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新型コロナウイルス感染症関連情報

❷

市からのお知らせ(自動販売機で津山の魅力をPRしよう ほか） ❺
まちかど写真館・おめでとう赤ちゃん(令和元年7月生まれ） ⓬･⓭
けいじばん
⓮
津山の歴史 あ･ら･か･る･と(｢蘭学祭」と水田昌二郎）
注目！今月の津山人(廣瀬吉嗣さん）
うち

津山っ子お家でチャレンジ
(ボール運動編 ）
※市では、家でできる運動を動画で配信しています
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広報津山７月号の内容は、６月２日現在の情報です。状況により内容が変わる場合
があります。新型コロナウイルス感染症の情報は、市ホームページに掲載しています。
情報は随時更新しているので、ご覧ください。

新型コロナウイルス感染症関連情報
生活支援

住居確保給付金
賃貸住宅の家賃に充てるための費用を支給し、
就労に向けた支援を行います。
主な要件 ①離職により経済的に困窮し、住居を
失ったまたは失うおそれがある、②離職・廃業
から２年以内または休業などで収入が減少し、
離職などと同等の状況にあるなど
支給月額 単身世帯＝31,000円、２人世帯＝
37,000円、３～５人世帯＝40,000円
支給期間 ３カ月（一定の要件を満たす場合は、
最長９カ月）
■津山市自立相談支援センター☎32-2133
問

就学援助
経済的な理由で、小・中学校に就学することが
難しい子どもの保護者に、就学のために必要な経
費を援助します。
認定要件 生活保護（教育扶助）を受けている、
または生活保護法に規定する「要保護者」に準
ずる程度に経済的に困っている
例 ・市民税が非課税か均等割のみ課税されて
いる
・児童扶養手当を受給しているなど
援助内容 学用品費、学校給食費、修学旅行費、
校外活動費など
■学校教育課（市役所４階）☎32-2116
問

特別定額給付金
特別定額給付金の申請書を世帯主などに送付し
ています。同封の返信用封筒に、次の書類を入れ、
８月18日㈫まで (消印有効) に返送してください。
◦必要事項を記入した申請書
◦健康保険証の写しなど本人確認書類
◦通帳の写しなど振込先口座の確認書類
■特別定額給付金事業推進室☎32-2169
問

生活相談
収入の減少や失業などで生活に悩みがある人は、
相談してください。専門の相談員が、悩みごとの
解決に向けた提案や支援を行います。
とき 平日午前９時～午後４時
■津山市自立相談支援センター（市役所１階）
問
☎32-2133

生活資金の貸し付け
収入の減少や失業などで、日常生活を続けるこ
とが困難となっている人、緊急・一時的に生活費
を必要とする人などに、資金の貸し付けなどを行
います。詳しくは、お問い合わせください。
とき 平日午前９時～午後５時
申込期限 ７月31日㈮
■
問 津山市社会福祉協議会（津山市総合福祉会館
内）☎23-5130

税金など
保険料の減免など
収入が一定程度減少した場合など、保険料が減
免になることがあります。
要件など、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
問
■医療保険課国民健康保険係（市役所１階９番窓
口）☎32-2071、高齢者医療係（市役所１階
８番窓口）☎32-2073
介護保険料
問高齢介護課（市役所１階11番窓口）☎32-207
■
0
国民年金保険料
■
問市民窓口課（市役所１階７番窓口）☎32-207
2、津山年金事務所（田町）☎31-2360

3

2020.７

税金などの猶予
収入が減少し、生活に困っている人、事業や収
入に著しい影響を受けた事業者は、税金や公共料
金などの納付を令和３年３月31日㈬まで延長で
きる場合があります。
詳しくは、対象となる税金などの担当窓口に、
事前にお問い合わせください。
主な要件 ①給与などの収入が著しく減少した、
②やむを得ず事業を休業・廃業し、著しい損害
を受けたなど
対象 市税、国民健康保険料、市営住宅使用料、
水道使用料などの納付者
※対象となる窓口が複数ある場合は、いずれか１
カ所で手続きすることができます
■債権管理室（市役所2階）☎32-2060
問

あなた自身とあなたの大切な人を守るために、新型コロナウイルス感染防止のための新しい生活様式
を取り入れましょう。

マスクによる熱中症に注意しましょう！

３つの基本

①人との間隔（できるだけ１ｍ以上空ける）
②マスクの着用
③手洗い（帰宅したら手や顔を洗う。すぐに着替える）

密集・密接・密閉
３密を避ける

レジで並ぶときは
前後にスペース

胸元や腕、足首が出る服装で、熱を逃がす
こまめに水分を補給する

公園はすいた時間や
場所を選ぶ

津山市新型コロナウイルス感染症対策本部相談窓口 ☎32‑2062

など

流行地域への
移動を避ける

感染症に関する相談

時間 平日午前９時〜午後５時 ※受付時間など、変わる場合があります
その他の機関
厚生労働省電話相談窓口 ☎0120‑565653（フリーダイヤル)、 03‑3595‑2756
時間 午前９時〜午後９時
岡山県電話相談窓口 ☎086‑226‑7877、 086‑225‑7283
時間 24時間（ファクス＝午前９時〜午後５時）

「感染したかも」と思ったら
次のいずれかの症状がある人は、｢新型コロナウイルス受診相談センター」に相談してください。
けん たい かん
息苦しさ（呼吸困難)、強いだるさ（倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある
か ぜ
高齢者や基礎疾患などがある人で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状がある
発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症状が続いている(４日以上続いている場合は必ず相談しましょう）
※妊娠中で風邪の症状がある人は、念のため、早めに受診相談センターに相談しましょう

新型コロナウイルス受診相談センター（美作保健所内） ☎23‑0163、

23‑6129

時間 電話＝24時間（平日午後５時〜翌午前９時と土曜日・日曜日・祝日は、留守番電話の応答メッ
セージに従ってください)、ファクス＝平日午前９時〜午後５時

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。
もしも、皆さん自身
不確かな情報や誤っ
や皆さんの大切な人
た認識に惑わされ、人
がその言葉を言われ
権侵害につながること
たら…
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☎31-0088

不審な電話などに注意してください
｢給付金を振り込むので、通帳を預かります｣
｢追加で給付金を支給するので、手続き費用を振
り込んでください」など、不審な人
の訪問、電話、郵便、メールなどに
ご注意ください。
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☎32-2057（平日午
前８時30分～午後５時15分)、消費者ホット
ライン☎188（土曜日・日曜日・祝日対応)、
警察相談専用電話☎#9110（24時間対応）
2020.７
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自動販売機で津山の魅力を PR しよう
■ 財産活用課☎32‑2122、

zaisan@city.tsuyama.lg.jp

市内に設置する自動販売機をラッピング（装飾）するイラストを募集しています。
自分がデザインした自動販売機で、津山の魅力をＰＲしませんか。
募集内容 市のＰＲにつながる内容で、設置予定場所のイメージに
合うイラスト
設置予定場所（各１台) 市立図書館（アルネ・津山４階)、津山中
央公園（山北)、市役所本庁舎
応募方法 市役所本庁舎と各支所、市立図書館（本館）に備え付け
の応募用紙（市ホームページからダウンロード可）に、イラスト
かん
と必要事項を記入し、応募箱に投函するか、Ｅメールで送る
入賞賞品 デザインが採用された人（各設置場所１人ずつ、合計３
人）に、飲み物の詰め合わせを進呈
締め切り ７月31日㈮
※メールで送信する場合は、PDFまたはJPEG形式（20MB以内）
※応募規約など、詳しくは市ホームページをご覧ください

津山

自動販売機デザインコンテスト

検索

子どもから大人まで、
皆さん応募してね！

使う画材は、
絵の具、マジック、
クレヨンなど、
なんでもOK！
財産活用課
安藤慎一技師
船曳啓太技師

民間事業者が公共施設の活用方法を提案
行政と民間が協力して公共サービスを提供する「公民連携」を進めています。
この事業は、｢公共施設等の利活用に関する民間提案制度」で提案したダイドーウエストベンディ
ング株式会社と協力して行います。

会計年度任用職員登録試験

津山市

学校生活など

津山っ子 新しい学校生活様式
新型コロナウイルス感染症を予防するため、学校で気を付けていることです。
子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、家庭でも話し合いましょう。

５つの約束守るんジャー
やくそくまも

ちゃく よ う

①マスクの着用

せっ

て あら

ひと

②石けんで手洗い

ひと

マスクを
つけるんジャー

あいだ

き

③人との間

きゅうしょく

④かん気

⑤給 食

む

あいだ

あ

向かい合わないで、
しゃべらん
のジャー

人との間は
２ｍくらい
はなれるんジャー
まど

て

びょう い じょう

手は30秒以 上
洗うんジャー
消 毒もするんジャー
あら

窓を
開けるんジャー
あ

しょう ど く

教育電話相談

津山っ子 お家で体育チャレンジ！動画配信中

専属の相談員が話を聞きます。
とき 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日午後
１時15分〜５時15分（祝日を除く）
対象者 市内の小・中学生とその保護者
相談例
勉強が分からない
友だちのことで悩んでいる
子育てで困っている
子どもの生活習慣について相談したい
■ 学校教育課☎32‑2124
て、
食べて、買っ
！
みんなで応援

前転や後転、ボール運動など、家の中でできる運動
の仕方を、津山市公式Youtubeチャンネルで配信して
います。リズムに乗って楽しみながら運動しましょう。
※美作大学児童学科
准教授 津田幸保
さんの協力で制作
しました
津山

おうちで体育

検索

■ 学校教育課☎32‑2114

津山 支縁 プロジェクト「津山支縁Webサイト」で応援しよう
ウェブ

売り上げの減少など、新型コロナウイルスの影響を受けている市内の事業者を、みんなで応援する津
山支縁プロジェクト「津山支縁Webサイト」を立ち上げました。持ち帰りメニューや商品の購入など、
積極的に利用し、みんなで支援の輪を広げましょう。
こんな応援方法も！
掲載する事業者も随時募集中です。
商品の配達情報
購入した料理の写真に
持ち帰りメニュー
｢ #津山エール飯」を付け
て、S N S で投稿しよう

■ 〒708‑8501津山市山北520人事課（市役所3階）☎32‑2043

令和２年10月以降に採用する、事務補助の会計年度任用職員を募集します。年齢制限はありません。
採用人数 60人程度
受験資格 高等学校卒業以上の学歴を有し、パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができる人
試験日時 ８月８日㈯午前８時50分～
ところ 市役所２階大会議室
試験内容 筆記試験と面接
申込方法 人事課、各支所・出張所、市立図書館（本館・地区館）に備え付けの申込書（市ホームページ
から印刷可）に必要事項を記入し、郵送または直接提出する
締め切り ７月27日㈪午後５時15分必着
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津山支縁

感染症対策商品

Webサイト

企業製品

■ つやま産業支援センター（みらい産業課内：東庁舎１階）☎24‑0740

津山

支縁

検索

中小企業者などの経営相談
経営や資金繰りなどに影響を受けている、その恐れがある市内の中小企業者・小規模事業者の相談を
つやま産業支援センターで受け付けています。
とき 平日午前８時30分〜午後５時15分
■ つやま産業支援センター☎24‑0740
2020.７
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国民健康保険料 納入通知書を発送します

■ 医療保険課（市役所１階９番窓口）☎32‑2071、各支所・出張所

国民健康保険料の納入通知書を、７月中旬に発送します。保険料の金額や納付方法は、納入通知書をご
確認ください。
国民健康保険料は、世帯主が納付します
世帯主が国民健康保険（国保）に加入していなくても、同じ世帯内に国保の加入者がいる場合は、世帯
主あてに納入通知書を送付します。
コンビニで国民健康保険料の納付が可能です
国民健康保険料は、市役所窓口や指定金融機関などのほか、全国のコンビニでも納めることができます。
※バーコードの印字が無いものや督促状、納期限を過ぎた納付書はコンビニでは使えません
口座振替に切り替えましょう
保険料の納付を口座振替にすることで、納め忘れを防ぐことができます。
納税課、医療保険課、各支所・出張所または預貯金口座のある金融機関の窓口で手続きしてくださ
い。通帳と通帳に使用している印鑑が必要です。
国民健康保険料の納期
４月

５月

６月

納付書・口座振替
年金天引き

１期

７月

８月

９月 10月 11月 12月 １月

２月

３月

１期

２期

３期

８期

９期

２期

３期

４期
４期

５期

６期
５期

７期

６期

※口座振替日は、各期の月末（土曜日・日曜日・祝日の場合は、金融機関などの翌営業日）

｢限度額適用・食事標準負担額減額認定証｣
｢高齢受給者証｣の更新について
■ 〒708‑8501津山市山北520医療保険課（市役所１階９番窓口）☎32‑2071、各支所・出張所

外来・入院時の「限度額適用・食事
標準負担額減額認定証」の更新手続き
現在、使用中の認定証の有効期限は、７月31日㈮で
す。認定証の更新には申請が必要です。
対象 次の認定証を持っていて、更新を希望する人
◦国民健康保険限度額適用認定証（薄緑色の証）
◦国民健康保険標準負担額減額認定証（黄土色の証)
◦国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(黄
土色の証）
申請方法 ８月３日㈪以降に医療保険課、各支所・出
張所の窓口または郵送で申請する
持ってくるもの 印鑑（スタンプ印不可)、国民健康
保険証

国民健康保険高齢受給者証の更新
現在、使用中の受給者証の有効期限は、
７月31日㈮です。
新しい受給者証は、前年の所得により窓
口負担（２割～３割）の再判定を行い、７
月下旬に送付します。
対象 70歳以上の津山市国保加入者
※窓口負担割合は、本人の所得や同じ世帯
にいる国保加入者の所得で決まります。
詳しくは、受給者証に同封する通知書を
ご覧いただくか、お問い合わせください

※有効期限を過ぎた認定証と受給者証は、細かく破り捨てるなど個人で処分するか、医療保険課また
は各支所・出張所の窓口に返却してください。(郵送可）
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７月中に発送します

後期高齢者医療保険料額決定通知書

■ 〒708‑8501津山市山北520医療保険課（市役所１階８番窓口）☎32‑2073、各支所・出張所

令和元年中の所得に基づき、令和２年度の後期高齢者医療保険料額を決定します。決定通知書に記載し
ている方法で保険料を納めてください。

保険料の計算方法
均等割額

46,600円

＋

所得割額

(総所得金額など−33万円)×9.17％

＝

１人当たりの保険料（年額)
※最高限度額64万円

低所得者世帯の保険料均等割の軽減割合が変わります
変更前

変更後

８割軽減

７割軽減

8.5割軽減

7.75割軽減

保険料の納め方
特別徴収 年金から天引きされます
普通徴収 市内の各金融機関、郵便局（中国５県に限る)、コンビニエンスストア（コンビニ）で納
付書を使って納めるか、口座振替で納めてください

保険証の更新

限度額適用認定証などの更新

現在、使用中の保険証（青色）の有効期限は７
月31日㈮です。
新しい保険証（クリーム色）は、前年の所得で
窓口負担割合（１割または３割）を再判定し、７
月下旬に発送します。８月以降、病院で受診する
時は、新しい保険証を使ってください。
期限を過ぎた保険証は、細かく破り捨てるなど、
個人で処分するか、医療保険課または各支所・出
張所の窓口に返却してください（郵送可)。

保険証

現在、使用中の後期高齢者医療限度額適用・標
準負担額減額認定証（ピンク色）と後期高齢者医
療限度額適用認定証（灰色）の有効期限は、７月
31日㈮です。
新しい認定証は７月下旬に発送します。
※前年の所得を申告していない人がいる世帯は、
所得の簡易申告書を提出する必要があります
当てはまる人には、６月上旬に通知していま
す）

負担額減額認定証

限度額適用認定証
2020.７
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多面的機能支払交付金（令和３年度募集）

■ 農村整備課（市役所４階）☎32‑2076

農業には、作物を作るだけでなく、洪水や土砂崩れなどを防ぐほか、豊かな自然環境を保つなど、たく
さんの機能があります。市では、この機能を維持・発揮していくため、多面的機能支払交付金を活用し、
地域ぐるみで取り組む共同活動を支援しています。応募方法など、詳しくはお問い合わせください。
Ⅰ．農地維持支払交付金
（多面的機能を支える共同活動を支援）
アール

Ⅱ．資源向上支払交付金
（地域資源の質的向上を図る共同活動を支援）

交付金単価（10ａ当たり）
田＝3,000円、畑＝2,000円

交付金単価（10ａ当たり）
田＝2,400円、畑＝1,440円

次のすべてに取り組むこと
①地域資源の基礎的な保全活動
水路や農道などの農業用施設の点検、農地の法面
などの草刈りや水路などの泥上げ、農道の路面維
持、鳥獣害防護柵の維持管理など
②地域資源を適切に保全・管理するための推進活動
地域での話し合いにより、保全管理の目標と手段
を決め実施しながら、将来にわたる地域資源の保
全管理のための計画を作成するなど

次のすべてに取り組むこと
①施設の軽微な補修
水路・農道などの軽微な補修、鳥獣害防護柵
の補修・設置など
②農村環境保全活動
植栽による景観形成、生物の生息状況の把
握、水質調査の実施など
③多面的機能の増進を図る活動
農用地の周りの薮などの伐採、防災・減災の
強化など
やぶ

対象農用地 農業振興地域内の農用地区域内にある一団の農用地
締め切り ８月28日㈮
※Ⅱに応募する場合、Ⅰと併せて取り組む必要があります（Ⅰのみの応募は可能）
※５年継続して実施する必要があります
※６年目以降も活動を継続する場合、Ⅱの単価は75％相当額になります

狩猟免許試験・取得補助金制度について

狩猟免許試験に関すること＝■ 美作県民局森林企画課（山下）☎23‑1384
狩猟免許取得補助金に関すること＝■ 森林課（市役所４階）☎32‑2078

費用や申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
■狩猟免許試験
野生のイノシシやシカなどを捕まえるためには、狩猟免許が必要です。
とき・ところ ①11月20日㈮午前９時30分～＝体験学習施設百花プラザ（岡
山市)、②12月１日㈫午前９時30分～＝倉敷市民会館（倉敷市）
試験内容 適性・技能・知識試験
定員 各会場50人（先着順）
■狩猟免許取得補助金制度
狩猟免許を初めて取得する人に、免許の取得費用を補助しています。
補助金額 申請手数料と初心者講習料の２分の１以内
申込方法 森林課または各支所・出張所に備え付けの申込書（市ホームページから印刷可）に記入し、必
要書類を添えて直接提出する
締め切り 12月18日㈮
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中山間地域等直接支払制度
対象地域に｢指定棚田地域｣が追加されました

■ 農業振興課（市役所４階）☎32‑2159

中山間地域等直接支払制度は、傾斜がきつく農地を広くできない、農地の面積が小さく大きな機械で作
業ができないなど、生産条件が不利な農地の耕作放棄を集落全体で防ぐ制度です。
令和２年度から、対象地域に「指定棚田地域」が追加され、
取り組みができなかった地域も対象となりました。
手続きなど、詳しくはお問い合わせください。
指定棚田地域で対象となる農用地
次のすべてに当てはまるもの
・｢農業振興地域の整備に関する法律」で定める「農用地区
域」内の農地
・急傾斜農用地とその農用地と連なっている緩傾斜農用地
(通作、水管理など上流にある急傾斜農用地を維持するた
めに必要な一団の緩傾斜農用地に限る）
交付要件
次のすべてに当てはまること
・集落で農地の管理方法や役割分担などを「協定＊」として
取り決める
・５年以上農業生産活動を継続する
・１協定当たりの合計面積が1ヘクタール以上
交付金額（10アール当たり）
地目
田
畑

区

分

急傾斜（1/20以上）
緩傾斜（1/100以上）
急傾斜（15度以上）
緩傾斜（８度以上）

単

価

21,000円
8,000円
11,500円
3,500円

交付金の使い方
協定参加者の話し合いにより、
地域の実情に応じて幅広く使う
ことができます
例 個人に配分、農業機械の購
入など

交付金の返還について
５年間の協定期間中に農業生産活動などが継続できなくなった場合は、協定の認定年度に遡って交付金
を返還する必要があります。
※農業者の病気・死亡、自然災害などのやむを得ない事由がある場合は、返還が免除されます
さかのぼ

＊協定の内容
①農業生産活動などを継続するための活動
・耕作放棄の発生を防止する活動、水路や農道などの管理活動（泥上げ、草刈りなど）
・多面的機能を増進する活動（周辺林地の管理、景観作物の作付など）
②体制整備のための前向きな活動
協定の提出期限
・集落戦略（6～10年後の集落全体の将来像を明らかにするための指針）の作成
７月31日㈮
※①のみの場合は、単価の８割を交付
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下水道を正しく使いましょう

令和元年度
■ 下水道課☎32‑2100

天ぷら廃油などの油脂類や残飯、固形物を排水口に流すと、排水管が詰まり、排水管の破損や悪臭の原
因となるだけでなく、汚水ますから汚水があふれるなどの事故につながります。次のことに気を付けて、
正しく使いましょう。
下水道を使う時の注意点
《排水設備の設置例》
◦排水口に野菜くずや食用
境界
油などをそのまま流さな
断面図
1ｍ以内
い
◦紙おむつや生理用品、タ
オルなどの布類をトイレ
公道
に流さない
◦敷地内の汚水ますを定期
的に掃除する
もしも排水管が詰まったら
◦敷地内の排水管＝津山市
宅内ます
公共ます
下水道排水設備指定工事
下水道管
店に修理を依頼する
◦公共ますや道路内のマン
津山市施工
個人負担
ホール＝下水道課に連絡
する
※宅内から公共ますまでの敷地内の配水管は、市では修理できません
※津山市下水道排水設備指定工事店は、市ホームページ
津山市 下水道指定工事店
検索
で確認できます

一戸建住宅

耐震診断、吹き付けアスベスト調査・除去工事補助金
■ 都市計画課建築指導審査係（市役所５階）☎32‑2099

一戸建住宅耐震診断補助金
地震に強い安全なまちづくりを進めるため、
古い基準で建てられた木造一戸建て住宅の耐
震診断にかかる費用の一部を補助します。
対象 次のすべてに当てはまるもの
①市内にある個人所有の民間住宅
②昭和56年５月31日以前に建てられた一
戸建て住宅（店舗併用住宅などで店舗
部分の面積が半分未満のものを含む）
はり
③構造が木造在来工法（柱・梁 ・筋交い
などで構成されたもの）(ツーバイフォ
ー、ログハウス、プレハブなどは対象
外）
④２階建て以下
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耐震診断補助金の額（例：一般診断法の現況診断)
延床面積

耐震診断費用

補助金額
（１棟当たり）

200㎡未満

71,200円

60,000円

200㎡以上
300㎡未満

80,300円

68,000円

吹き付けアスベスト調査・除去工事補助金
民間建築物の吹き付けアスベストの分析調査
や除去工事にかかる費用を補助します。
補助額
分析調査＝補助対象経費の10分の10（１棟
当たり上限25万円）
除去工事＝補助対象経費の３分の２以内（１
棟当たり上限400万円）

ふるさと津山サポート寄付金(ふるさと納税)の状況
■ 商業・交通政策課☎32‑2081

市では魅力あるまちづくりを進めるため、全国の皆さんから、ふるさと津山サポート寄付金（ふるさと
納税）としてご支援をいただいています。令和元年度は19,368件、約２億6,000万円のご寄付をいただ
きました。皆さん、ありがとうございました。
津山市ふるさと納税
検索
ふるさと納税について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
寄付金の内訳
（令和２年５月１日時点）
活

用

事

業

１ ふるさとの父、母サポート事業

令和元年度寄付金額 令和元年度の活用事例(平成30年度の寄付金を活用)
7,209,678円 ごんご・支所間バス運行補助金など

２ ふるさとのこどもサポート事業

37,590,004円 英語力向上事業など

３ 桜あふれる津山整備事業

10,122,678円

４ 誇りある津山洋学発信事業

５ ふるさと津山のお宝サポート事業

６ 水と緑あふれる環境まちづくり事業
７ その他（使途を指定しない寄付）
８ 災害緊急支援寄付金
合

計

津山城もみじまつりの開催、二の丸東側石
垣修理など

877,254円 津山洋学資料館企画展の開催など

1,816,428円 指定文化財修繕補助金、文化財管理経費など

13,344,504円 津山圏域クリーンセンターでの環境学習など

191,753,454円 安全安心でおいしい学校給食の提供など
26,000円 平成30年7月豪雨被害に対する支援

262,740,000円

募集します

津山市成人を祝う会実行委員

■ 次世代育成課(市役所４階)☎32‑2009、

32‑2157、
jisedaiikusei@city.tsuyama.lg.jp

令和３年１月10日㈰に開催予定の「津山
市成人を祝う会」の企画や運営を行う実行委
員を募集します。一生に一度の成人式が思い
出に残るよう、ふるさと津山の仲間と一緒に
盛り上げましょう。
対象 平成12年４月２日～平成13年４月１
日生まれで、成人を祝う会に出席できる
人
定員 ８人程度
申込方法 ①氏名、②住所、③電話番号を、
電話、ファクスまたはＥメールで伝え、
申し込む
締め切り ７月31日㈮
※式典当日までに５回
程度、会議を開催す
る予定

前納がお得です

国民年金保険料

■ 市民窓口課国民年金担当(市役所１階７番窓口）

☎32‑2072、各支所・出張所地域振興課、
津山年金事務所（田町）☎31‑2360

令和２年度の国民年金保険料は月額16,540円です。
まとめて支払うことで保険料が安くなります。６カ月
前納を選択すると、毎月納付した場合と比べて口座
振替で1,130円、現金またはクレジットカード納付で
810円お得です。
前納期間ごとの割引額など、詳しくはお問い合わせ
ください。
申込方法 市民窓口課または津山年金事務所に備え付
けの口座振替申出書に、基礎年金番号や金融機関
口座番号などを記入し、指定口座の金融機関の届
出印を押して、直接申し込む
※10月～３月分の口座振替に
よる６カ月前納の申込期限は、
8月31日（月）です
※１年前納、２年前納の申し込
みは、令和３年度分からです
2020.７
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令和元年
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津山市公式ＬＩＮＥ
災害時の緊急情報のほか、イベント情報や市からのお知らせなどを
発信中！ぜひ「友だち登録」をしてください
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みつ い

はる

きし べ

り

こ

岸本 虎士ちゃん
７月７日生まれ
応募者 岸本芳枝さん

武岡 莉々乃ちゃん
７月６日生まれ
応募者 武岡省吾さん

津本 凜ちゃん
７月５日生まれ
応募者 津本直義さん

光井 悠ちゃん
７月２日生まれ
応募者 光井愛弓さん

岸部 莉子ちゃん
７月２日生まれ
応募者 岸部吉晃さん

１歳おめでとう！元
気いっぱい、笑顔い
っぱい育ってね！

1 歳おめでとう！り
っちゃんは我が家の
癒やし♡元気いっぱ
い大きくなーれ！

お誕生日おめでとう!
元気に大きくなって
ね♡笑顔の素敵なリ
ンちゃんです♡

悠ちゃんの笑顔がみ
んな大好きだよ！こ
れからもたくさん笑
って過ごそうね♡

いつも笑顔の莉子ちゃ
んに癒やされてるよ！
これからも元気にスク
スク育ってね♡
い

④

①
たけ もと

しゅ

か

た しま

こ なつ

たにぐち

な

こ

ふじ

い

ゆい

か

み うら

しょう す け

竹本 朱夏ちゃん
７月21日生まれ
応募者 竹本裕一さん

田島 向夏ちゃん
７月17日生まれ
応募者 田島章史さん

谷口 夏瑚ちゃん
７月16日生まれ
応募者 谷口彩可さん

藤井 結花ちゃん
７月10日生まれ
応募者 藤井宏光さん

神浦 翔 丞ちゃん
７月７日生まれ
応募者 神浦久美さん

お誕生日おめでとう
♪生まれてきてくれ
て、元気に育ってく
れて、ありがとう♡

お誕生日おめでとう
♪パパとママのとこ
ろに生まれてきてく
れてありがとう♪

ニコニコ笑顔いっぱ
いの夏瑚。これから
も元気に大きくなっ
てね♡大好きだよ♡

お誕生日おめでとう
！よく食べ、よく遊
んで、元気にすくす
く大きくなってね♪

甘えん坊で泣き虫な
翔丞♡元気に強く大
きくなあれ！おめで
とう！！

あん どう

こと

み

くろ だ

かたやま

ようせい

おおもり

黒田 心夏ちゃん
７月27日生まれ
応募者 黒田恵理さん

片山 陽生ちゃん
７月27日生まれ
応募者 片山 愛さん

大森 蓮登ちゃん
７月25日生まれ
応募者 大森和久さん

琴ちゃん生まれてき
てくれてありがとう
♡これからも大きく
育ってね♪

生まれてきてくれて
ありがとう♡これか
らも笑顔いっぱいで
すくすく育ってね J

元気に大きくなって
ね♡

よく寝てよく食べて
元気に育ってね。生
まれてきてくれてあ
りがとう。

対象 令和２年９月に満１歳の誕生日
を迎える赤ちゃん（津山市在住）
締め切り ７月10日㈮ 午後５時必着
秘書広報室(広報)☎32‑2029

⑦

れん と

安東 琴海ちゃん
７月28日生まれ
応募者 安東真子さん
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ここ な

⑤

応募方法 赤ちゃんの「氏名、ふりがな、生年月日」と、応募者の「氏
名、住所、連絡先、お子様へのひとこと」を明記し、写真を添えて、
Ｅメールまたは郵送で送付（Ｅメールの容量は20メガバイト以内)
送付先 kouhou@city.tsuyama.lg.jp または〒708‑8501津山市山
北520秘書広報室 ※お子様へのひとことは36文字以内（記号を含
む｡) ※応募者多数の場合は抽選

しっかり洗えたよ

市立東小学校

５月20日の
学校再開に向
け、子どもた
ちは、登校日
を利用して、
手洗いの仕方
や学校での過
ごし方を学び
ました。

②

⑥

③

新型コロナウイルスの対策で、４月以降、自
宅で過ごす人が多かったのではないでしょうか。
４月下旬から５月上旬にかけて、市内のさま
ざまな場所で、田植えの準備が行われていまし
た。
市内の美しい農村風景を楽しんでください。
写真の説明 ①加茂町公郷地内から夕日を望む ②阿
波地内 ③上横野地内 ④加茂町百々地内で稲の苗
を運ぶ様子 ⑤加茂町楢井地内の小麦をドローンで
防除する様子 ⑥桑下地内から夕日を望む ⑦新野
山形地内から夕日を望む
2020.７
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具、年金額が分かるもの
申込方法 事前に、障害福祉
課に電話または直接申し込
む
問障害福祉課（市役所１階
番窓口）☎ －２０６７、
－２１５３
認知症・若年性認知症の相談

認知症・若年性認知症は、
早期発見と早期対応が大切で
す。相談内容に応じ、専門職
が医療、介護などの適切な情
報を提供します。
とき 毎月第２水曜日午後１
時 分～５時 分
ところ 津山市地域包括支援
センター（市役所１階）
※相談日以外も相談可
問津山市地域包括支援センタ
ー☎ －１００４
その他の相談は、 ページ
に掲載しています

ず きん

市ホームページ有料広告バナ
ーで会社の宣伝をしませんか

市ホームページで、会社の
広告や商品の紹介、募集の案
内などをしませんか。
広告掲載料 月額５千円（消
費税込み）
申込方法 秘書広報室に備え
付けの申込書（市ホームペ
ージから印刷可）
に必要事項を記入
し、郵送または窓
口で提出する
問〒７０８－８５０１津山市
山北５２０秘書広報室（市
役所３階）☎ －２０２９

津山納涼ごんごまつり
中止のお知らせ

イン

８月１日㈯・２日㈰に予定
していた「第 回津山納涼ご
んごまつり 吉井川」は、中

－２１５９
ご協力をお願いします。
◦交換作業は、身分証明書を
戦争に関する資料の収集
携帯した水
市では、戦争の記憶を語り
道局の指定
継ぎ、後世に平和の尊さを伝
工事事業者
えるため、戦争に関する資料
が行います
の収集と保管を行っています。 ◦交換作業時間は、約 分間
随 時、 寄 贈 を 受 け 付 け て い
です（大型メーターを除く）
ま す の で、 ご 連 絡 く だ さ い。
◦作業中は水道を使用するこ
（受 け 入 れ の 可 否 は 相 談 要）
とができません
収集品（例） 軍服、兵士の
◦交換作業は不在の場合でも
装備品、召集令状、千人針、
行います。メーターボック
防 空 頭巾 、 新 聞 や 雑 誌 な ど
スの上や周囲に物などを置
いたり、車を駐車したりし
戦時中の生活に関するもの
ないでください
問人権啓発課☎ －００８８
◦交換作業で作業料をいただ
水道メーターの交換
くことはありません
◦交換後、まれに水が濁るこ
とがあります。しばらく水
を出すときれいになります
◦交換する前にハガキなどで

正しく水量を量るため、法
律で定められた８年の有効期
限を迎える前に水道メーター
を交換しています。皆さんの

止します。
問津山納涼ごんごまつり実行
委 員会 事務 局 （観 光振 興課
内） ☎ － ２ ０ ８ ２

お知らせします
問水道局業務課☎
６

※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問自衛隊岡山地方協力本部
津山出張所（山下）☎ －
５６３７

自衛官 募集

■エクステリア科 人
ケアサービス科 人
試験日 ９月３日㈭
訓練期間
月２日㈮～令和
３年３月 日㈫
訓練場所 北部高等技術専門
校（川崎）
受講料 無料（教材費要）
申込方法 最寄りのハローワ
クに相談し、申し込む
締め切り ８月 日㈫
問北部高等技術専門校☎ －
１１２５

北部高等技術専門校
訓練生募集

集

県外で受診した場合の子ども医療費の給付申請

募集種目 ①一般曹候補生②
航空学生③自衛官候補生
内容 ①部隊の中核となる曹
を養成。入隊後２年９カ月
以降で選考により３曹に昇
任②パイロットなどを養成。
入隊後約６年で３尉に昇任
③陸上２年、海上・航空３
年の任期制隊員。任用任期
終了後、民間企業への就職
や継続任用可
締め切り ①②９月 日㈭③
随時

募

－２１０

市が中国労働金庫と提携し
て行う低利な生活関連資金の
貸付制度です。
対象 市内に居住し、本人と
扶養家族の生計を維持する
ための資金を必要とする勤
労者で、貸付金の返済が確
実であると認められる人
融資限度額 １５０万円
融資期間 ５年以内
申込方法 中国労働金庫津山
支店（林田）で直接申し込む
※融資利率など、詳しくはお
問い合わせください
問中国労働金庫津山支店
☎ －７１６８

勤労者融資制度
（自治体提携ローン）

32

税
月 の 納

403人
96人
転出
死亡
450人
56人
転入
出生

（納期限：７月31日㈮）
32

お知らせ
わかちあい の 会
大切な人を自死で亡くした
人同士が語り合うことで、悲
しみや苦しみを分かち合い、
支え合う会です。
とき ７月３日㈮午後１時
分～３時
ところ 美作保健所（椿高下）
申し込み 不要
問美作保健所☎ －０１４５

身体障害者巡回更生相談
とき ７月 日㈭午前 時～
正午
ところ 神南備園（大谷）
相談内容 肢体不自由・聴覚
障害に関すること
持ってくるもの 印鑑、身体
障害者手帳、使用中の補装

︵お知らせ︑募集︶

26

農業者年金に加 入 し ま せ ん か

農業者がより豊かな老後を
過ごすことができるよう、国
民年金（老齢基礎年金）に上
乗せする公的な年金制度です。
対象 次のすべてに当てはま
る人①国民年金第１号被保
険者②年間 日以上農業に
従事している③ ～ 歳
保険料（掛け金） 月額２万
～６万７千円（選択可）
農業者年金の特徴
◦ 歳までの保証付き終身年
金
◦税制上の優遇措置あり
◦条件により国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎

けいじばん

18

20 10

ネ・津山５階 人権啓発課 ☎31-00
88、 31-2534、 jinken@city.
tsuyama.lg.jp

16 10

32

2020.７

14
※６月２日現在の情報です。延期・中止する場合がありますので，事前にご確認ください

15 2020.７

■
問子育て推進課☎32-2065

22

32

10

県外の医療機関では子ども医療費受給資格者証は使えません。いったん自己負担分を支払い、払い戻し
の申請をしてください。
申請先 子育て推進課（津山すこやか・こどもセンター内)、各支所・出張所
持ってくるもの 領収書か医療機関の証明書、申請者の銀行口座が分かるもの、申請者の印鑑（認め印可、
スタンプ印不可)、受診者（子）の健康保険証と子ども医療費受給資格者証、加入する健康保険で高額医
療費や付加給付金が支給される場合はその支給決定通知書
申請期限 受診から５年以内
■
問〒708-8520津山市新魚町17 アル

20

30

津山ファミリー・サポート・センタ
ー（通称：ファミ・サポ）は、｢子育
て中の家庭（依頼会員)」に、｢地域の
会員（提供会員)」が寄り添い、支え
る有償のボランティア組織です。子育
てを手伝ってほしい人や子育てを手伝
いたい人は、ファミ・サポまでご連絡
32
ください。
援助内容 保育施設などへの送迎、保
育施設の開始前や終
了後の援助、親の通
院・急用時の預かり
など
対象 依頼会員＝０歳～小学６年生の
子がいる家庭で、子育てを手伝って
ほしい人、提供会員＝健康で子育て
を応援したい人、両方会員＝依頼会
員と提供会員の両方を兼ねる人
利用料金 基本時間（平日午前７時
～午後７時）＝１時間当たり500円、
基本時間以外＝１時間当たり700円
(その他、実費が必要な場合あり）
※活動中の事故に備えて、センターで
補償保険に加入しています

22

身近で体験した思いやりの心や命の
大切さなど、人権の大切さが伝わるメ
ッセージを募集します。
応募資格 市内に在住・通勤・通学し
ている人
内容 １人１点で自作・未発表のもの
(１行詩、標語など形式は不問）
応募方法 ①住所②氏名③年齢④職業
⑤電話番号と作品を、郵送、ファク
スまたはＥメールで提出する
入賞 最優秀賞＝１点、優秀賞＝１点、
入選＝数点（各賞記念品あり）
締め切り ９月11日㈮

ひと・ふれあいメッセージ
2020募集

人口 100,112人(前月比＋7)
男 48,111 人 (同△21)
女 52,001人 (同＋28）
世帯 45,442 世帯（同＋155）

10

4

月中のひとの動き
（５月１日現在）
21

7
IN

32

15

固定資産税･都市計画税 第２期
国民健康保険料
第１期
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料 第１期
（普通徴収）
介護保険料(普通徴収) 第２期
日曜納税窓口
７月26日㈰ 午前9時〜午後４時
納税課
（市役所 2 階 1 番窓口）
ー（津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」内：アルネ・津山５階)
☎31-8753

11

59

23

23

20

15

31

16

60

42

■
問津山ファミリー・サポート・センタ

80

ファミ・サポ 会員募集

けいじばん

に興味がある人
ファクス、Ｅメールまたは
利用可能面積 １区画当たり
問津山市老人クラブ連合会事
窓口で直接提出する（自薦
平方メートル
務局 山
・他薦は不問）
募集区画数 ２区画（先着順）
(北 ☎
) －５１３７
応募期間 ７月１日㈬～９月
利用可能期間 最長５年間
ゴルフジュニアレッスン
日㈬
利用料（年額） １区画当た
生徒募集
※ 月２日㈪の岡山教育の日
り６千円（年度の途中で利
に「個人の部」「団体の部」
用を始める場合、利用料は
とき ７月 日㈯・ 日㈯、
で表彰する予定です
５百円×利用月数）
８月１日㈯・８日㈯（全４
問学校教育課☎ －２１１４、 申込方法 農業振興課に備え
回）
付けの申込書に必要事項を
対象・時間 小学１～３年生
－２１５７、
gakkyo
記入し、直接提出する
（ Ａ 組 ） ＝ 午 前 時 ～、 小
u@city.tsuyama.lg.jp
問市民農園実行委員会事務局
学 ４～ ６年 生 （Ｂ 組） ＝午
市民農園 利用者募集
（農業振興課内）☎ －２０
前 時～
７９
ところ インホール八ケ原ゴ
ルフ練習場（田熊）
老人クラブ 会員募集
定員 各組５人程度（先着順）
生きがいと健康づくり、生
参加費 １人３千円（全４回
活を豊かにする楽しい活動を
のボール代含む）
一緒にしませんか。
問田熊地区活性化推進協議会
対象者 おおむね 歳以上で、 （柿内さん）☎０９０－４５
健康づくり、地域活動など
７３－４６０６

自宅に畑を持たない市民の
皆さんに、農業が体験できる
場を提供しています。
ところ 大田地内
対象 市内に住所がある個人
または団体で、農業経験が
無い人（営利目的での利用
は不可）

2020.７

︵募集︑お知らせ︶

「つやま元気大賞」
応募者募集

回納涼お滝まつり

32‑21
■ 障害福祉課☎32‑2067、
53

18

検索

第

雨
梅

梅雨

家の屋根

23

10

岡山県北企業インター
ンシップ 参加者募集

ko

全をよく確認しましょう

実施時期・企業 津山広域事
津山を明るく元気にするた
務組合ホームページ（ http め、児童・生徒の主体的な活
動や、学校が一丸となった教
://koyou.or.
育 活 動 、 ＰＴＡ や 健 全 育 成 団
jp/internshi
体などの優れた成果や他の模
）で確
p.html
範となる取り組みを募集し、
認する
表彰します。
対象者 大学、大学院、短期
活動期間 令和元年 月～令
大学、高等専門学校などの
和２年９月に取り組んだ活
学生
動
申込方法 ①氏名②年齢③電
対象 市内の小・中学生、小・
話番号④学校⑤学部⑥学年
中 学 校 、 教 職 員 、 ＰＴＡ 団
⑦希望する企業名⑨希望日
体、健全育成団体など（個
を、津山広域事務組合に電
人・団体は不問）
話またはメールで申し込む
応募方法 学校教育課（市役
問津山広域事務組合（津山圏
所４階）に備え付けの推薦
域雇用労働センター内：山
書（市ホームページから印
下）☎ －３６３３、
刷可）に必要事項を記入し、

きち

とき ７月 日㈰午前 時～
午後２時
ところ 黒木第３キャンプ場
（加 茂 町 黒 木）
内容 そうめん流し、テント
村、買い物をした先着 人
にくじ引き（小学生以下対
象）など
問津山市観光協会北支部☎
－７０１１

11

ら、避難しましょう

作州津山宮川朝市

逃げる

津山市公式Youtubeチャンネルでいろいろな動画を配信しています

you@tvt.ne.jp

イベント
津山洋学資料館夏季企画展
箕作博士の水族館

か

みつくりげん ぽ

あ

手話で話そう！ 第１回
40

左手の手の
ひらを下に
向け、斜め
にする
右手の人差
し指と中指
をそろえ、
左手の下か
ら斜め前に
出す

11

離乳食のすすめ方
これから離乳食を始める人に、離
乳食の進め方や作り方を紹介
問健康増進課☎ 32-2069
自主学習のポイント（小学生向け）
情報更新中
楽しく勉強する工夫やノート
のまとめ方のコツなどを紹介
津山市 Youtube
問学校教育課☎ 32-2114
絵本の読み聞かせ
市出身の絵本作家 といよしひこ
さんの『僕らの秘密基地』を、図
書館の司書が津山弁で読み聞かせ
※といさん承諾のもと、岡山県作
陽高等学校教諭 貞廣幸大さん
の協力により作成しました
問市立図書館☎24-2919

箕作 阮 甫 の 孫 で 、 日 本 人 初
の東京大学動物学教授となっ
た 箕 作 佳 吉 と、「 ミ ツ ク リ ザ
メ」 な ど 佳 吉 に ち な ん だ 名 前
を 持 つ 生 き 物 を 紹 介 し ま す。
とき ７月４日㈯～９月 日
㈫㈷
ところ 津山洋学資料館（西
新町）
展 示 内 容 箕 作 佳 吉 著 『普 通
教 育 動 物 学 教 科 書 』、 佳 吉
に宛てた福沢諭吉の手紙な
ど約 点
※入館料要
問津山洋学資料館☎ －３３
２４

久米の里 夏の大感謝祭

右手の指先をすぼめ、
両手の指先を
口の下からおでこに
下に向け、下
動かす
ろす
■
問グラスハウス☎27-7140
■
問ポート アート＆デザイン津山☎20-1682

体温計も持って行きましょう

とき ７月 日㈰午前７時～
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰（山北）
※出展者を募
集していま
す。詳しく
は、お問い
合わせくだ
さい
問ビジネス農林業推進室（市
役所４階）☎ －２１７８

32

60

夏の特別期間
７月18日㈯～８月31日㈪は、
午前10時～午後９時で、毎日営業！

ておきましょう

加茂の朝市

■ 危機管理室☎32‑2042

午後５時～
※団体 (20 人
1,000円
以 上 ）、 学
500円
生 ( 中学生
300円
以上)、障害
700円
者割引あり
基本料金
1,500円
800円
500円
1,000円
７～９月料金(税込)
大人(中学生以上)
小学生
幼児(４歳以上)
高齢者(65歳以上)

しん せき

とき ７月 日㈰午前８時～
９時
ところ 加茂町インフォメー
ションセンター駐車場
問津山市観光協会北支部☎
－７０１１

︵イベント︑お知らせ︶

どまることも避難行動の一つです

11 30

16
※６月２日現在の情報です。延期・中止する場合がありますので，事前にご確認ください

17 2020.７

32

東京を拠点に活
躍する写真家 喜
多村みかさんの個
展です。
広島、長崎など
戦争の象徴とされる場所を撮影した作品
は、薄れつつある戦争の記憶を思い起こ
させます。
とき ７月18日㈯～８月２日㈰午前10
時～午後６時
休館日 火曜日、７月27日㈪
ところ ポート アート＆デザイン津山
(川崎）
入館料 無料

開館時間 平日＝午前10時～午後９時（土曜日・日曜日・
祝日は午後８時まで)
休館日 火曜日
施設 屋内外遊泳プール（流水プール)、リラクゼーション
プール、フィットネスプール、幼児プール、ジャグジー、
ウォータースライダー、サウナ、足湯

✓
□ 車の中に避難するときは、周囲の安
42

32

✓
□ 避難するときは、マスク、消毒液、
32

夏だ! グラスハウス(大田)に行こう!
ス

ポ

ト

マ

✓
□ 開設している避難場所を確認してか
10

70

42

ヤ

ツ

アートアンドデザイン

ポ ー ト

✓
□ 親戚や知人宅に避難することも考え

29

10

公益財団法人岡山県市町村振興協会

22

30
57

26

12

19

23

とき ７月 日㈰午前９時
分～午後３時
と こ ろ 道 の 駅「 久 米 の 里 」
（宮 尾）
内容 ソフトクリ
ームやメダカの
販売、ヨーヨー
釣り、ガラガラ抽選会など
問道の駅「久米の里」☎ －
７２３４

けいじばん

26

✓
□ 安全な場所にいる人は、その場にと

PORT ART&DESIGN TSUYAMA 企画展
喜多村みか「TOPOS」

避難行動を起こす前に
知っておきたい５つのポイント
10

24

20

変更後の入館料 個人＝１人300円（高校生、大学生、65歳以上は200円）
団体（30人以上）＝１人240円（高校生、大学生、65歳以上は160円）
■ 津山郷土博物館☎22‑4567
※中学生以下は無料
４月１日㈬〜
津山郷土博物館の
入館料が変わります
◇７月のこんにちは市役所さんの放送はありません
◆情報ホットライン：１日６回程度（時間帯＝58分〜00分）
※放送日時など、変更になる場合があります
☎24‑4000

ジャンボピーマンと
ジャガイモの重ね焼き

市では、不妊治療や不育治療を受けた夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部
を助成しています。対象者や内容など、詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問

87

い合わせください。

健康増進課☎32‑2069

材料(４人分)】
ジャンボピーマン……1個（150g)、 ジャガイ
モ…１個（150g)、ピザ用チーズ…30g、こし
ょう…少々、サラダ油…小さじ1
作り方】 ①ジャンボピーマンは半分の長さに
切り、縦に細切りにする。②ジャガイモは皮
をむいて、せん切りにし、水にさらさない。
③ボウルに❶❷とチーズ、こしょうを入れて
混ぜる。④フライパンに油を熱し、❸を薄く
広げ、フライ返しで押さえながら両面を色よ
く焼く。食べやすい大きさに切る。

ここが
ポイント！

ジャガイモを水にさらさない
のは、バラバラになるのを防ぐ
ためです。

津山市不妊治療・不育治療支援事業

︵お知らせ︶

ジャンボピーマンは、津山で栽培している大型のピーマンで、
7月から収穫の時期を迎えます。ピーマン特有のにおいが少なく、
ほんのりとした甘みがあって食べやすいのが特徴です。
また、種が少ないので調理しやすいです。市内の農産物
直売所やスーパーの地場産野菜売り場で購入できます。

ご利用ください

けいじばん

けいじばん

おいしい津山の食材を食べよう

エネルギー68kcal、たんぱく質2.5ｇ、
1人当たり
脂質3.1ｇ、炭水化物7.7ｇ、食塩相当量
栄 養 価
0.2ｇ、カルシウム52㎎、食物繊維1.2ｇ

名称

助成金額

内容

一般不妊治療

タイミング法や人工授

自己負担額の２分の１以内で、

精など

１年度につき上限50,000円
医療機関が発行する領収書（受
診証明書）に記載されている金

特定不妊治療

不育治療

対象回数など

（1,000円未満は切り捨て）

体外受精や顕微授精

医療保険の対象となら
ない不育治療

・夫婦1組につき最大
３回まで
・夫婦1組につき最大
６回まで

額から県の助成額を引いた金額

・男性不妊治療は15

の2分の1以内で、1回の治療に

万円を上限として上

つき上限10万円

乗せ

受診証明書に記載されている金
額の範囲内で、1年度につき上

・合計150万円まで

限30万円

■
問健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069

食中毒に気を付けよう
夏は気温と湿度が上がり、食中毒が発生しやすくなります。｢食中毒予防の3原則」を実践しましょう。
特に加熱が不十分な肉料理による食中毒が多く発生しています。
次の点に気を付けましょう。

食中毒予防の3原則

肉料理を安全に食べるために

◦肉は中心まで十分に加熱する
はし

こどもの意欲を育てる声かけ

〜7月は青少年健全育成強調月間です〜
｢ダメだよ」｢どうしてできないの？」など、マ
イナスな言葉かけが多いと、子どもは「自分はダ
メなんだ」｢どうせできないんだ」と、否定的に
なり、自信を持って物事に取り組むことができな
くなります。
結果的にうまくいかない時も、できたことや努
力したことを認め「よくがんばったね」と、声を
かけましょう。子どもが困っている時は、どうし
たらよいかを一緒に考え「失敗しても大丈夫」と
子どもを励まし続けることが大切です。
頑張って出来たという成功体験の積み重ねが、
子どもの自信につながり、困難なことや苦手なこ
とにも挑戦しようという意欲につながります。

津山市青少年育成センター
さあいざ、はろーごー

市役所４階 ☎31‑8650

19 2020.７

家族のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと
ご相談ください

1回で受け取るんじゃぞ！宅配便の荷物！

◦肉を焼くときは専用の箸やトングを使い、

宅配便の再配達は、トラックの使用
回数やCO2排出量の増加を招きます。
再配達を減らすことで、環境への負荷
だけでなく、配達員の負担も大幅に減ります。
環境省では、環境に優しく賢い行動をする、
クール
チョイス
COOL CHOICEの中で「１回で受け取りません
かキャンペーン」に取り組んでいます。
一人ひとりができること
荷物を送る際は、相手の受け取りやすい日時を
確認し、相手に配達日を事前に伝える
荷物を受け取る際は、受け取り場所や受け取り
時間の設定を行う
宅配ボックスを活用し、不在時でも荷物を受け
取れるようにする

◦肉を触ったら、よく手を洗う

宅配事業者が
提供するアプ
リも使えるぞ

■ 環境生活課低炭素都市推進係☎32‑2051

食べるときは必ず別の清潔な箸を使う

１

菌をつけない

３

菌をやっつける

２

菌を増やさない

◦肉を切るときに使った包丁やまな板などもよく洗う
■
問健康増進課☎32-7009

募集しています 市営住宅などの入居希望者
応募期間は、7月１日㈬〜31日㈮です。応募方法など、詳しくはお問い合わせください。
市営住宅

募集団地

院庄、野介代、高野山西、丹後山、

応募要件

次のすべてに当てはまる人①市内

八千代、朝吉、日本原

に在住または通勤している②同居親族がいる

（60 歳以上の人や身体に障害のある人などは

単身でも可）③収入が定められた基準内であ
る④住宅に困っている⑤市税などの滞納がな
い⑥連帯保証人がいる⑦暴力団員でない

特定公共賃貸住宅など
募集団地
応募要件

宮部、中土居、大畑

次のすべてに当てはまる人①市内に

在住または通勤、もしくはＩＪＵターンなど

で新たに市内に居住する②同居親族がいる③
収入が定められた基準以上である④市税など
の滞納がない⑤連帯保証人がいる⑥暴力団員
でない

※応募者多数の場合は抽選

■
問津山市都市整備公社（市役所６階）☎32-2127
2020.７
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小児救急医療電話相談☎＃８０００
土・日・祝18：00〜翌８：00、平日19：00〜翌８：00

健
元気な子どもを育てるために
内 容
と き
乳児健診
14日㈫､ 15日㈬
１歳６カ月児健診 ７日㈫､ ８日㈬
３歳児健診
28日㈫､ 29日㈬
ところ

時

間

12:50~13:30

親子歯科教室

と き
５日㈰ 9：00～12：00

と こ ろ
津山歯科医療センター診療所(沼)

内容 歯科検診、歯科相談
対象 65歳以上の人（予約要）
申込先 津山歯科医療センター診療所☎22-4021

相
と

健康増進課☎32 ‑ 2069

高齢者歯科検診・相談

内容 歯科相談、歯科検診
対象 未就学児と保護者（予約要）
申込先 津山歯科医療センター診療所☎22-4021

名

き

談
と

こ

ろ

問い合わせ先

6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
10：00〜11：30

女性の悩みごと相談

１日㈬・８日㈬・15日㈬・18日
㈯・22日㈬・29日㈬ 10：00〜16： 津山男女共同参画センター｢さん・さん｣
00

さん・さん☎31‐2533

家庭と子どもの法律
相談(無料・予約要)

６日㈪ 13：30〜16：40

子育て推進課☎32‐2065

鶴山塾教育相談

２日㈭・16日㈭ 13：30〜16：30、６
日㈪・20日㈪ 9：00〜11：00、 ９日
教育相談センター「鶴山塾」
㈭ 15：00〜17：00、 17日㈮ 13：30
〜15：30、 30日㈭ 10：00〜12：00

鶴山塾☎22‐2523

弁護士法律相談
(無料・事前相談要)

10日㈮ 10：00〜12：00、 13：00〜
15：00、 受付＝１日㈬〜

環境生活課(市役所１階１番窓口)

環境生活課☎32‐2057

福祉総合相談

８日㈬ 13：00〜15：00

津山市総合福祉会館

津山市社会福祉協議会☎23‐5130

巡回行政相談

８日㈬ 13：00〜15：00

加茂町福祉センター

加茂支所地域振興課☎32‐7032

行政相談

15日㈬ 10：00〜15：00

加茂町公民館

加茂支所地域振興課☎32‐7032

16日㈭ 9：00〜12：00

勝北保健福祉センター

勝北支所地域振興課☎32‐7023

20日㈪ 10：00〜15：00

久米支所

久米支所地域振興課☎32‐7011

16日㈭ 10：00〜15：00

津山男女共同参画センター｢さん・さん｣

人権啓発課☎31‐0088

人権相談

7月

津山すこやか・こどもセンター

津山すこやか・こどもセンター

健康増進課☎32‐2069

行政相談委員・公証
人合同相談

17日㈮ 10：00〜15：00

津山市総合福祉会館

岡山行政監視行政相談センター
☎086-231-4323

住宅無料相談

30日㈭ 9：00〜16：00

市役所１階市民ロビー

都市計画課☎32‐2099

※14ページのお知らせにも掲載があります

▶ペンネーム

語り継がれる絵本コーナー

三びきのやぎのがらがらどん』 こんとあき』 どろ
んこハリー』など、誰でも一度は読んだことがあるので
はないでしょうか。
“定番中の定番 の長く読
み継いでいきたいたくさんの
絵本を「語り継がれる絵本
コーナー」にまとめました。
皆さん、ぜひご利用くださ
い。

7

月

市立図書館：28日㈫
加茂町・勝北・久米図書館：６日㈪、13日㈪、
20日㈪、27日㈪、28日㈫

本の場所を星のマークでお知らせ
図書館にある蔵書の検索機やインターネ
ットの「津山市立図書館蔵書検索メニュー｣
で、本を検索し、館内の地図を表示させる
と、点滅する星のマークで場所をお知らせ
します。
スマートフォンを持っている人は、館内
で利用することもできます。
館内でも、家でも、試してみてください。

●図書館情報は、
市ホームページで 図書館

津山市立
図書館蔵
書検索メ
ニュー

検索

7月

加茂・阿波児童館合同イベント
かも☆あばウキウキＤＡＹ

中央児童館 (山北）午前10時〜午後５時☎22‑2099
夏だ！カレー作りに挑戦 とき：７月18日㈯午前10時
30分〜午後１時 対象：小学生 定員：12人 参加
費：150円 持ってくるもの：米1合、お茶、エプロ
きん
ン、マスク、三角巾、手ふき、カレー皿、スプーン
申し込み：７月４日㈯〜（先着順）
南(ワイワイ)児童館 (横山）午前10時〜午後５時☎24‑4400
赤ちゃんあそぼ とき：７月８日㈬午前10時30分〜11
時30分 対象：０歳児と保護者 定員：15組 申し
込み：７月１日㈬午後１時〜（電話のみ・先着順）
午前10時〜午後５時☎42‑3168
加茂(ぐりむ)児童館 (加茂町
中原)

あそぼっと 水あそび とき：７月18日㈯午前10時30
分〜11時30分 対象：幼児と保護者 持ってくるも
の：着替え、タオルなど 申し込み：不要
阿波児童館 (阿波）㈪ ㈬ ㈭ ㈮ 午後１時〜５時☎46‑2076
わくわくタイム たなばたの飾り作り とき：７月６日
㈪・８日㈬・９日㈭・10日㈮午後３時30分〜４時30
分 申し込み：不要

※写真は令和元年のものです

阿波地域の木を使った木工遊び、ダンボ
ールのミニ迷路、しゃぼん玉、くるくる的
当てなどで自由に遊ぼう。
とき ７月27日㈪午前10時30分〜正午
ところ 阿波児童館
対象 小学３年生以下 申し込み 不要
●児童館情報は、
市ホームページで 児童館

7

月

休館日

Ｋ・Ｓ

三笑子

▶ペンネーム
しーちゃん︵４歳︶

▲ペンネーム

市立図書館（アルネ・津山４階）午前10時〜午後７時 ☎24‑2919
加茂町図書館（加茂町塔中）午前10時〜午後６時 ☎42‑7032
勝北図書館（新野東）午前10時〜午後６時 ☎36‑8622
久米図書館（中北下）午前10時〜午後６時 ☎57‑3444

長く読み継いでいきたい絵本を集めました

休館日

育児相談・健康相談

人権・行政・民生合
同相談

21

検索

と き
と こ ろ
１日㈬ 13：30～15：00 津山すこやか・こどもセンター
内容 身体測定、保育士によるふれあい遊び、
情報交換、保健師・栄養士の個別相談など
対象 第１子の７カ月児（令和元年12月生まれ）
持ってくるもの 親子(母子)健康手帳、おむつ、ミルクなど
※親子とも動きやすい服装でお越しください

津山すこやか・こどもセンター

談

津山市医師会

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念)

と き
と こ ろ
16日㈭ 13：30~､16：00~ 津山歯科医療センター診療所

相

康

休日診療

検索

中央児童館・南児童館・加茂児童館
６日㈪、13日㈪、19日㈰、
24日 金・祝 、25日㈯、27日㈪

※６月２日現在の情報です。延期・中止する場合がありますので，事前にご確認ください
2020.７

けいじばん

けいじばん

7月

救急医療案内
☎23-9910

2020.７
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津山で開催された「蘭学祭」と
年、戦後

津山の洋学史研究の先駆者水田昌二郎
昭和
間もない津山で
らん

「蘭学祭」という
大会が開かれまし

年、昌二郎は

月に無事復員

昌二郎は大学を繰り上げで卒業しました。
終戦を迎えた昭和
を果たし、研究を再開します。戦後すぐの混乱期で
蘭学史研究が盛んでない中、昌二郎は、宇田川家や
年に津山で学

箕作家の功績を世に広めたいと考えます。そこで、
各地の研究者たちに呼びかけ、昭和
術学会「日本蘭学会」を結成しました。この発足を
記念して開かれたのが「蘭学祭」でした。
年）よりも早く、津山で開催された

のちに、蘭学史研究の中核となる蘭学資料研究会
の創設（昭和

についての講演会

り、 蘭 学（ 洋 学 ）
将来を期待さ

年、昌二郎は、

蘭学祭の翌

蘭学祭は、研究史上に大きな意義を残しています。

や『解体新書』な
れながら、わ

た。３日間にわた

どの資料の展示、蘭学をテーマにした劇の上演が行
ずか

歳で病

われ、関東や九州の大学教授など、全国からたくさ
気のため亡く
なりました。
今年はちょ

歳の青年でした。

んの人が集まりました。この会を主導したのが、水
しょう じ ろ う

昌二郎は、１９２０（大正９）年、備中玉島（現
うど昌二郎の

田昌二郎という、当時わずか
在の倉敷市）に生まれました。県立岡山第二中学校
生誕１００年
の年です。

（現在の県立岡山操山高校）を経て上智大学予科に
み つくり

）年に同
彼の業績に

入学し、太平洋戦争下の１９４３（昭和
大学の本科（史学科）に進み、宇田川家や箕作家を
思いを馳せて
ですか。

は

はじめとした津山の洋学者について研究しました。
みてはいかが

）年に、

同じ年には津山商工会館（山下）で「宇箕両家の遺
跡」という講演も行っています。
しかし、戦況が厳しくなり、翌（昭和
学徒動員に招集されました。戦地へ赴く際に残して
－３３２４

蘭学祭で上演された「若き日の宇田川玄真」

令和２年７月20日㈪当日消印有効

締め切り

５月号の正解
文化（応募48人、正解48人）
当選者の発表は、記念品の発送をもってかえさせて
いただきます。

絵を描いたはがきに、①氏名とふりがな ②ペンネ
ーム (ある場合）③住所 ④年齢 (学生は学校名・
学年も）⑤右の記念品のうち１つを明記し送る

秋のイラスト・絵手紙(※希望者には作品を返却)

20

問 津山洋学資料館（西新町）☎

※お便りの内容は広報紙やホームページで紹介す
８月号
る場合があります

2020.７

22
※施設の開館状況は事前にお確かめください

23

2020.７

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

いた論文の下書きを姉が清書し、大学に提出して、

は が き 〒708‑8501 津山市役所秘書広報室行

①答え ②氏名 ③郵便番号・住所
④良かった記事・感想・ご意見 ⑤次のⒶ〜Ⓕの記
念品の中から１つを書いて、秘書広報室へ送る
Ⓐあば温泉無料入浴券（５枚）
Ⓑ百々温泉めぐみ荘無料入浴券（５枚）
Ⓒ津山郷土博物館招待券（２枚）
記念品
Ⓓ津山洋学資料館無料招待券（２枚）
Ⓔ津山まなびの鉄道館無料入館券（２枚）
Ⓕベルフォーレ津山 映画鑑賞チケット（２枚）

32‑2152

27

応募方法

ファクス

12
21
23

21
18
19

問
kouhou@city.tsuyama.lg.jp

水田昌二郎

26

津山っ子 新しい学校生活様式
｢○つの約束守るんジャー」
○に入る数字１文字は？
Ｅメール

29

津
山
の
歴
史

有料広告ページ

正解者の中から抽選
で５人に当たる！

注目！
7
月
号
2020

（令和２年）

No.788

つやま産業支援センター
統括マネージャー

〒708−8501 岡山県津山市山北520

編集・発行
津山市企画財政部秘書広報室（市役所３階）

廣瀬 吉嗣 さん

富士ゼロックス株式会社に約35年間
勤務し、令和元年12月に、津山地域の
企業を支援する「つやま産業支援セン
ター」の統括マネージャーに就任。新
型コロナウイルス感染症の影響で売り
上げが減少する事業者を支援するため、
ウェブ
津山支縁プロジェクト「津山支縁Web
サイト」を立ち上げた。飲食店の料理
の持ち帰りや宅配情報を始め、津山地
域の企業が開発した製品などの情報を
発信している。

☎ 0868−32−2029
0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.lg.jp
FAX

広報津山は、環境保護のため再
生紙と植物性インキを使用して
います。読み終えた後はリサイ
クル（雑誌）にご協力ください

広報津山
電子版

津山市公式
フェイス
ブック

統括マネージャーに応募したきっかけは？
前職では、ヘルスケア（医療情報管理）事業部を統括して
いました。長年、会社も住まいも首都圏でしたが、全国の病
院を訪れ、診療記録などの電子化や病院の経営に携わる中、
地方都市の事業者は人員の確保が難しく、事業基盤が弱いこ
ともあり、経営が厳しいことを肌で感じていました。当時は、
産学官が連携する地方創生事業も兼ねていたので、経営環境
が厳しい地方都市で、自分が手掛けた事業の成功や失敗が役
立つと考えました。ちょうどその頃、つやま産業支援センタ
ーが民間の事業経験者を募集していたので応募しました。
｢津山支縁プロジェクト」を始めたきっかけは？
元々は、多摩美術大学（東京都）との共同開発などで種類
メイド
イン
ツヤマ
が増えたオリジナルブランドMADE IN TSUYAMA製品を販
売するＥＣ（電子商取引）サイトの開設を考えていましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響から、市内の飲食店をみん
なで応援する「津山支縁Webサイト」を前倒しで作りました。
飲食店の情報だけでなく、市内の事業者が開発した製品も紹
介しています。今後も企業に出向き、経営者同士をつないで、
新製品を作り「津山支縁Webサイト」に掲載していきます。
津山の皆さんにメッセージを
事業を経営する人にとって、一日でも早く経済活動を回復
することが一番の願いです。わたしは、新型コロナウイルス
感染症の影響は転機で、変わる機会ととらえています。首都
圏に人と物が集中する構造が変化し、地方都市や地域が必ず
見直されると思います。津山にある優れた技術や製品を広め、
地域の企業を支援することで、新たな産業価値を作り出して
▲企業を訪問し、経営者からの相談に対し、 いきたいです。市民の皆さん、一緒に地域の魅力を発信して
助言する廣瀬さん
いきましょう。
※撮影用にマスクを外しています
記事に使う写真の撮影に挑戦

しました。撮影の練習は何度か

・

していたものの、記事用は初め

・

て。先輩にアドバイスをもらい

・

ながらの撮影になりました。か

・

なりの枚数を撮りましたが、良

・

いなと思えるものは以外に少な

・

く、写真の難しさを実感。いろ

・

いろな場所やイベントに出向い

・

て、腕を磨いていきます！（☀☀）

― ― ― ― ― ― ― ―

６月号に続き、手話を紹介し

ました。
「梅雨」は「梅」と「雨」

の組み合わせ。
「梅」は、頭痛が

・

する時に梅干しをこめかみに貼

・

る風習があったことが語源とい

・

われるそうです。一つひとつに

・

意味があり、それが分かると楽

・

しく覚えることができます。皆

・

さん、一緒に勉強していきまし

・

ょうね。次回をお楽しみに。（☽）

― ― ― ― ― ― ― ―

表紙を担当しました。撮影は

市内の小中学校が再開する前で

した。休校中、市では自宅で運

動 で き る 動 画 を 配 信 し て い て、

写真は、その動画を見てボール

運動する子どもたちの様子です。

撮 影 後「 も っ と 運 動 が し た い 」

と話す２人の笑顔が印象的でし

た。広報紙を通じて、明るい話

津山市公式
インスタ
グラム

題を届けていきたいです。（三）

津山市公式
ＬＩＮＥ

・

つぶ
やき

2020.７
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