は０円
●道の駅津かわげの管理運営に必要な経費は
　販売収入などを充て、市の負担(指定管理料)
　は０円。さらに収益から市へ一定額を納付

地元生産者・出品者への
負担軽減

●地元生産者・出品者の負担を軽減するため、
　委託販売方式を採用
●収益の状況に応じて出品手数料の引き下げ
　を実施

地産地消の推進
●地域の食材を活用した名物料理、朝・昼・
　夕の看板メニューを創作
●年間を通じ季節商品や期間限定商品の販売
　を計画的に実施

情報発信・イベント機能を充実
●道路情報や観光情報をはじめ、地域や季節に
　応じたイベント情報、旬の情報などを発信
●Wi-Fiスポットの設置
●地域団体等と連携したイベントの実施
●イベント広場を活用した各種イベントの
　企画・実施
●海ゾーン、里ゾーン、山ゾーンに区分し、
　利用者に分かりやすい展示・販売

年中無休
●365日無休
●駐車場とトイレは24時間いつでも利用可能
　（ただし、地域振興施設の利用は７時～19時）

防災拠点施設に位置付け
●一時避難場所としての利用
●立地条件を有効に活用した陸路による物流
　の中継拠点として位置付け

問い合わせ　商業振興労政課（道の駅整備推進担当）　　229－3114　　229－3335
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　平成27年度津市文化奨励賞・津市スポーツ功
労賞・津市スポーツ奨励賞の受賞者と津市教育功
労者の表彰式が、11月19日に行われました。受
賞・表彰された皆さんを紹介します。(受賞およ
び表彰別50音順)
津市文化奨励賞…津市の文化の振興に寄与し、そ
　の業績が顕著で今後一層の活躍が期待される個
　人や団体に贈られる賞

津市教育功労者…長年にわたり津市の教育の振興
　発展に貢献した個人や団体を表彰
津市スポーツ功労賞…長年にわたり津市のスポー
　ツの振興に尽力し、その功績が顕著である個人
　や団体に贈られる賞
津市スポーツ奨励賞…津市のスポーツの振興に寄
　与し、その功績が顕著で今後一層の活躍が期待
　される個人や団体に贈られる賞

稲本紀昭さん
(垂水)
　長年の歴史研究で培われた深
い史眼により、津市文化財保護
審議会委員として、歴史資料の
文化財調査に携わり、同審議会
会長を２期(４年間)務め、津市
の文化財保護の中心的な役割を
果たしてきました。また、津市
が進める伊勢国司北畠氏の調
査・研究でも的確な指導・助言
を行い、現在も遺跡の保護につ
いて多大な貢献をしています。

こんぺいとう
(芸濃町椋本)
　読み聞かせボランティア団体
として、平成９年４月１日の芸
濃図書館開館と同時に結成し、
本と親しむ読み聞かせの活動を
続けています。月２回の芸濃図
書館でのおはなし会をはじめ、
地元の保育園や幼稚園、小・中
学校、保健センター、子育て支
援センターなどで広く活動し、
読書活動の推進に貢献していま
す。

中根博さん
(新町二丁目)
　平成16年度から平成26年度
にかけて神戸幼稚園の歯科医を
務め、平成24年度は櫛形幼稚
園と片田幼稚園の歯科医も務め
ました。園児の健康診断、健康
相談に従事するとともに、歯と
口の健康の維持・改善に関して
適切な助言を行い、園における
歯科疾患の予防に貢献しまし
た。

星合智美さん(南が丘二丁目)
　長年、自身のピアノ演奏者としての活動に加え、声楽やオペラのピ
アノ伴奏者として活躍し、大規模なコンサートから小編成の合唱団の
練習・発表の場に立ち会うなど、その豊かな表現力による歌い手の特
徴や表現を引き出すピアノ伴奏には定評があります。
　津市の音楽文化を支える演奏者としての功績は大きく、今後より一
層の活躍が期待されます。

津市文化奨励賞

津市教育功労者

問い合わせ
文 化 振 興 課　　229－3250　　229－3247
教委教育総務課　　229－3292　　229－3332
スポーツ振興課　　229－3254　　229－3247

文化・教育・スポーツの振興
に貢献された皆さんを表彰



おわび　印刷版の広報津に誤りがあったため、配布した広報津と一部内容が異なっています。
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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

プール以外
の施設

歩行用
温水プール

12月20日㈰～27日㈰

休業

営業

休業

営業

12月28日㈪～１月４日㈪

１月５日㈫・６日㈬

１月２日㈯

１月３日㈰

１月４日㈪

１月５日㈫

１月６日㈬

お知らせ

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

12月31日(木)まで
津市プレミアム商品券の
使用期限

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

脱出ゲーム

競艇事業課
　224－5106　　224－9944

風男塾ライブ

商業振興労政課
　229－3169　　229－3335

Cafe HONOBUONO
カ フ  ェ　　　　　 ほ　　の　　ぼ　　ー　　の

イベント

教委生涯学習課
　229－3251　　229－3257

白山郷土資料館一般公開
の休止

募　　集

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

津市ジュニアスポーツ団体
駅伝大会

温泉施設 プールなど
年末年始の営業時間・休業のお知らせ

通常営業10時～21時
(入館は20時30分まで)通常営業10時～21時

(入館は20時まで)
通常営業10時～21時
(入館は20時30分まで)

通常営業10時～21時
(入館は20時30分まで)

10時～18時
(入館は17時まで)

休業 休業

休業

休業

休業

10時～17時30分
(入館は17時まで)

体育室・健康
トレーニング室屋内プール

12月16日㈬～28日㈪

休業

営業

休業

営業

12月29日㈫～１月３日㈰

12月29日㈫～来
年１月１日（金・祝）

１月４日㈪～９日㈯

榊原自然の森
温泉保養館 湯の瀬
　252－1800

あのう温泉
　268－5678

一志温泉
やすらぎの湯
　295－0118

津市民プール（　237－0656）

美里保健センター運動施設（　279－3550）

風男塾

　津市プレミアム商品券の使用
期限が迫っています。期限後は
使用できませんので、商品券を
お持ちの人は使い忘れのないよ
うご注意ください。

　施設の老朽化などに伴い、入
館者の安全確保のため、一般公
開を休止します。
休止日　12月１日(火)から

　会場中に散りばめられた暗号や
謎を解いてゴールを目指すゲー
ムです。最後の謎を解いてゴー
ルすると、参加賞がもらえます。
と　き　12月５日(土)・６日(日)
　10時30分～16時(受け付けは

　15時まで)
ところ　津市モーターボート競
　走場２階展示スペース
対　象　６～12歳(子ども用)、
　13歳以上(大人用)
入場料　100円(20歳未満は無料)

と　き　12月
　５日(土)13
　時ごろ～、
　14時20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30
　分開場)
内　容　芸能界唯一無二の男装
　ユニットのライブ　※幸村涼
　真の出演はなし
入場料　100円(20歳未満は無料)

　中心市街地のにぎわいにつな
げようと、三重短期大学と三重
大学の学生が企画・運営するコ
ラボカフェが１日限定でオープ
ンします。
と　き　12月20日(日)11時～16時

ところ　街の駅だいもん(大門大
　通り商店街内)

と　き　来年２月６日(土)８時30分
　～12時　※予備日２月７日(日)
ところ　安濃中央総合公園周辺
対　象　スポーツ少年団団員、子
　ども会に加入している子ども
　※１チーム６人、全６区間
申し込み　スポーツ振興課また
　は津市体育館、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、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
　内)へ
締め切り　12月18日(金)必着
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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

昨年の子ども消防隊長

林家菊丸さん

人権課
　229－3165　　229－3366

市民人権講座

消防団統括室
　254－1602　　256－7755

子ども消防隊長

スポーツ振興課
　229－3254　　229－3247

笑10寄席
しょう　 て　ん　 よ　　せ

12日㈫
13：30～
14：40

在日として伝
えたいこと～
イメージの払
拭～

内　容 講　師と　き
（来年１月）

子どもの命と
人権を護る取
り組み（児童
相談所編）

同和問題
について

女性の人権
「わたしらしく
生きる」を考
える

高齢者の人権につ
いて～明日は我が
身、自分だったら…
家族だったら…～

「ともに生きる、
ともに支える」～
障がい者の人権に
ついて考える～

12日㈫
14：50～
16：00

韓久さん
（在日本大韓民国
民団三重県地方本
部事務局長)

宮本隆弘さん
（三重県児童相談
センター所長）

原田朋記さん
（反差別・人権研
究所みえ調査・研
究員）

本江優子さん
（反差別・人権研
究所みえ調査・研
究員）

泉美幸さん
（HEART TO
HEART 三重県支
部長)

脇田愉司さん
（三重大学教育学
部・三重短期大学
非常勤講師）

22日㈮
13：30～
14：40

22日㈮
14：50～
16：00

29日㈮
13：30～
14：40

29日㈮
14：50～
16：00

12/19　･20

問い合わせ
美里総合支所地域振興課
　279－8111　　279－8125

日土

今年は何が登場するかな？お楽しみに！

南長野生活改善センター

南長野
イルミネーション2015
12/5　~来年1/10　
17:00~22:00

◆前夜祭

　12月19日(土)17時～
　点灯式(幼児によるダンス、
　ブラスバンド演奏)

◆メーンイベント

　12月20日(日)13時～
　キッズステージ、電飾カ
　ーパレード、光と花火の
　ファンタジー

◆クリスマスコンサート

　12月23日(水・祝)17時～

日土

金

問い合わせ　芸濃総合支所地域振興課
　　　　　　　266－2510　　266－2522

電飾カーパレード

キッズステージ

光と花火のファンタジー

芸濃総合文化センター
ツリーの点灯は25日　 まで

ところ　津リージョンプラザ２
　階健康教室
対　象　市内に在住・在勤・在

　学の人
定　員　各講座抽選50人程度　
　※１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
　番号を人権課(〒514-8611 住
　所不要）へ
締め切り　12月22日(火)必着

　消防出初
式で消防車
に乗って行
進しよう。
と　き
　来年１月10日(日)８時45分～
　10時30分ごろ
ところ　香良洲グラウンド周辺
対　象　市内に在住の６～10歳
　の子ども
定　員　抽選８人程度
申し込み　電話またはファクス
　で消防総務課へ

申込期間　11月30日(月)～12月
　４日(金)

と　き　来年２月７日(日)13時
　30分～15時30分
ところ　県人権センター多目的
　ホール(一身田大古曽)
内　容　林家菊丸さん(落語家)
　による落語、大道芸パフォー
　マンス、抽選会など
定　員　先着100人
費　用　1,000円
申し込み　郵送またはファクスで
　住所、氏名、年齢、電話番号をス
　ポーツ振興課(〒514－0056 北
　河路町19-1
　メッセウイ
　ング・みえ
　内)へ
申込期間　12
　月８日(火)～来
　年１月７日(木)
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カクニンジャ

支給対象者

問い合わせ　市民課　　229－3144　　221－1173

問い合わせ　津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤル
　　　　　　　229－3397　　229－3334

　平成26年４月からの消費税率の引き上
げに伴い、所得の低い人への経済的負担を
考慮し、暫定的・臨時的に臨時福祉給付金
が支給されます。支給対象者で申請が済ん
でいない人は申請してください。

　平成27年１月１日時点において、津市
に住民登録のある人(外国人を含む)で、平
成27年度分の市県民税(均等割)が課税されていない人。ただし、
市県民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等や生活保護を
受給している場合などは、対象になりません。

※申請期限を過ぎると、給付金が受け取れませんのでお急ぎくだ
　さい。

休日
納付相談・納付窓口

12月13日■
９:00～16:00

日

●市税…収税課(市本庁舎２
　階、Ｔ229-3136)、特別滞
　納整理推進室(市本庁舎２
　階、Ｔ229-3216)
●国民健康保険料、後期高齢
　者医療保険料…保険医療助
　成課(市本庁舎１階、Ｔ229-
　3161)
●介護保険料…介護保険課(市
　本庁舎１階、Ｔ229-3149)
●利用者負担額(保育料)…子
　育て推進課(市本庁舎１階、
　Ｔ229-3167)

住民基本台帳カード の交付が終了します住民基本台帳カード の交付が終了します

　「個人番号カード」の申請が集中した場合、
交付に時間がかかり、確定申告の時期に間に
合わないことが想定されますのでご注意くだ
さい。

申請期限が迫っています

臨時福祉給付金の
申請をお忘れなく

申請期限
12月28日■

まで
月

終了期日 12月22日■

終了期日 12月28日■

火

月

　現在有効な電子証明書は、有効期間まで使用で
きます。住民基本台帳カードへの電子証明書交
付・更新は、12月で終了します。

　現在お持ちの住民基本台帳カードは有効期間ま
で使用できます。来年１月以降、新たな住民基本
台帳カードは発行しません。

　マイナンバー制度の施行で「個人番号カード」
の交付が始まることに伴い、住民基本台帳カード
の交付が終了します。

　来年１月から、住民基本台帳カードに代わって
個人番号カードの交付が始まります。
　住民基本台帳カードと個人番号カードを同時に
持つことはできませんので、個人番号カードを交付
する場合は住民基本台帳カードを回収します。
　なお、電子証明書は個人番号カードに搭載され
ます。

※個人番号カードの交付について詳しくは、通知
　カードに同封の「マイナンバー(個人番号)のお
　知らせ 個人番号カード交付申請書のご案内」
　をご覧ください。

●公的個人認証(電子証明書)の交付・更新終了

●住民基本台帳カードの交付終了

●個人番号カードの交付開始
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ＪＲ名松線運行再開までの軌跡 Vol.９
　松阪駅から順に紹介してきた名松線の駅も、
ついに最後となりました。山あり谷ありの43.5
㎞を走った列車がたどり着く終着駅は、伊勢奥
津駅です。
　ここから先は線路がなく行き止まりになって
いて、このような駅はＪＲ東海管内の数ある駅
の中で３つしかなく、非常に珍しい駅です。ま
た、ＳＬの蒸気機関に使う水を補給するための
給水塔が今も残り、当時のままの姿を見ること
ができます。給水塔が残る駅は全国で私鉄を合
わせても20駅ほど。その中でも、伊勢奥津駅の
貯水タンクは金属製で、特に珍しいものです。
　さらに、駅のすぐそばには伊勢本街道が通っ
ていて、歴史を感じさせるまち並みと、家ごと
にかかるのれんが訪れる人の目を楽しませてく

れます。また、
駅前では電動ア
シスト付き自転
車を無料で借り
ることができ、
サイクリングを

楽しみながら北
畠神社や若宮八
幡宮、桜名所百
選の三多気の桜
などの名所へ気
軽に足を延ばす
こともできます。
　このように伊勢奥津駅には、鉄道ファンから
観光に訪れる人まで、たくさんの人々が楽しめ
る魅力が詰まっています。
　さて、平成21年10月の台風で被害を受け、
家城駅から伊勢奥津駅までの間でバスによる代
行運行が続いている名松線は、来年春にいよい
よ復活します。これまで紹介してきた名松線の
駅ひとつひとつは、多くの人に愛され、地域の
皆さんの生活に寄り添ってきました。皆さん
も、それぞれの駅で、さまざまな情景を楽しみ
ながら、終着駅までの旅を楽しんでみません
か。そこにある山や川、住む人々、名松線の復
活を待ちわびた全てのものが、あたたかく出迎
えてくれるでしょう。

問い合わせ　名松線復旧推進室　　264－0140　　264－0141

伊勢奥津駅の給水塔（左）

冬の伊勢奥津駅

事業主の皆さんへ

給与支払報告書の総括表を送付

　平成28年度(平成27年分)給与支払報告書の
総括表を12月上旬に各事業所に発送しますの
で、平成27年分の給与支払報告書と一緒に記
入して提出してください。なるべく来年１月
21日(木)までに提出をお願いします。
　総括表が届いていない場合や紛失した場合は
市民税課までご連絡ください。

　給与所得者の個人住民税(個人市町村民税・
個人県民税)は、事業主が給与から特別徴収(引
き去り)して、給与所得者に代わって市町村に
納入することが法律で義務付けられています。
パート・アルバイト・期限付雇用の従業員を含
む全ての従業員が対象です。

　ただし、退職者と次のa～ｄに該当する場合
は、普通徴収に切り替えることができます。

　普通徴収を希望する場合は、給与支払報告書
を提出するときに、仕切り紙(退職者用)または
個人住民税普通徴収への切替理由書を添付して
ください。eLTAXまたは光ディスクなどで給
与支払報告書を提出する場合は、摘要欄に「理
由ａ(またはｂ、ｃ、ｄ)」と入力し、「普通徴
収」欄にチェックを入れてください。

普通徴収への切替理由
ａ乙欄適用で他事業所で特別徴収されて
　いる
ｂ給与が支給されない月がある
ｃ事業専従者のみ
ｄ退職予定者(５月末までに退職予定の人)

問い合わせ　市民税課
　229－3130　　229－3331

法定要件に該当する事業主の皆さんは
必ず個人住民税の特別徴収を

エ ル タ ッ ク ス



10 広報 津 平成27（2015）年12月１日号

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

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

津ぅなび
津市公式アプリケーション

津市メールマガジン

ＱＲコード

ＱＲコード

津
市
の

農業用機械、農業用器具、漁船

理容および美容機器、サインポール、テレビ
駐車装置、照明などの電気設備

パワーショベル、ポータブル発電機

給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー

旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、
溶接機

理・美容業

共　通
業　種 償却資産

小売店

飲食店

駐車場

工　場

建設業
ガソリン
スタンド
農業・漁業

太陽光発電設備売電・事業用

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機
商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫
接客用家具、厨房設備、カラオケセット、
冷蔵庫、冷凍庫

エルタックス│

問い合わせ　資産税課
　　　　　　　229－3132　　229－3331

　法人や個人が事業を営むために所有している
構築物・機械・器具・備品などを償却資産とい
い、土地・家屋と同じく固定資産税が課税され
ます。
　平成28年１月１日現在、市内に償却資産を
所有する人は、多少にかかわらず申告してくだ
さい。申告書などは、12月中旬に発送されま
す。申告書が届かない場合はご連絡ください。

 ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の
対象になりません。
●自動車税・軽自動車税の課税客体 
●耐用年数１年未満の資産 
●取得価額が10万円未満の資産で、法人税法
　等の規定により一時に損金算入されたもの(少
　額償却資産) 
●取得価額が20万円未満の資産で、法人税法
　等の規定により３年間で一括して均等償却す
　るもの(一括償却資産)

 土地・家屋以外の、事業の用に供することの
できる有形の固定資産で、法人税法または所得
税法の規定による所得の計算上、減価償却の対
象になる資産をいいます。
課税対象になる償却資産の例(業種別抜粋)

提出方法　来年２月１日(月)までに資産税課ま
　たは同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ
※提出期限間近になると窓口が混雑します。申
　告書の書き方が分からない場合は、下記の書
　類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相
　談ください。
●市から送付された償却資産申告書 
●確定申告書 
●固定資産台帳など減価償却資産の明細が分か
　る書類
※申告がない場合は条例に基づき10万円以下
　の過料が科されることがあります。また、申
　告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最
　大５年度分の修正申告を求めています。

　津市では、固定資産税(償却資産)の申告に
eLTAXを導入しており、自宅やオフィスから
インターネットを利用して申告できます。
　利用には事前に届け出が必要ですので、詳し
くはeLTAXホームページをご覧ください。
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～市内の祭り編～

久居まつり 

▲

10/18・25

ふれ愛フェスタ in 白山 

▲

  10/25

フェスタ in かわげ 

▲

  11/１

津まつり 

▲

  10/10・11

みすぎ秋まつり 

▲

10/31・11/１

興味津津  津ぅプレミアムまつり 

▲

 11/３

一志町ふれあいまつり 

▲

 11/８
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心をひとつに 

▲

 10/18

芸術の秋 

▲

 10/31～11/3

来春、全線復活！ＪＲ名松線 

▲

 10/4

多文化を楽しもう 

▲

 10/18

　16カ国の食や文化がお城西公園に集まり、津市
国際交流デーが行われました。国際屋台村やワー
ルドステージ、スタンプラリーで盛り上がる会場か
らは、たくさんの言語や笑顔があふれていました。

　香良洲小学校で香良洲町民体育祭が開催されま
した。当日は天気に恵まれ、子どもからお年寄り
までが一丸となって競技に参加し、爽やかな汗を
流しながら秋の一日を楽しみました。

　久居地域文化祭が、久居公民館と久居総合福祉
会館で開催されました。会場を訪れた皆さんは、
ずらりと並ぶ美術作品や、邦楽発表会の舞台を楽
しそうに鑑賞していました。

　美杉小学校３年生が美杉総合文化センターへ社
会見学に訪れました。普段は入ることのできない
バックヤードや音響照明室の設備に、子どもたち
は興味津々でした。

舞台裏に興味津々 

▲

 10/13

　ＪＲ名松線を盛り上げようと、復旧記念ウオークが
開催されました。爽やかな秋晴れの下、参加者は一

志駅から伊勢八太駅まで名松線に乗り、青巌寺や班
光寺などを訪れ、一志地域の歴史を満喫しました。
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古き良き津を再発見 

▲

 10/15

呼吸を合わせて
　　 　 

▲

 10/16

昭和の名車、集合！ 

▲

 11/7

　河芸第２グラウンドで、カムカムフェスタ2015が
開催され、キッズダンスや地域の特産品販売などが
行われ、多くの人でにぎわいました。また、クラシッ
クカーが大集合し、カーマニアを喜ばせていました。

　芸濃名所めぐり「伊勢別街道ウォーキング」が
行われました。参加した皆さんは歴史を感じなが
ら、楠原宿から椋本宿まで約7.3kmの街道歩きを
楽しみました。

視界良好！絶景ハイキング 

▲

 10/3

　絶好の秋晴れの中、経ヶ峰ハイキングが開催さ
れました。参加した皆さんは、819mの山頂で、

方位盤と照らし合わせながら、360度広がる絶景
のパノラマを満喫しました。

 美里町北長野の中野文化会
館で「ふれあいもちつき交流
会」が開催され、地域のお年
寄りと、みさと幼稚園の園児
が世代間交流を行いました。
「みんなと歌ったり踊ったり
して、楽しかった。」「おも
ちが大好きになった。」と、
子どもたちは元気いっぱいの
笑顔で話していました。
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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

種　目 と　き ところ 定　員対　象

シェイプアップ
アクア

キッズビクス教室 抽選20人
（初めての人優先）

市内に在住・在学の
４歳児～小学３年生

津市体育館
大会議室Ａ

来年１月12日～３月１日の毎週
火曜日16：30～17：30（全８回）

抽選30人
（初めての人優先）

市内に在住・在勤・
在学の人津市民プール来年１月16日～３月19日の毎週

土曜日９：15～10：15（全10回）

　三重県最低賃金を改定
　三重県最低賃金が平成27年10
月１日から１時間額771円に改
定されました。これは年齢・雇用
形態を問わず、県内で働く全ての
労働者に適用されます。ただし、
特定の産業の事業場で働く労働
者には、特定(産業別)最低賃金が
定められています。
　三重労働局(　226－2108)

　事業主の皆さんへ
　無期転換ルールの規定を
　無期転換ルールとは、有期労
働契約が反復更新されて通算５
年を超えたとき、労働者の申し
込みで、期間の定めのない労働
契約(無期労働契約)に転換でき
るルールです。労働者とよく話
し合い、就業規則や労働契約書
などに規定しておきましょう。
　三重労働局(　226－2106)

　海山物大集合！！
　おさかなまつりin美杉
　12月19日(土)10時～14時　
　道の駅「美杉」　　津の海の幸
と山の幸を一堂に集めた物産販
売、福引抽選など
　美杉地域産物加工販売施設運

営協議会事務局(美杉総合支所地
域振興課内、　272－8085)

　広告マッチラベルから見た昭和
　の津の商店と津の名所写真展
　昭和20～50年代まで、津市の
喫茶店や銀行などで配られてい
たマッチラベル約750点を展示
します。
　12月9日(水)～13日(日)10時
～16時　　丸之内商店街内旧ロ
アール(東丸之内)
　あのつ画廊(　228－8188)

　第69回洋蘭展示会
　12月19日(土)10時～17時、
20日(日)９時～16時30分　　サ
ン・ワーク津　　育て方の相談
コーナー、即売会など
　三重愛蘭会代表(　0595－82－
0615)

　世界の民俗音楽＆レストラン

　来年１月10日(日)13時～16時
　津センターパレス５階津市セン

ターパレスホール　　　200人
　1,000円(小学生以下500円)
　12月10日(木)～25日(金)に、は
がき、またはファクス、Ｅメールで
参加者全員の住所、氏名、年齢を
津市国際交流協会ひさい支部事務
局(久居総合支所生活課内、〒514－
1192 住所不要、　256－7666、
　255－8839＠city.tsu.lg.jp)へ
　同事務局(　255－8839)

　三重中央医療センター附属
　三重中央看護学校
　平成28年度一般入学生
　試験日来年１月14日(木)
　12月８日(火)～来年１月７日
(木)に願書を同校へ(必着)　※募
集要項・願書の請求は、電話また
はファクス、Ｅメールで「募集
要項請求」と明記し、住所、氏
名、電話番号を同校(　259－
1177、　259－1170、　miechuo
@ztv.ne.jp)へ

　平成27年度ひきこもり講演会
　12月24日(木)13時30分～15時
　県津庁舎６階大会議室(桜橋三丁
目)　　鈴木美登里さん(NPO法
人オレンジの会理事・社会福祉士)
による講演「ひきこもりの回復を
めざして～かたくなに閉ざされた
こころをもう一度開いていく～」
※終了後、ひきこもりの人の家族
を対象に交流会を開催　　ひき
こもりの人やその家族、支援機
関・団体の職員など　　100人
　12月15日(火)までに県こころ
の健康センター(　223－5243)へ

みんなの
情報掲示板

お知らせ

イベント
募　集

　各5,000円
　12月１日(火)～18日(金)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、ファクスで同協会
(〒514－0027 大門６－15、　
273－5588)へ
　同協会(　273－5522)

昨年の音楽演奏の様子

昨年の様子
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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　

　クリスマスお菓子作り教室
　ドイツ人留学
生が教える本場
ドイツのクリス
マス菓子を作り
ませんか。
　12月20日(日)13時30分～16
時　　県男女共同参画センター 
フレンテみえ生活工房(県総合文
化センター内)　　クッキー、シュ
トレン　　小学生以上　※小学
生は保護者同伴　　　30人　　
600円(三重日独協会員は400円、
小学生は300円)
　12月７日(月)～15日(火)に同
教室担当(　232－0594)へ

　子ども料理体験教室
　子どもたちが自分の五感を使っ
て、日本古来のおせち料理を作
ります。
　12月13日(日)9時30分～12時
　橋南市民センター調理室　　
おせち料理、雑煮　　市内に在
住の小学生(保護者見学可)　　
　12人　　1,000円
　12月５日(土)～８日(火)にす
きっこクラブ代表(　090－1411－
5368)へ

　船に乗って海を学ぶIN2015
　12月12日(土)10時～15時30
分　　鳥羽商船高等専門学校(鳥
羽市)　　商船学校の歴史、船と
海の話　　小学５年生～中学生
　50人
　12月10日(木)までにファクス
またはEメールで故郷の海を愛
する会(　0599-25-8128、　
umiwoaisurukai@yahoo.co.j
p)へ
　同会(　0599－25－8045)

　転倒予防教室
　12月24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「転ばないからだづくり」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)

　第２回市民健康公開講座
　12月13日(日)13時30分～15
時　　三重県鍼灸会館２階(栄町
二丁目)　　林辰弥さん(三重県
立看護大学薬理学生化学教授)に
よる講演「薬に関する四方山話」
　市内に在住の人
　三重県鍼灸マッサージ師会(　
246－7427)

　弁護士による法律相談(面談)
　12月28日、来年1月25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)
　12月24日(木)８時30分から電
話で男女共同参画室(　229－
3103)へ

　三重県司法書士会常設相談会
　(面談は要予約)
　毎月第１・２・３水曜日13時
30分～16時30分、毎月第４土
曜日17時30分～20時30分(祝・
休日、年末年始を除く)　　三重
県司法書士会館(丸之内養正町)
　登記、相続、裁判手続き、多
重債務、後見制度など　※電話
相談(　273－6300)も面談と同
じ時間帯に行います。
　毎週月～金曜日９時～17時に
同司法書士会(　221－5553)へ

　登記相談(要予約)
　毎月第２･４火曜日13時～16時
　三重県土地家屋調査士会館(河
辺町)　　不動産(土地･建物)の

調査、測量、表示登記、境界の
相談
　同調査士会(　227－3616)へ

　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(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）

　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)へ

　交通事故相談(要予約)
　毎週火・金曜日(祝・休日、年末
年始を除く)　※相談時間はお問
い合わせください　　三重弁護
士会館(中央)　　交通事故に関
する相談(面談)
　毎週月～金曜日９時～17時に
同弁護士会(　228－2232)へ

　社労士による労働相談(要予約)
　毎週水曜日13時～16時(祝・休
日、年末年始を除く)　　三重県
社会保険労務士会(島崎町)　　
解雇、賃金、セクハラ、人事、
配置転換、労働契約などの相談
　同労務士会総合労働相談所(　
228－6064)へ

無料相談コーナー

健　康

よ　も　や　ま
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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

道の駅 津かわげ
間もなく完成！

■地域懇談会スタート！(豊が丘小
　学校体育館)…10月１日

　市民と市長とが共に地域の課題に
向き合う「地域懇談会」が、豊が丘
地区から始動しました。市内を37の
地域に分け、いずれの地域も年に２
回ずつ、年間で計74回開催します。

■「Ｂ-1グランプリin十和田」津ぎょうざ小学校
　３位入賞報告(市本庁舎)…10月５日
　B-1グランプリで「津ぎょうざ小
学校」が見事３位のブロンズグラン
プリを獲得。多くの来場者と注目を
集める祭典で津を強力にPRして下
さいました。

■「つデイ」来場者1万人到達記念
　セレモニー(三重テラス)…10月23日

　東京で毎月テーマを変えて開催す
る「つデイ」。２周年を迎え、つい
に累計来場者数が１万人を突破しま
した。今後も多彩なイベントで津市
の魅力を発信してまいります。

津市長 前葉 泰幸

　国道23号中勢バイパスは市域を南北に貫く幹線
道路です。昭和59年の着工以来30年越しの事業は
本年２月の野田～久居間の開通により、ようやく
ゴールが見えてきました。
　合併前の河芸町が、この中勢バイパスと国道
306号の交差点付近に「道の駅」を設置する構想
を打ち出したのは、平成15年春のことでした。道
の駅は、駐車場とトイレがある休憩施設と、地域
の物産販売所、レストランなどの地域振興施設と
が沿道に併設されるもので、全国に1,079カ所あ
ります。全長33.8㎞の中勢バイパスの利用者に
とってぜひ必要なものとして、道路管理者である
国は、当初、休憩施設の建設に乗り気でした。
　ところが、私が市長に就任した平成23年当時、
この構想は全く進んでいませんでした。それどこ
ろか津市が建設・管理する地域振興施設部分の運
営主体が決まらないため、計画断念の寸前まで来
ていました。
　国が8,800㎡の用地買収を終え、地元の皆さまは
完成後すぐに産直販売ができるよう、すでに体制
を整えてくださっているのです。自ら「道の駅」
設置を要望した津市が、施設完成後の運営主体が
決まるまで一歩も前に進めないということは許さ

れません。運営については発想の転換を図ること
とし、まずは、津市としてこの事業に取り組む覚
悟を固めて事業を再出発しようと決めました。
　津市が構想実現に向けて意欲を持ち始めたのを
見て取った国は、自ら基本計画を半年の突貫作業
で策定します。平成25年７月には、国(国土交通
省)と津市との間で道の駅設置に向けての協定を交
わすことができました。
　問題は誰が運営するのではなく、どんな施設に
したいのかということです。「道の駅」を核とし
てその地域の魅力を発信することのできる施設に
するために、早速、「関心表明」の受付窓口を河
芸総合支所に開設することにしました。「物産を
売りたい、飲食を提供したい、イベントをやりた
い、運営を担いたい」といった希望を地域振興施
設の整備に先行して募ったのです。　　
　寄せられた「関心表明」は７カ月間に124件
と、その立地の良さから集客が見込める道の駅と
して、地域の関心を集めていることが分かりまし
た。数あるご意見を参考にして施設の設計を進め
ながら、運営の指定管理者を募集しました。指定
管理料はゼロ、すなわち、管理運営に要する人件
費や光熱水費などは販売収入をもって充てること
が条件です。応募があった３者のうち、最高点を
獲得した提案内容は、高い管理水準を提供するだ
けでなく、生産者に有利になるよう販売手数料を
低率に抑え、剰余金の津市への納付も予定してい
る点などが評価されました。
　「道の駅 津かわげ」は、来年４月24日、津市の
北の玄関口、河芸町三行に華やかにオープンしま
す。道路利用者に愛され、地域の活性化につなが
る施設を目指します。どうぞご期待ください。
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　「空家等対策の推進に関する特別措置法第３
条」により、空き家等の所有者・管理者は、周
辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き

　定期的に換気、屋外・屋内の清掃、雑草の除去、庭木の剪定、破損の
確認などを行いましょう。自分で管理できない場合は、空き家管理代行
業者へ委託するのも一つの方法です。また、自治会や近隣の人に連絡先
を伝えておくなどの配慮も大切です。

　空き地・空き家の管理
に関する相談は、環境保
全課または各総合支所地
域振興課で受け付けま
す。
　受け付けた相談は、速
やかに現地調査を行い、
相談内容にお応えできる
部署に引き継ぎ、助言、
指導などの具体的な措置
を行います。

家等の適切な管理に努めるよう定められていま
す。「空き家」は個人の財産です。所有者・管
理者が適正に管理する責任があります。

　空き家が放置される要因の一つとして、所有者
や管理者がはっきりしていないことが考えられま
す。このような状況にならないよう、不動産登記
を現状に合わせて変更する、管理する人を決めて
おくなどの配慮が必要です。
　また、不動産登記において所有権が共有(所有
者が複数人)の場合、空き家の雑草除去や庭木剪

定・簡易な修繕などの保存行為は、共有者のうち
１人でも行うことができますが、賃貸や改修工事
などの管理行為や除却または売却などの処分行為
は共有者の同意が必要になります。共有者の同意
が得られず、売ることも貸すこともできないま
ま、長期間放置され、その結果、老朽化が進み、
近隣に悪影響を及ぼすことも少なくありません。

平成27年12月１日発行
平成27年　第４号
環境政策課

　229－3139　 229－3354

環境だより環境だより

環境だより

環境だより

環境だより環境だより環境だより環境だより
「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして「山、川、海、人が共生する元気なまち　津」をめざして

問い合わせ　環境保全課　　229-3398　　229-3354　各総合支所地域振興課

空き家の適正な管理をお願いします

※ 出典…国土交通省「空家対策特別措置法について」

せんてい

定期的に清掃や破損の確認を定期的に清掃や破損の確認を

　空き家の老朽化が著しいなど、活用が見込めな
い場合は放置することなく解体し、危険な状況を
改善しましょう。

　倒壊や外壁・瓦の落下などにより、周囲の家屋
や通行人に被害を及ぼすことになれば、損害賠償
などで管理責任を問われることになります。

相談窓口相談窓口

所有・管理する人を決めましょう所有・管理する人を決めましょう

活用が見込めない場合は解体を活用が見込めない場合は解体を
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　皆さんがごみ一時集積所に出した資
源物(新聞・雑誌・ダンボール・飲料
用紙パック・衣類布類・金属など)が
持ち去られています。
　持ち去り行為は、収集日の前日の夜
間(特に深夜)に発生していることか
ら、資源物をごみ一時集積所に出すと
きは、前日から出さず、当日の朝に出
してください。
　市では、資源物持ち去り防止パトロ
ールを夜間・早朝に実施しています。
資源物は市の貴重な財源です。資源物
持ち去り行為の根絶に向け、警察とも
連携し、パトロールを強化していきま
す。

　一部地域で、資源物持ち去り
防止パトロールを自治会に委託していま
す。資源物収集日の前日の夜、当日の朝、
市職員に代わって、ごみの朝出し啓発、不
審者による持ち去り防止、資源物の収集運
搬をしています。
　パトロール員は市職員と同様に「環境パト
ロール」腕章、蛍光チョッキを着用し、車両に
はマグネットなどを装着しています。市民の
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

資源物の朝出しを!資源物の朝出しを!

問い合わせ　環境政策課　　229-3258　　229-3354　各総合支所地域振興課

資源
物持ち

去り防止
パトロールを自治会に委託しています資源

物持ち
去り防止

パトロールを自治会に委託しています

新聞新聞

雑誌雑誌

ダンボールダンボール

飲料用紙パック飲料用紙パック

衣類布類衣類布類

金属金属

パトロール車両に装着されたマグネットパトロール車両に装着されたマグネット 腕章と蛍光チョッキ腕章と蛍光チョッキ

資源物を持ち去るトラック資源物を持ち去るトラック

持ち去り禁止の資源物の例

ごみ一時集積所に出された資源物ごみ一時集積所に出された資源物
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区　分 品　目
◆ 搬入できる使用済み小型電子機器とは◆

エコ・ステーションのご利用を
　市内６カ所に｢エコ・ステーション｣を設け、古紙類や使用済み小型電子機器などの資源物を回収して
います。
エコ・ステーション 搬入できる日時 搬入品目

明神リサイクルストックヤード
(久居明神町2108-1)
　255-8843

毎週水・土・日曜日
8：30～16：30
12月29日～１月３日を除く

西部クリーンセンター
(片田田中町1304)
　237-5389
河芸エコ・ステーション
(河芸町久知野392)
　244-1706

電話機器
映像機器
音響機器
補助記憶装置
理容用機器
ゲーム機器
カー用品
その他

電話機、携帯電話、PHS、ファクシミリなど
DVD／BD／ビデオテープレコーダー・プレーヤー、チューナーなど
ラジオ、MD／CDプレーヤー、デジタルオーディオプレーヤー、ＩＣレコーダー、ヘッドホン、イヤホンなど
ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メモリーカードなど
ヘアドライヤー、ヘアアイロン、電気かみそり、電気かみそり洗浄機、電気バリカン、電動歯ブラシなど
据え置き型、携帯型など
ナビゲーション、チューナー、ステレオ、ラジオ、MD／CDプレーヤー、スピーカー、アンプ、ＶＩＣＳユニット、ＥＴＣ搭載ユニットなど
パソコン(モニター含む)、電子書籍端末、電子辞書、電子計算機、電子血圧計、電子体温計、時計、懐中電灯など　
上記の付属品（リモコン、ＡＣアダプター、ケーブル、プラグ、ジャック、充電器など）

香良洲エコ・ステーション
(香良洲町3958-9)
　292-4308
津中央エコ・ステーション
(市本庁舎第２駐車場内)
　229-3258
一志エコ・ステーション
(市一志庁舎駐車場内)
　293-3008
※問い合わせは平日の８:30～17:15になります。気象警報発令時には、受け入れを一時中止する場合があります。
　家電４品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)、大型ステレオ、パソコン用プリンター、パソコン用スキャナー、大型コピー機などは回収しません。

※個人情報などのデータは必ず消去してください。搬入したものは返却できません。

毎週月～金曜日、日曜日
9：00～12：00、13：00～16：00　
祝・休日、12月31日～１月３日を除く
毎週火・木・土・日曜日、12月29日・30日
8：30～16：30(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く
毎週月・火・木～日曜日、12月29日・30日
7：30～12：00、13：30～16：45(12月30日は12：00まで)
12月31日～１月３日を除く
毎週土・日曜日、12月29日・30日
9：00～15：00(12月30日は12：00まで)
津まつりや出初式の開催時、12月31日～１月３日を除く
毎週土・日曜日、12月29日・30日
9：00～15：00(12月30日は12：00まで)
市一志庁舎駐車場でのイベント開催時、12月31日～１月３日を除く

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パック、
衣類・布類、びん、ペットボトル、小型電子
機器、パソコン（モニターを含む）、容器包
装プラスチック、その他プラスチック

新聞、雑誌、ダンボール、飲料用紙パッ
ク、衣類・布類、ペットボトル、小型電子
機器、パソコン（モニターを含む）

　収集日に出せなかったごみや、一度に大量に
出たごみは、右表のごみ処理施設へ直接搬入し
てください。12月29日(火)・30日(水)も搬入で
きます。年末年始は施設や周辺道路の混雑が予
想されますので、十分注意して搬入してくださ
い。　
搬入できる日時
　月～金曜日８時30
分～12時、13時～
16時30分(12月31日
～１月３日を除く)
※施設使用料など、
詳しくは直接各施設
へお問い合わせくだ
さい。

年末年始のごみの搬入

燃やせるごみ

津
河芸
芸濃

西部クリーン
センター
　237-5389

クリーンセンター
おおたか
　256-2122

白銀環境清掃
センター
　237-0671

※分別して搬入
してください。

久居　 一志
美里　 白山
安濃　 美杉　
香良洲

全て

燃やせないごみ
容器包装プラスチック
その他プラスチック
金属
びん
ペットボトル
蛍光管
乾電池

ごみの種類 地　域 搬入場所



折り込み紙

環境だより

と　き　12月20日(日)13時～15時30分 
ところ　津市市民エコ活動センター 
定　員　先着15人
持ち物　のこぎり(あれば竹用)、剪定ばさみ、軍手、
　持ち帰り用袋 
費　用　600円 
申し込み　電話またはファクス、Ｅメールで津市市
民エコ活動センター(西部クリーンセンター内、
　・　237-1185、 　eco-center@mist.ocn.ne.jp)
申込開始日　12月５日(土)

　家具などで、まだ使える物を捨てずに、他の
人に譲ってごみを減らそうと、津市市民エコ活
動センターと津センターパレス３階津市市民活
動センターにリユース情報掲示板を設置してい
ます。掲示板の情報は、津市市民エコ活動セン
ターのホームページからもご覧いただけます。
　譲りたい人、譲ってほしい人は、津市市民エ
コ活動センター、津市市民活動センター、市本
庁舎３階環境政策課にある情報カードに必要事
項を記入し、津市市民エコ活動センターに提出
してください。
　現在掲示板にある情報の一部を紹介します。
ただし、11月９日現在の情報のため、すでに受
け渡しが完了している場合があります。

　年末年始のし尿のくみ取りの利用は大変混雑
しますので、お早めにお申し込みください。
津地域
　津環境整備事業協同組合(　233-6622)へ
その他の地域
　直接、各し尿のくみ取り業者へ
問い合わせ
　環境政策課　　229-3141
　各総合支所地域振興課　

まだ使えるものを捨てるのは「もったいない！」

リユース情報掲示板
津市市民エコ活動センター津市市民エコ活動センター

■申し込み・問い合わせ
　津市市民エコ活動センター(西部クリーンセ 
　ンター内、〒514-0081 片田田中町1304）
　　・   237-1185     eco-center＠mist.ocn.ne.jp
■開館日時　毎週水～日曜日10時～16時

譲ってください
●婦人用自転車…前カゴ付き、無料 
●男児用自転車…18インチ、補助輪付き、1,000円まで 
●原付バイク…スーパーカブ50cc、古くても良い、
　動かない場合も相談可、2,000円まで
●地デジチューナー…B-CASカード付き、無料
●ソファ…無料
●会議用長机…幅180cm×奥行45cm×高さ　
　70cm、無料

掲示板に載っているものの情報はこちら
津市市民エコ活動センターHP 検索

ECO
譲ります

せんてい

①加湿器…幅40cm×奥行18cm
　×高さ36cm、加熱気化式、　
　2005年製、無料

⑤蛍光灯照明器具…2011年製、
　消費電力65.7w、無料

②石油ファンヒーター…幅40cm
　×奥行32cm×高さ42cm、　
　2008年製、最大消費電力4.3
　kw、無料

③布団ダンス…幅89cm×奥行　
　79cm×高さ178cm、無料

④ラジカセ…幅35cm×奥行12
　cm×高さ14cm、無料

⑥ひな人形…幅70cm×奥行
　45cm×高さ23cm、木製台
　の中に収納、人形はきれい
　だが台に少々変色あり、無料

ミニ門松作り講習会参加者募集年末年始のし尿のくみ取りはお早めに！！年末年始のし尿のくみ取りはお早めに！！
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