みんなで一緒に乗り越えよう
暮らしを守る
経済を守る 津山市の新型コロナウイルス対策事業
問商業・交通政策課
☎0868-32-2081
市内の登録店舗で使うことができる商品券です。
販売価格 １冊１万円（1,000円券13枚綴り。
１人３冊まで）
申込先 津山商工会議所☎0868-22-3141
作州津山商工会☎0868-36-3001
※詳しくは、広報津山８月号の折り込みチラシを
ご覧ください。

希望する人 地域商品券の発行
購入

希望する人 プレミアム付き

すべての人
給付金
すべての人
減免
水道料金
減免
希望する人
雇用
事業者
支援金
農業
支援金

予防接種費用の助成

助成

問健康増進課
☎0868-32-2069

開始時期 10月
■生後6カ月～64歳（申請不要）
助成額 ～高校生=2,000円、～64歳=1,000円
■65歳以上の人（60～64歳で身体障害者手帳１級
相当の障害（条件有り）のある人含む）（申請不要）
自己負担額 1,000円（市民税非課税世帯か生活
保護を受けている人は、申請により無料）
問健康増進課
オンラインでの育児相談など
☎0868-32-2069
対象 妊産婦など
申請 岡山県の電子申請システムか、健康増進課
に事前に電話して予約する
開始予定時期 ８月
※使用するパソコンやスマートフォンなどは申請
者が準備してください。
ひとり親世帯
問子育て推進課
☎0868-32-2065
臨時特別給付金

問商業・交通政策課 子育て世帯
☎0868-32-2081
市内の登録飲食店、タクシー、運転代行で使う
ことができます。
販売価格 １冊5,000円（500円券14枚綴り）
相談
販売予定時期 11月
特別定額給付金 問特別定額給付金事業推進室
☎0868-32-2169
５月下旬に申請書を世帯主宛に送付しています。 ひとり親世帯
申請が済んでいない人は、忘れずに手続きしてく
給付予定時期 ９月～(基本給付①の人は８月下旬)
ださい。
■基本給付 １世帯５万円、第２子以降１人に付
内容 １人に付き10万円
給付金
き３万円
期限 ８月18日(火)（当日消印有効）
対象 ①令和２年６月分の児童扶養手当を受け
問各施設(裏面を
公共施設の利用料の減免
ている人②年金などを受けているため、児童
ご覧ください)
扶養手当を受けていない人③感染症の影響で、
スポーツ・文化施設の入館料などが無料または
直近の収入が児童扶養手当の対象の基準に下
半額になります。詳しくは、裏面をご覧ください。
がった人（②③のみ申請要）
対象 津山市民
■追加給付 １世帯５万円
期間 ８月１日(土)～11月30日(月)
対象 ①と②の対象者で、感染症の影響で収入
が大きく減少した人（申請要）
水道料金(基本料金)の減免 問水道局業務課
☎0868-32-2106
問教育総務課
対象 津山市と給水契約を締結している市民・事
小中学校の空調整備
学校
☎0868-32-2112
業者
市内の小・中学校の普通教室に加え、理科室や
内容 基本料金を減免（申請不要）
音楽室などの特別教室にエアコンを設置します。
期間 ８月検針分～11月検針分
対象 市内小・中学校35校（各校１室）
環境整備 工事開始予定時期 10月～
市役所や公共施設での
問仕事・移住支援室
☎0868-24-3633
緊急雇用
問地域づくり推進室
町内会 連合町内会の
対象 新型コロナウイルスの影響で解雇された人、
☎0868-32-2032
感染症防止対策支援
アルバイト・パートの職を失った人など
津山市連合町内会に支援金を給付し、地域コミ
内容 市役所での事務、公共施設での清掃
ュニティ活動での感染症防止対策を支援します。
などの軽作業
支援金 給付時期 ７月中
期間 11月30日まで
※各支部には連合町内会を通じて配分されます。
問農業振興課
小規模事業者緊急支援金 問商業・交通政策課
畜産業 和牛農家経営支援金
☎0868-32-2081
☎0868-32-2079
対象 令和２年２～７月のいずれか１カ月の売り
対象 和牛肥育農家と繁殖農家
上げが前年の月平均の売り上げから
内容 別に定める額と販売価格との差（１頭当た
20％以上減少している事業者など
り上限３万円）
支援金 開始予定時期 ８月
内容 20万円（１事業者１回のみ）
期限 ９月30日(水)
問森林課
林業事業体支援
問農業振興課
林業
☎0868-32-2078
米の計画的生産継続支援
☎0868-32-2079
対象 森林経営計画を策定した林業事業体など
令和２年産の米価が下がった場合、支援金を給
内容 ①スギ、ヒノキの間伐材を市内の木材市場
付します。
に運搬する経費（１立方メートル当たり上限
対象 米の計画的生産に協力している人（対象者
支援金
2,000円）②❶の実施に必要な作業道の補修費
に通知）
用の３分の１以内の額
開始予定時期 ８月末

飲食クーポン券の発行

購入

すべての人 インフルエンザ

うわさなどに惑わされないで
患者や家族、医療に携わっている人などを、誤解や偏見、うわ
さで傷つけている事例が見られます。不確かな情報や誤った認識
に惑わされ、人権侵害につながることがないよう、国や自治体が
提供している正しい情報を入手し、冷静に行動しましょう。
問人権啓発課☎0868-31-0088

不審な電話などに注意してください
給付金についての詐欺やマスクの送りつけ商法など、不審な人
の訪問、電話、郵便、メールなどに注意してください。少しでも
おかしいと感じたら、家族、市、警察などに相談しましょう。
問津山市消費生活センター☎0868-32-2057
消費者ホットライン☎188、警察相談専用電話☎#9110

すべての人 スポーツ・文化施設などの入館料・使用料が無料または半額になります
減免

温泉施設

８月１日(土)～11月30日(月)、市内の一部の施設の入館料や利用料などが、無料または半額になります。
「人との間隔」「マスクの着用」「手洗い」など新しい生活様式を実践しながら、市内の施設を活用して、心も
体も元気にしましょう。
・施設を利用する際は、市民または市内に居住していることが分かるものを提示してください。
ご注意 ・備え付けの備品や機器の使用料、施設内での飲食代などは、対象外です。詳しくはお問い合わせください。
ください ・他の制度で減免となっている場合など、対象とならない場合があります。
・野外活動・宿泊施設は、施設に直接予約してください。宿泊予約サイトなどによる予約は対象外です。
施設名
高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」
あば温泉

対象
市民 無料

黒木キャンプ場
奥津川ラビンの里

野外活動
・
宿泊施設

阿波森林公園

市民 半額

津山市三世代研修宿泊施設ウッディハ
ウス加茂（８月17日(月)～休館）

西部公園
東部運動公園グラウンド
津山勤労者総合福祉センター

体育館、別館使用料

倭文の郷久米ロッジ
岡山県津山総合体育館
岡山県津山東体育館
中央公園グラウンド
津山市弓道場
津山東武道場
岡山県津山陸上競技場
津山スポーツセンター

※トレーニ
ング室、
会議室な
どを除く

市民 半額
津山市加茂町スポーツセンター
津山市加茂町武道館
津山市阿波グラウンド
阿波ふるさとふれあい会館屋内ゲート
ボール場
津山市阿波こぶしアリーナ

津山市ターゲットバードゴルフ場
久米総合文化運動公園
津山城（鶴山公園）
津山まなびの鉄道館
津山洋学資料館
津山郷土博物館
津山市立文化展示ホール
ポート アート＆デザイン津山

音楽文化
ホール

音楽文化ホール・ベルフォーレ津山
津山文化センター
津山市加茂町文化センター
津山市勝北文化センター

市民 無料

市民 半額
すべ
ての 半額
人

感染症との共生、そして収束後
これからに向けて…
暮らしを
守る

経済を
守る

問い合わせ先
めぐみ荘☎0868-42-7330
あば交流館☎0868-46-7111
黒木キャンプ場（津山市観光協会北支部）
☎0868-42-4402
奥津川ラビンの里☎0868-42-4551
阿波森林公園（阿波渓流茶屋）
☎0868-46-2077
ウッディハウス加茂☎0868-42-4466
あば交流館☎0868-46-7111
倭文の郷久米ロッジ☎0868-57-2143

岡山県津山総合体育館☎0868-24-0202

岡山県津山陸上競技場☎0868-24-3773

津山勤労者総合福祉センター
☎0868-22-5450

ソフトボール場、テニス場、体操練習場、
総合グラウンド、体育館、屋内ゲートボ
ール場使用料
津山市加茂町スポーツセンター
剣道場、柔道場使用料
☎0868-42-3358
野球場使用料
屋内ゲートボール場使用料

勝北総合スポーツ公園

観光・
文化施設

テントサイト、バンガロー使用料
宿泊料金（飲食代金などを除く）、談話
室、研修室の利用料
宿泊料金（飲食代金を除く）、宿泊施設
での休憩料金
宿泊料金、和室、大広間使用料
体育館、柔道場、剣道場使用料
体育館使用料
グラウンド使用料
弓道場使用料
剣道場、柔道場使用料
主競技場、多目的広場
野球場、小野球場、サッカー・ラグビー
場、テニスコート使用料
グラウンド、テニスコート使用料
グラウンド使用料

あば交流館

体育施設

内容
入浴料
入浴料
入場料、テントサイト、バンガロー、研
修室使用料（休憩利用含む）
宿泊施設、テントサイト、バーベキュー
ガーデン使用料（休憩利用含む）

感染症防止対策のための会議
拡大防止の専門部会を置き、医
療、学校、福祉施設など、さまざ
まな分野からの意見をもとに、今
後も感染症の拡大防止、予防の取
り組みを行っていきます。

感染症収束に向けた
経済専門家会議
専門家の意見を取り入れながら、
県北の拠点都市津山の経済活動の
回復、地域経済の活性化に向けて
取り組んでいきます。

アリーナ、ステージ使用料
野球場、多目的広場、テニス場、ゲート
ボール場使用料
ターゲットバードゴルフ場使用料
多目的広場グラウンド、体育館アリーナ、
体育館ステージ、テニス場使用料
入園料
入館料
入館料
入館料
ホール使用料
ギャラリー使用料
ホール使用料
ホール使用料
ホール使用料
ホール使用料

新しい生活様式で、
あなたとあなたの
大切な人を守りましょう
マスクの着用による
熱中症に気をつけましょう
・人と距離を取り、マスクを適宜
外す
・こまめに水分補給する など

阿波出張所地域振興課☎0868-32-7042
勝北総合スポーツ公園☎0868-36-5800
久米総合文化運動公園☎0868-57-2900
津山市観光協会☎0868-22-3310
津山まなびの鉄道館☎0868-35-3343
津山洋学資料館☎0868-23-3324
津山郷土博物館☎0868-22-4567
津山街づくり株式会社☎0868-31-2525
ポート アート＆デザイン津山
☎0868-20-1682
津山街づくり株式会社☎0868-31-2525
津山文化センター☎0868-22-7111
津山市加茂町文化センター☎0868-42-7031
津山市勝北文化センター☎0868-36-7121

人との
間隔

人混みでの
マスクの
着用

手洗い

感染症への対策を考えながら、
災害に備えましょう
・親戚や知人宅に避難することも
考えておきましょう
・避難するときは、マスク、消毒液、
体温計も持って行きましょう

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部総合相談窓口
☎0868-32-2062（平日午前９時～午後５時）

