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津山さくらまつり

４月から市役所の組織機構が変わります
市政功労者表彰
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４月から市役所の組織機構が変わります
人事課☎32-2043

平成 26 年度

市民の皆さんに分かりやすい市政運営を目指すとともに、地方創生を進める組織形態にするため、市役所の
組織機構を変更します。

市政功労者表彰

総合企画部

２月11日、津山市市政功労者表彰式が市役所で行われました。市では、表彰条例に基づき
表彰審査委員会に諮問のうえ、毎年、個人や団体を表彰しています。

安定した人口構造の保持と将来にわたって活力ある地域を維持していくため「地方版総合戦略・地方人口ビ
ジョン」の策定や「津山市成長戦略」などを推進する「地域創生戦略室」を設置（平成27年１月15日設置）

環境福祉部
まちづくりの視点で施策を推進するため 新エネルギー環境政策室 を「低炭素都市推進室」に名称変更
生活困窮者自立支援法（平成27年４月１日施行）に基づく自立相談支援事業を実施するため「自立相談支援
センター」を生活福祉課に設置

産業経済部
地域の経済発展と雇用創出、学術、研究、金融の各団体と連携を強化しながら、中小企業を中心に幅広いサ
ポートを行うため、産業経済部の組織の一部を再編するとともに「つやま産業支援センター」を設置

地域振興部
阿波支所 を「阿波出張所」とし、「地域振興課」を設置
久米支所内の 倭文分所 を廃止

【変更する主な組織機構】
所属部
総合企画部

環境福祉部

多年にわたり本市の公職にあって、地方自治
の進展に寄与し、その功績が顕著な方

多年にわたり本市の市政に協力し、地域住民
の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著な方

写真位置※

市議会議員 １列４番

髙山 暉浩（綾部）

町内会長

２列４番

竹内 邦彦（総社）

市議会議員 １列５番

萩原 輝實（元魚町）

町内会長

２列５番

吉田 耕造（二階町）

市議会議員 １列８番

松井 みどり（山下）

民生委員・
２列６番
児童委員

髙田 正道（宮部下）

スポーツ
推進委員

松本

愛育委員・
２列７番
栄養委員

江（高野本郷）

原

智（西今町）

中央会館
運営委員

主な変更内容

地域創生戦略室

地域創生戦略室

・平成27年１月15日に新設

新エネルギー環境政策室

低炭素都市推進室

・名称を変更

生活福祉課
社会援護係
保護係

生活福祉課
社会援護係
保護係
自立相談支援センター

・
「自立相談支援センター」を新設

産業政策課

経済政策課

経済振興課

企業立地課

企業立地課

みらい産業課
つやま産業支援センター
（企業サポート係）

産業経済部
新産業創出課

定住推進室

その他、本市の各界で顕著な功績をあげた方
写真位置

４月１日から

写真位置※

近藤 吉一郎（山方）

１列９番

現行

農林支援
（地域資源活用係）

・
「つやま産業支援センター」の新
設に伴い、課係の再編を行う
つやま産業支援センターは、
津山地域の中小企業の成長
を目指し、さまざまな課題
に企業の皆さんと取り組ん
でいきます。
平成27年度の事業では、
企業の事業転換、付加価値
化の支援、産業人材の育成、
産学官の連携支援、創業支
援事業などを計画していま
す

仕事・移住支援室

※

２列８番
※前列から何列目、左から何番目かを表す（敬称略）

地域振興部

阿波支所
市民生活課
産業建設課

阿波出張所
地域振興課

秘書広報室☎32-2026
倭文分所（久米支所）

−

・支所から出張所に変更
・２課を１課に統合して「地域振興
課」を設置
・現行の窓口業務は継続
・電話番号（32-7042）の変更無し
・倭文分所は廃止

期間：４月１日㈬〜15日㈬

津山さくらまつり
津山城（鶴山公園）
主なイベント
さくらまつりオープニングセレモニー（表門入り口）
入場者1000人に紅白餅プレゼント（先着順）
とき １日㈬10：15〜11：00
内容 津山情緒保存会による踊り、テープカット

津山の春の風物詩、津山さくらまつりが今年も始まります。
桜前線に合わせて、津山城（鶴山公園）〜衆楽園〜ウッドパーク声ヶ乢〜尾所の桜など、
市内の桜の名所を巡ってみましょう。
津山さくらまつり実行委員会（津山市観光協会内）☎22-3310

品種 ソメイヨシノほか
開園時間 7：30〜22：00
※本丸は火気使用不可
ライトアップ 18：00〜22：00
売店 約30店
入場料 高校生以上300円、中学生以下無料

募集

ンティア

ボラ
クリーン

15日㈬
１日㈬〜
月
４
とき
み拾い、
内外のご
園
公
山
内容 鶴
ル
パトロー
加も可
会
※当日参
実行委員
らまつり
津山さく
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☎22-33

美作のご当地グルメと観光展（三ノ丸）
津山ホルモンうどん、津山そずり鍋、津山バーガー、津山餃子
なども販売
とき ４日㈯・５日㈰・11日㈯・12日㈰10：00〜16：00
※鶴山館前テント村で越畑山菜おこわ、杵つき餅、地鶏のジャ
ンボ串焼きなどの実演販売も有ります
美作の観光と物産展（鶴山館・裏門）
美作地方の特産物や土産品が盛りだくさん
とき １日㈬〜15㈬9：00〜17：00
さくら見んちゃいフェスティバル（三ノ丸）
とき・出演
４日㈯ 津山鶴丸太鼓、宮坂流津山銭太鼓保存会、赤塚神楽
佐儀利保存会
５日㈰ 備州岡山城鉄砲隊、鶴山桜太鼓、宝蔵院流槍術
11日㈯ マリオのミュージックライブ、津山武道学園
12日㈰ 津山城鉄砲隊（本丸）、作陽高等学校吹奏楽部 ほか
※この他、各種団体によるイベントが目白押し！

衆楽園
品種 シダレザクラ、ソメイヨシノほか
開園時間 7：00〜20：00 ライトアップ なし
駐車場 120台（有料） ※火気使用不可
春のしらべ（迎賓館）
とき
内容

お茶席（鶴山館）
とき
料金

４日㈯・５日㈰・11日㈯・12日㈰10：00〜16：00
350円（銘菓付き）

兵庫・岡山
とき
内容

４月５日㈰・12日㈰12：00〜15：00
箏と尺八による郷土で愛される名曲の演奏

お茶席（余芳閣）
とき
料金

県際交流コーナー（三ノ丸）

４月４日㈯〜12日㈰10：00〜16：00
350円（銘菓付き）

５日㈰10：00〜16：00
兵庫県と岡山県の観光案内などのブース

奥津温泉『足湯』体験コーナー（鶴山館前）
とき

７日㈫・８日㈬10：00〜15：00

津山城（鶴山公園）のお花見には、貸テント席と貸七輪が便利です

美作三湯「華の会」お茶席（鶴山館前）

貸テント席

ちびっこ広場（本丸）
ポニーの乗馬体験やヤギ、ヒツジ、ウサギ、子ブタなどにふれ
あえる動物ふれあい広場や、エアー遊具など子ども向けの遊具
コーナーで遊ぼう
とき １日㈬・４日㈯・５日㈰・11日㈯・12日㈰10：00〜16：00
※動物ふれあい広場は、４・５日のみ

人）を貸し出します。
テント席（１基：定員20
花見会などにご利用く
職場や友人たちとのお
ださい。
〜15日㈬
貸出期間 ４月１日㈬
園）三ノ丸
ところ 津山城（鶴山公
料金 １時間2,500円
〜４月15日㈬9：00〜
受付期間 ３月16日㈪
曜日・祝日は除く）
17：00（３月中の土・日
001
予約専用電話 ☎31-7

︵網・種火・炭付︶
貸七輪セット

温泉旅館のおかみさんがお茶席と投扇興で、もてなします！
とき ７日㈫10：00〜15：00
料金 350円（銘菓付き）

使用できる七輪を貸
公園内（本丸を除く）で
し出します。
〜15日㈬
貸出期間 ４月１日㈬
証料1,000円を含む）
料金 １台3,000円（保
〜４月15日㈬9：00〜
受付期間 ３月23日㈪
曜日・祝日は除く）
17：00（３月中の土・日
肉セット」もありま
※「手ぶらでＢＢＱ!!焼
す（予約要）
☎23-5130
津山市社会福祉協議会

声ヶ乢桜まつり
中心商店街

品種 ソメイヨシノほか
とき ４月４日㈯〜19日㈰
ところ ウッドパーク声ヶ乢（市場）
ライトアップ 夕暮れ〜21：30
売店 地元グループによるお弁当や
特産品の販売（満開時の土・日曜
日のみ：天候によっては中止）
駐車場 50台（無料）
※火気使用不可

2015商店街さくら天国

城東地区

（伝統的建造物群保存地区）

とき ３月28日㈯〜４月19日㈰
内容 抽選会、各種イベントなど
にぎわい商人隊（まちなかさろん再々内）
☎23-2250

ぶらり城東むかし町
城東名物「さくらのほっぺ」
（たこ焼き）
を食べながら散策しませんか。
とき さくらまつり期間中の土・日曜日
10：00〜16：00

勝北支所産業建設課☎32-7024

商店街に森忠政公が現る！

おじいちゃん︑今年も
桜が咲くのが︑楽しみ
じゃな〜

そうじゃな〜︒
ウッドパーク声ヶ乢には︑
山桜とソメイヨシノなど約
１２００本の桜があるし︑
標高の高低差があるけん︑
長い期間楽しめるんじゃ︒
桜が咲いたら︑一緒にお花
見に行こうな

川﨑修さん(大岩)

ココ
が
おス
スメ

川﨑璃子さん、璃花さん

初代津山藩主・森忠政公の顔出しパネル
を商店街に設置。
顔をのぞかせると、あなたも殿様気分！
とき ４月１日㈬〜15日㈬

岐阜県可児市との歴史友好都市縁組20周年記念イベント

津山さくらまつり伝統芸能交歓会

尾所の桜まつり

今年は、岐阜県可児市との歴史友好都市縁組20周年を
迎えます。両市の伝統的郷土芸能を通じて、交流の輪を
広げます。
とき ４月５日㈰10：00〜16:00
ところ 津山文化センター（山下）
出演 烏峰太鼓（可児市）、津山情緒保存会（津山市）、
横仙歌舞伎保存会（奈義町）など
可児市との関係 岐阜県可児市（旧兼山町）と津山市は、
ともに森家によって開かれた城下町という歴史的つな
がりから、交流を深めています
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津山さくらまつり伝統芸能交歓会
尾所の桜保存会
会長 髙矢滿雄さん(阿波)

尾所町内会
会長 大田勝弘さん(阿波)

キャプテン 臼井信吾さん(本町３丁目)

烏峰太鼓

津山情緒保存会

今回のさくらまつりは︑観
光協会の重点イベント〝春
の陣〟として開催します︒
そして︑岐阜県可児市との
歴史友好都市縁組 周年を
記念したイベントも開催し
ますよ

４月 日には︑お花見会
を行います︒
桜ずしや手打ちそば︑お
こわの販売などもするの
で︑たくさんの人に楽し
んでもらいたいな〜

尾所の桜は︑山の１本桜で︑
全国からカメラマンが訪れ
ます︒
花だけでなく︑えんじ色の
若 葉 や 秋 の 紅 葉︑ 冬 の 樹 氷
など四季を通じて︑尾所の
桜を楽しんでほしいですね

阿波支所産業建設課☎32-7043

ココ
が
おス
スメ

記念イベント﹁津山さくら
まつり伝統芸能交歓会﹂で
は︑可児市から烏峰太鼓の
皆さんが勇壮な桴さばきを
披露してくれます︒
さらに︑津山情緒保存会が
日本舞踊の清元﹁津山の月﹂
を舞います︒これは︑森忠
政 の 家 臣・ 名 護 屋 山 三 郎 と
歌舞伎の祖・出雲阿国の恋
話を題材にしているので︑
皆さんにも楽しんでもらえ
ると思います

品種 ヤマザクラ
ところ 阿波
推定樹齢 約560年
大きさ 高さ14m、幹回り６ｍ、枝
張り四方20ｍ
売店 なし 駐車場 なし
ライトアップ 開花〜散るまで
18：00〜21：00（雨天中止）
イベント(お花見会)
４月18日㈯＝餅投げ、テント村
（桜ずし、ヒラメの塩焼き、手打
ちそば、おこわの販売）

ココ
が
おス
スメ
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津山市観光協会
会長 竹内佑宜さん(山下)

大切な愛犬を狂犬病から守りましょう

〜犬の登録と狂犬病予防注射〜
環境生活課（市役所１階１番窓口）
☎32-2055

4/2
㈭

4/4
㈯

4/5
㈰

月日

4/6
㈪

4/7
㈫

4/9
㈭

4/10
㈮

時 間
会
場
9:00 〜 9:10 小桁公会堂
9:20 〜 9:30 福南分団第２部消防機庫前（金屋）
9:40 〜 9:50 押渕上バス乗場
10:20 〜 10:30 荒神山集会所
10:40 〜 10:50 洗顔清水前広場
（種）
11:00 〜 11:10 皿公会堂
11:20 〜 11:35 高尾公会堂
11:45 〜 12:00 福田パーキング（河内田バス乗場北）
9:00 〜 9:20 佐良山農業研修施設
9:30 〜 9:50 中島西公会堂
10:10 〜 10:30 院庄公民館
10:45 〜 10:55 西部地区小体育館
（院庄）
11:10 〜 11:20 高野神社
（二宮）
11:30 〜 11:40 松原中公会堂
（二宮）
11:50 〜 12:00 西陵団地コミュニティハウス
13:20 〜 13:40 城西公民館
9:00 〜 9:10 日本原公会堂
9:20 〜 9:30 川東公会堂
9:40 〜 9:50 大吉公会堂
10:00 〜 10:10 大岩公会堂
10:20 〜 10:30 西村公会堂
（市場）
10:40 〜 11:00 市場公会堂
11:10 〜 11:20 案内公会堂
（大吉）
11:30 〜 11:40 菅井正隆氏宅前
（羽賀）
11:50 〜 12:00 久本公会堂
9:00 〜 9:15 近長公会堂
9:25 〜 9:55 広野公民館
10:05 〜 10:15 福井公会堂
10:25 〜 10:35 下野田公会堂
10:45 〜 11:00 上野田公会堂
11:10 〜 11:25 西ノ山公会堂
（上野田）
11:35 〜 11:45 西杉宮公会堂
13:00 〜 13:10 杉宮公会堂
13:20 〜 13:35 中村公会堂
13:45 〜 13:55 坂上公会堂

月日
時 間
会
場
4/10 14:10 〜 14:20 安井公会堂
㈮ 14:30 〜 14:40 安井二公会堂
9:00 〜 9:10 山形公会堂
9:20 〜 9:30 東畝公会堂
（新野山形）
9:40 〜 9:50 西上公会堂
10:00 〜 10:10 西中上公会堂
4/11
10:20 〜 10:35 西中下公会堂
㈯
11:00 〜 11:10 原公会堂
11:20 〜 11:40 勝北支所駐車場
13:00 〜 13:10 西下公会堂
13:20 〜 13:40 上村公会堂
9:00 〜 9:10 飯綱公会堂
（川崎）
9:25 〜 9:35 高杉団地公会堂
（押入）
9:50 〜 10:05 林田北町遊園地
（林田）
4/12
10:20 〜 10:35 林田山根公会堂
㈰
10:45 〜 11:00 野介代公会堂
11:15 〜 11:45 市役所東側入口
12:00 〜 12:30 美作保健所
（椿高下）
9:00 〜 9:15 奥津川公会堂
9:30 〜 9:40 三浦公会堂
9:50 〜 10:00 八代公会堂
（吉見）
10:10 〜 10:20 吉見集会所
10:30 〜 10:45 堀坂公会堂
4/14
11:00 〜 11:10 清泉公民館
㈫
11:20 〜 11:45 綾部東公会堂
13:00 〜 13:15 成名公民館
13:30 〜 13:45 高倉公民館
14:00 〜 14:10 高野山西農業研修施設
14:20 〜 14:35 高野山西３区公会堂
9:00 〜 9:10 大篠分館
9:20 〜 9:30 高田公民館
4/15 9:40 〜 9:50 高田神社前
㈬ 10:00 〜 10:20 上横野農村公園
10:30 〜 10:40 矢野集会所
（上横野）
10:50 〜 11:00 奥谷バス乗場
（上横野）

合併処理浄化槽設置補助金

月日
4/15
㈬

4/16
㈭

4/17
㈮

4/18
㈯

4/19
㈰

時 間
会
場
11:30 〜 11:40 野辺公会堂
（東一宮）
13:00 〜 13:10（旧）
津山農協田辺支店
13:20 〜 13:30 東山方ふれあい広場
13:50 〜 14:00 榎分館
（上田邑）
14:10 〜 14:40 田邑公民館
9:00 〜 9:10 下津川コミュニティハウス
9:40 〜 9:50 倉見コミュニティハウス
10:10 〜 10:20 黒木公民館
10:35 〜 10:50 宇野公民館
11:10 〜 11:30 中原会館
13:00 〜 13:10 坂元大橋
（行重）
13:20 〜 13:35 楢井鳥居前
（楢井）
13:50 〜 14:00 公郷半田橋
14:10 〜 14:20 下谷公民館
（公郷）
9:00 〜 9:30 阿波出張所東側
9:40 〜 9:50 河井公会堂前
10:00 〜 10:15 物見公会堂
10:30 〜 10:45（旧）
津山農協上加茂支店
11:00 〜 11:10 青栁公民館
11:20 〜 11:30 室尾公会堂
（青栁）
13:00 〜 13:20 加茂町公民館
13:30 〜 13:40 小渕公会堂
13:50 〜 14:00 公郷会館
9:00 〜 9:20 神代公会堂
9:30 〜 10:00 久米公民館油木分館
10:10 〜 10:40（旧）久米支所倭文出張所（里公文）
10:50 〜 11:10 大久保会館
（久米川南）
11:20 〜 11:40 久米ふれあい学習館
（宮尾）
11:50 〜 12:00 領家公会堂
9:00 〜 9:20 大井西支部西公民館
（中北上）
9:30 〜 10:00 坪井公民館
10:20 〜 10:50 久米支所車庫
11:10 〜 11:30 宮部上旧消防機庫前
11:40 〜 12:00 大井東ふれあい学習館

市有財産の売り払い

下水道課（市役所６階）☎32-2100
家庭用の小型合併処理浄化槽を設置する人に補助金を交付します。

※平成27年度の補助金は国の基準額決定後、お知ら
せします

選考 申し込み多数の場合は、公開抽選により選考
受付期間 ４月１日㈬〜30日㈭
※家屋を新築する場合も対象
※交付額が予定額に達するまで１カ月単位で期間を
延長
融資あっせん制度 汲み取り式便所や単独処理浄化
槽を合併処理浄化槽に改造する場合は、融資をあ
っせんします
※家屋を新築する場合は対象外
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください

市有財産の売り払いを行います。
所在地

種別

南方中 1513番１

土地（宅地）

地積（公簿） 最低売払価格
建物（延床）面積 （予定）
1,021.60㎡

同

所

建物（ＣＢ造 平屋建）

146.80㎡

同

所

建物（ＣＢ造 平屋建）

127.44㎡

入札日時 ４月14日㈫午前10時〜
入札方法 一般競争入札
申込期間 ３月25日㈬〜４月８日㈬
現地説明会 ３月25日㈬午前10時〜11時
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください

国道1

81号

久米
郵便局

122万円

対象物件

八千代団地

久米中学校

県道１５９号

対象地域 市内全域（公共下水道計画と農業集落排
水施設整備事業計画の認可を受けた区域を除く）
補助金額（平成26年度：参考）
補助金額
人槽
久米地域
５人槽
352,000円
332,000円
７人槽
441,000円
414,000円
10人槽
588,000円
548,000円

財政課（市役所６階）☎32-2021

川

4/1
㈬

時 間
会
場
9:00 〜 9:10 池ケ原公会堂
9:20 〜 9:30 堂尾公会堂
9:45 〜 10:05 大崎公民館
10:15 〜 10:25 光陽台集会所
（西吉田）
10:45 〜 11:00 西八出分館
11:10 〜 11:20 北八出コミュニティハウス
11:30 〜 11:40 作州城東屋敷裏
（中之町）
12:50 〜 13:00 林田上公会堂
13:10 〜 13:20 川崎公会堂
9:00 〜 9:10 布上内科医院
（河辺）
9:20 〜 9:40 河辺農業研修施設
9:50 〜 10:00 見内原公会堂
（瓜生原）
10:10 〜 10:20 瓜生原公会堂
10:30 〜 10:45 八幡神社前
（日上）
11:00 〜 11:15 福岡会館
（横山）
11:25 〜 11:40 大谷公会堂
13:00 〜 13:10 一方公会堂
13:20 〜 13:30 井口公会堂
13:40 〜 13:50 津山口下公会堂
14:00 〜 14:20 徳守会館
9:00 〜 9:20 北園会館
9:30 〜 9:50 上河原会館
10:00 〜 10:10 籾保公会堂
10:20 〜 10:35 勝部公会堂
10:45 〜 11:00 志戸部公会堂
11:20 〜 11:30 津山歯科医療センター
（沼）
11:40 〜 11:50 大田公会堂
13:00 〜 13:20 小原会館
13:30 〜 13:40 西苫田公民館
（小原）
13:50 〜 14:00 総社東公会堂
14:10 〜 14:20 総社西分館
9:00 〜 9:20 高野公民館
9:50 〜 10:20 一宮公民館
10:40 〜 11:10 美作保健所
（椿高下）
11:30 〜 12:00 市役所東側入口

新規登録3,000円、予防注射2,800円 内訳（注射代＝2,250円、注射済票交付手数料＝550円）

米

月日

料金

久

生後91日以上の犬には、生涯１回の登録と年１回の狂犬病予防注射が必要です。必ず受けてください。

とき １月23日㈮
テーマ 子育て
参加者
（ ）は保育園名
久常育生
（広野）
早瀬雅憲
（高倉ひかり）
吉見泰典
（
〃
）
和田瑞穂
（
〃
）
田渕芳宜
（ＫＯＫＫＯ）
飯綱昭憲
（高野第二）
木下富美子
（津山）
常藤靖司
（公郷）

秘書広報室☎ ︲２０２９

子育て情報などの発信を効率よく
参加者 初めて子育てをする親や市外
から転入してきた人などは︑子育てに
関する情報が不足しがちで︑どこに相
談したらよいか︑分からない人もいま
す︒
市が発行している﹁つやま子育てマ
ップ﹂は有益な情報源だと思うので︑
みんなの目に付くところへ配置するな
どＰＲをしては︑どうでしょうか︒

保育園の耐震化
参加者 保育園の耐震化について︑進
捗状況を教えてください︒

な職場の

するよう
若い人が定着
確保が必要だ

り
新たにお金をかけて作るよ
を
も、津山にあるものの活用

50年 先 の 孫
の代のために
、今
からできるこ
とをやって、
備
え
ていかなくて
はいけない

同じことをや
っていてもダ
メ。
人口減少対策
に絞って重点
的に
予算を投入す
べき

出身者へのＵ
ターンの働き
かけ
を継続的に行
なってほしい

津山の将来は人材育成にかかっ
ている。お金は人づくりに投入
してほしい
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32

26
11

16

︲２０２８

高齢者が住み慣れた地
域で住み
続けられるようなまち
に

中山間地域
の農業を維
持してい
くために、
お金だけで
なく、仕
組みづくり
を優先させ
てほしい

問い合わせ 全国共通ナビダイヤル ☎0570-20-0178
〃
（英語） ☎0570-20-0291
受付 9:30〜17:30（土・日曜日・祝日、年末年始を除く）
ホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/

■個人番号は、いつ通知されるの？
平成27年10月から、個人番号を記載した「通知カ
ード」が郵送されます。
個人番号は、一生使うものです。原則、変更はで
きません。大切に保管してください。

行財政改革推進室☎

増やすには、
若い世代の転入を
独創的な教育
教育の質の向上、
を行うことが必要

■いつから使えるの？
平成28年１月から、年金の請求手続きなど、一
部の行政手続きで運用が始まります。

ＰＲロゴマーク
マイナちゃん

平成 年 月 日に実施した﹁津山市版事業仕分け﹂の結果を受け︑市
が決定した今後の対応方針をお知らせします︒

こんなご意見、ご提案を
いただきました

■個人情報は保護されるの？
この制度は、社会保障や税金、災
害対策などの分野で、法律で定めら
れた行政手続きにしか使用しません。
また、情報はこれまでと同じ機関
が保有し、法律や条例で定められた
情報に限って照会や提供を行います。
情報をやりとりする際は、取り扱う
職員を限定したり、通信データを暗
号化したりするなどして情報を保護
します。

■マイナンバーで何ができるの？
国民一人ひとりに、12桁の個人番号（マイナン
バー）を割り当てます。
この番号を使って、複数の行政機関が持つ個人の
情報を結び付けることで、社会保障（年金・社会保
険など）や税金、災害対策などで効率的な情報管理
ができるようになります。

施設に関する情報発信を増やし︑
①民間社会福祉施設整備事業
ＰＲを行う
論点 事業の必要性︑補助内容や審
査基準の妥当性
③グリーンヒルズ津山グラスハ
仕分結果 市が実施︵要改善︶
ウス管理運営
今後の対応方針 改善見直し
社会福祉事業を取り巻く状況や市 論点 将来ビジョンの明確化︑市の
関与の必要性︑運営収支について
民ニーズ︑社会福祉法の改正など
を踏まえ︑平成 年度中に事業の 仕分結果 民間等で実施
今後の対応方針 民間等で実施
見直しを行う
平成 年度から民間主体での運営
補助内容や補助対象︑審査基準な
どを見直して︑市の負担を抑制し︑ に向けて︑貸付先の可能性調査を
実施した上で︑貸付先の公募を行
より効果的で効率的な補助をして
う
いく
貸し付けができない場合は︑運営
方法を見直し︑平成 年度から５
年間は︑市が運営を行い︑平成
年度をもって施設を廃止する

市では、津山市第５次総合計画の策定に向けて、広く市民の皆さんからご意見、ご提案をいただくため、市
内19カ所で「地区別懇談会」を開催しました。
また、教育や福祉、まちづくりなどの５分野について関係団体から意見を伺う「分野別懇談会」も行いまし
た。皆さんからいただいたご意見やご提案の一部を紹介します。

行政事務と行政サービスの効率化や公正化を進めるため、市民の皆さん一人ひとりに番号が割り当てられる
社会保障・税番号制度（マイナンバー）が、平成28年１月から始まります。

②グリーンヒルズ津山リージョ
ンセンター管理運営

政策調整室☎32-2027

社会保障・税番号制度（マイナンバー）
行財政改革推進室☎32-2028

論点 設置目的と運営のあり方︑運
営の改善について
仕分結果 市が実施︵要改善︶
今後の対応方針 改善見直し
リージョンセンターの将来構想に
ついて︑検討会を設置する
施設使用料を見直し︑収入を増や
す︒将来構想の判断により︑指定
管理者制度を導入して経費削減を
図る

総合計画策定に向けて懇談会を開催しました

ご存知ですか？
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﹁第４回 津山市版事業仕分け﹂の対応方針

市長 保育園周辺の交通安全対策は︑
警察署や県民局などと連携を取って行
なっていて︑できることから対処して
います︒皆さんも気が付いたことなど
があれば︑具体的な箇所などの提案を
お願いします︒
子育てを支援していく上で︑子育て
情報の発信は︑とても重要なことです︒
﹁つやま子育てマップ﹂と併せて︑４
月にリニューアルする市ホームページ
の子育て情報も活用してほしいです︒
保育園の耐震化について︑市内には︑
耐震診断を義務付けられている施設は
ありませんが︑老朽化など施設整備が
必要かどうか毎年調査して︑長期的な
視点から計画的に進めています︒
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市民と市長のふれあいトークを開催しました

津山市保育園父母の会連合会の皆さ
ん８人から︑より良い子育て環境を整
えるにはどうしたらよいか︑意見を伺
いました︒

周辺に遊休地
などがある場合︑
駐車場として利
用したり︑道路
標識を設置した
りするなど︑設
備の整備や運転
者や歩行者のマ
ナーを向上させ
る交通安全対策
が必要だと思い
ます︒

保育園周辺の交通安全対策
参加者 市内の保育園の中には︑駐車
場の不足や周辺道路の交通事情の悪化
などから︑交通事故が懸念される施設
もあります︒

第15回
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土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産の評価替え
課税課（市役所２階４番窓口）☎32-2016

土地・家屋の価格等縦覧帳簿が縦覧できます
とき ４月１日㈬〜30日㈭執務時間内
ところ 課税課または各支所・出張所担当課
内容 平成27年度の固定資産税にかかる価格など
を記載した「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格
等縦覧帳簿」の縦覧
縦覧できる人 納税者本人、納税管理人、法定相続
人またはそれぞれの代理人
持ってくるもの 納税者本人が来庁する場合は、納
税通知書・運転免許証など来庁者の本人確認がで
きるもの（代理人の場合は委任状）
※課税課では全市域、各支所・出張所担当課では各
支所・出張所区域内の地域のみ縦覧が可能

平成27年度は固定資産の評価替えの年です
固定資産税の土地と家屋の価格は、地価や物価の
変動を考慮し、３年ごとに見直すことになっていま
す。
土地の評価替え 宅地の価格は、平成26年１月１
日時点の地価公示価格などの７割を目途に見直し
を行い、平成26年７月１日までの下落を反映し
て価格を決定します
家屋の評価替え ３年間の建築物価の変動をもとに、
再建築費を算出し直し、建築後の経過年数による
減価補正を乗じて得た価格と、前年度の評価額と
を比較して低い方を新しい評価額とします

地域材を使って、新築・リフォームをしよう
森林課
（市役所４階）☎32-2078
市では、地域林業の振興と地域経済の活性化を進めるため、地域材を利用して住宅を新築またはリフォーム
する人に補助金を交付しています。
地域材利用新築住宅補助金

地域材利用住宅リフォーム補助金

要件 次のすべての条件に当てはまること
①構造部材に地域産乾燥材＊１を８㎥以上使用し
ている②延床面積が80㎡以上の住宅③市内の建
築業者が受注し、建築している④地域産乾燥材に
かかる乾燥、製材、納材業者が岡山県の登録業者
である⑤棟上げ予定日が申込日から90日以内で
ある
補助金額 １戸当たり上限40万円
＊１ 岡山県の「木材業者等登録」を受けている製
材業者が製材した国産材製材品のうち、含水率
25％以下のもの

要件 次のすべての条件に当てはまること
①市内に立地する住宅である②地域材＊２の材料
費が10万円以上である③自身で施工、または市
内の業者によって施工される④市税などの滞納が
ない⑤過去に本補助を受けていない住宅である⑥
申請年度内に該当工事の完了届が提出できる
補助金額

地域材利用新築住宅補助金・地域材利用住宅リフ
ォーム補助金の申請方法
森林課または各支所・出張所担当課に備え付け
の申請書（市ホームページから印刷可）に必要
事項を記入し、必要書類を添えて工事着手前に
申し込む
受け付け ４月１日㈬〜（先着順）

地域材材料費
区分

（提供会員）子育て中のわたしでも、社会のお手伝いができるので、と
てもうれしいです。わたしの子どもたちも、お世話をしているお子
さんが来るのを楽しみにしています。

人と人をつなぎ︑子どもに笑顔を

会員の声

（依頼会員）家庭的な雰囲気で過ごさせてもらえるので、ありがたいで
す。夫婦共働きで実家が遠く離れているので、近くに子育ての手助
けをしてくれる人がいてくれて、感謝しています。

津山ファミリー・サポート・センター

行ってきま〜す

行ってらっしゃい

8 : 00 提供会員Ａさんと一緒
に家を出発します
8 : 10 児童クラブに到着しま
した

津山ファミリー・サポート・センター︵アルネ・津山５階︑
津山男女共同参画センター﹁さん・さん﹂内︶☎ ︲８７５３

7 : 20 〜 8 : 00
提供会員Ａさんの家で絵本を
読んだりして過ごします

津山ファミリー・サポート・センター︵通称 ファミ・サポ︶は︑市内に住む子育て中の
家庭︵依頼会員︶を︑地域の会員︵提供会員︶が寄り添い支えていこうという有償のボランティ

よろしく
お願いします

いらっしゃい

7 : 20 凪紗ちゃんがお父
さんと提供会員Ａさん
のお宅に来ました。
お父さんは、仕事に出
掛けます

おはよう
ございます

依頼会員の松尾合理更さん（東一宮）は、
冬休みの間、凪紗さん（小学 2 年生）を提供
会員Ａさんに預けて、児童クラブの始まり
の時間までに送ってもらっています。

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・サポにお問い
合わせください︒

サポート例：児童クラブへの送迎

補助金額

10万円以上20万円未満

５万円

20万円以上30万円未満

10万円

30万円以上

15万円

＊２ 岡山県の「木材業者等登録」を受けている市
内の製材業者が製材した国産材製材品（皮むきな
どの加工丸太を含む）
住宅建築に関する新規の補助金を設置予定です
「三世代補助金」や「ＪＡＳ材促進補助金」の
設置を予定しています。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

３Ｒ（リデュース・リユース・リサ
イクル）への意見を募集します

平成27年４月から、軽自動車税が
引き上げられます

〒708-0863津山市小桁401-15津山市環境事業所☎32-8255
23-7055 gomizero@city.tsuyama.okayama.jp

税制課☎32-2012

市では、３Ｒ活動と３Ｒキャラクター「エコくのいち
３Ｒ」へのご意見を募集します。
先着100人にマイバックをプレゼントします。
必要事項 ①住所②氏名③年齢④電話番号（日中に連絡
が取れる番号）⑤ご意見（家庭で実践している３Ｒ活
動、「エコくのいち３Ｒ」への
メッセージなど）⑥プレゼント
の受取方法（環境事業所・本庁・
支所での受け取り、郵送のいず
れかを明記）
意見の送付方法 必要事項を記入
し、郵送、ファクスまたはＥメ
ールで送る
募集期間 ３月20日㈮〜４月20日㈪
マイバック

※個人情報は、発送のみに使用し、転用はしません

平成27年度軽自動車税税額表
平 成27年 ３ 月 平 成27年 ４ 月
31日 ま で に 新 １日以降に新規
車種区分
規登録した車両 登録した車両
（現行税率）
（新税率）
三輪
3,100円
3,900円
自家用
7,200円
10,800円
四輪
乗用 営業用
5,500円
6,900円
4,000円
5,000円
四輪 自家用
貨物 営業用
3,000円
3,800円
名義変更や廃車などの手続きは３月31日㈫ま
でに行いましょう。
手続き先 軽自動車検査協会岡山事務所（岡山市
北区久米177-3☎050-3816-3084）
※広報つやま11月号でお伝えした「原動機付自転
車等に係る税率の改正」については、平成28年
度分以降から適用される予定になりました

中国地域カーボンオフセット賞
「最優秀賞」受賞
環境に優しい低炭素都市
を目指して、平成26年12月
から、津山ロールやつやま
夢みのりの商品の一部をカ
ーボンオフセット商品とし
て販売する取り組みが、中
国地域カーボンオフセット
賞「最優秀賞」を受賞しま
した。
２月19日に行われた、受賞式
に参加した多胡幸郎さん（楢）は
「津山産の商品を使った低炭素
都市への取り組みが評価され、
光栄です。これからも地域活性
カーボンオフセット
化を目指して、継続していきた 商品についている
ロゴマーク
いです」と話してくれました。
皆さんもカーボンオフセットの取り組みに参加
して地球温暖化対策について、考えましょう。

「ねずみくんのチョッキ」作者・なかえよしを
さんによる絵本のおはなし会
グリーンヒルズ津山リージョンセンター（大田）
１月31日、絵本『ねず
みくんのチョッキ』の作
者・なかえよしをさんに
よる読み聞かせ会が行わ
れました。スクリーンに
次々と映し出される動物
の絵に、子どもたちは喜
んでいる様子でした。娘と一緒に参加した藤野幸子
さん
（東一宮）は「読み聞かせの良さが伝わってきま
した。娘と一緒に絵本を読む時間を大切にしたいで
す」と語ってくれました。

陶芸入門講座
勝北陶芸の里工房
勝北陶芸の里工房（杉宮）

をいろいろな形で表現
「生きる」津山市文化協会文化展
「生きる」
１月24日〜26日にアル
ネ・津山
（新魚町）
で開催
された津山市文化協会文
化展。
「生きる」をテーマ
に、会員の作品展示やワ
ークショップなどが行わ
れました。
会場では文芸・
美術・華道などの作品に見入る人の姿も多く見られ
ました。篠笛づくりの体験教室に参加した遠山輝築
さん（弥生小６年生）は「竹に穴を開けるのが、なか
なかうまくいかなくて難しかった。できた笛を吹い
て音を出すのにもコツがいると分かって楽しかった」
と話してくれました。

友好の懸け橋

平成26年度 土庄町・津山市スポーツ少年団交流会
２月７日・８日、津山市スポーツ少年団と歴
史友好都市である香川県土庄町のスポーツ少年
団の指導者や団員が、スキーやレクリエーショ
ンを通じてお互いの友好を深める交流会が行わ
れました。
初めはお互いに緊張もありましたが、恩原高
原スキー場
（鏡野町）
でのスキー教室や鶴山公園
でのポイントラリーなどのレクリエーションや
名刺交換を行ううちに、笑顔も増えてきて次第
に打ち解けているようでした。

図書館を満喫

第14回図書館まつり
１月24日・25日に行わ
れた図書館まつり。絵本
の読み聞かせ、図書館玄
関前のディスプレイづく
りや健康セミナー、ビブ
リオバトル、高専ロボコ
ンのロボットの体験など、
さまざまな行事が行われました。ディスプレイづく
りに参加した二宗心音さん
（真庭市）は「形にあわせ
て布を切って貼るのが難しかった。作ったものを飾
るのが楽しみ」と話してくれました。完成後、図書
館入口に掲示されたディスプレイを嬉しそうに眺め
ていました。

地場産野菜を使った給食大好き
高野小学校 給食試食会

全国学校給食週間中の
１月28日、高野小学校で
学校給食への理解と関心
２月13日、陶芸初心者
を深めるため、市長や野
を対象にした講座が始ま
菜生産者などを招いた給
りました。初日の電動ろ
食試食会が行われました。
くろコースでは、ろくろ
児童たちは、友好交流都
の中心に土を据える芯出
しという工程に取り組み、 市である諫早市の郷土料理で地場産食材を使ったぬ
っぺ汁などを元気いっぱいに食べていました。試食
細やかな手の動きや力の
会に参加した野菜生産者の光井辰雄さん
（高野本郷）
入れ方などを学びました。参加者は「形を整えてい
は「子どもたちが食べるので、大事な仕事をしてい
く工程は、なんだか、子どもを育てているような感
覚になりますね。頑張って良い作品を作りたいです」 るという意識を持ち、食の安全・安心に気をつけて
野菜を生産しています」と話してくれました。
と笑顔で話してくれました。

あばの魅力を再発見
あば村宣言記念フォーラム
２月14日、阿波公民館
（阿波）にて、持続可能な
地域づくりを目指し、あば村宣言記念フォーラムが
行われました。フォーラムでは、合併後のあば村運
営協議会や市の取り組みについての報告や記念講演
などが行われ、地元住民らが、自分たちの手で新し
い村の形をつくるという決意「あば村宣言」を宣言
しました。
午後からは、阿波で採れた農作物を使った料理の
試食会が行われ、参加した住民らは、話に花を咲か
せながら、地域の魅力を再発見していました。

地域の文化財を守ろう
津山市消防団重要文化財防火訓練
１月26日の文化財防火デーに合せ、１月25日、阿
波八幡神社
（阿波）で、重要文化財防火訓練が開催さ
れました。
訓練は、市指定重要文化財である阿波八幡神社本
殿と社叢の付近で、焚き木が原因で林野火災となり、
神社の境内まで延焼拡大することを想定して行われ
ました。
消防団員は真剣な面持ちで日頃の訓練の成果を発
揮し、迅速に中継送水をするなど、放水訓練を行い
ました。

女性の力強さを記録し続けたい
この作品を通じて︑ 〜 代とい
う若さで夫を亡くし︑悲しみを胸に
秘めながら子どもや夫の家のために︑
懸命に生きてきた女性たちがいると
いうことを︑見る人に伝えたいと思
っています︒
30

今後はどのような写真を撮りたいで
すか？
津山には︑昔からあるれんが造り
の建物や︑美しいたたずまいを残す
建物が多くあります︒これらの建物
が時代とともに姿を消しつつあるの
で︑後世に伝えられるよう︑記録を
残せたら良いなと思っています︒
また︑これからも﹁女性﹂をテー
マとした写真を撮り続けていきたい
と思っています︒時代を見つめ︑社
会を見つめて︑女性のさまざまな生
き方を写真の中で表現し︑伝えてい
きたいです︒

20

５月から奈義町現代美術館をはじめ︑
東京や大阪で写真展を開催する柴田
さん︒新しい作品の発表が待ち遠し
いですね︒

宮古島の郷土料理を学校
給食で体験

写真の魅力は何ですか？
写真は︑その瞬間を留めて記録し
ておける魅力があります︒
また︑人物写真の場合︑表情の中
にその人の人生や生き方が表れてく
ることや︑写し手であるわたしにし
か見せない表情が写真に表れてくる
ことに魅力を感じています︒
﹁女性﹂を作品のテーマにしている
のはなぜですか？
わたしは︑出産や育児を経験し︑
女性の力強さを感じてきました︒写
真を通して︑さまざまな女性の生き
る姿や力強さを記録していきたいと
思い︑テーマとしています︒
また︑戦争を経験した人が少なく
なりつつある今︑わたしはその人た
ちの記録を残さなければと感じてい
ました︒
そこで︑平成 年から︑県内に住
む 歳〜１０２歳︑ 人の戦争で夫
を亡くした女性たちを取材し続け
﹃届かぬ文︵ふみ︶戦没者の妻たち﹄
という作品としてまとめることがで
きました︒
中には︑結婚してたった９日で出
兵していった夫の死が信じられず︑
年間︑帰りを待ち続けた女性もい
ます︒彼女は︑平成３年︑新聞に掲
載されたシベリア抑留者の死亡者名
簿に夫の名前を見つけ︑初めて夫の
死を受け入れたと語ってくれました︒
54

戦後 年の節目にあたる今年︑戦争
で夫を亡くした女性をテーマとした
写真展を開催する柴田れいこさんに
お話を伺いました︒

日で

津山の味覚を宮古島でPR
物産展 in 宮古島
記念式典で堅い握手
を交わす両市長

﹁写真﹂を始めたきっかけは？
わたしは﹁学生時代に何かやり残
したことがあるのではないか？﹂と
いう気持ちをずっと持ちながら︑家
事や子育てをしてきました︒そして︑
子育てが落ち着いた頃︑その思いが
溢れてきて︑行動せずにはいられな
くなりました︒元々好きだった写真
を通して自分の世界を広げたい︑そ
して自分の生き方を探していきたい
と思い︑ 歳の時に大阪芸術大学写
真学科に入学しました︒

３月

宮古島のキャラクター
「みーや」が津山へ

宮古島出身の砂川涼子さん出演
第９回津山国際総合音楽祭
ごんごまつりで宮古島市長や
職員が、両市の交流や宮古島
をPRし盛り上がりました

周年

宮古島市イメージ
キャラクター
「みーや」

52

姉妹都市縁組

50

24

今年度はいろ
いろな事業で、
交流が深まっ
たね

89

40

70

15

写真家

秘書広報室☎32-2026

宮古島

交通 信
流

アトリエで写真展の
準備を進める柴田さん
50周年記念式典では
市内小学生による
「未来宣言」が行われ
ました

（最終回）

宮古島市長 下地敏彦
今から50年前、宮古島の
平良第一小学校の砂川恵保
校長先生の津山市訪問をき
っかけとして結ばれた津山
市と宮古島市は、今日まで
変わらぬ情熱を持ち、さま
ざまな機会を捉え、交流を
続けてまいりました。この間、沖縄の祖国復帰
に関する決議を全国に先駆けて実施して頂き、
感謝の念でいっぱいでした。そして平成27年３
月15日で50周年という記念すべき日を迎えます。
この間、両市民の相互理解は確実に進み、そ
れぞれの市制の発展に貢献しておりますことは
誠にうれしい限りで、心から感謝申し上げます。
海と山を越え1,400キロ離れた両市は、遠く
ても常に心が通い合い、ともに支え合う存在で
あります。今後も、より一層絆が深まることを
期待しております。
津山市長 宮地昭範
宮古島市との姉妹都市縁
組50周年を迎えますことを
大変うれしく思っておりま
す。
わたしたちは、戦後、日
本が新しい社会を作り出そ
うとしていた時代の中で、
沖縄の本土復帰を願って結ばれました。それは、
数ある本土のまちの中で、宮古島の校長先生が
津山市を訪れたことがきっかけとなった、まさ
に一期一会の出会いでした。
半世紀の交流で、宮古島を訪れた津山の人の
記憶には、透き通る海と、どこまでも続く大空
が鮮明に残っていることと思います。人と人と
の交流なくして、まちの交流は語れません。今
後も両市の絆がより一層深まりますことを期待
しております。

半世紀の交流の歴史を振り返り
は
今後の交流に思いを馳せた１年
でした

津山
vol.12

３月15日で、宮古島市との姉妹都市縁組50周年を迎えます。今年度は、記念式典や物産展、
スタンプラリー

など、多数の記念事業を行い、これまで以上に交流が深まった１年になりました。50年後も「きっとつながっ
ている」そんな、交流を今後も続けていきましょう。

お知らせ
企業ガイド み ま さ か
２０１６発行
県北地域への就職を希望す
る学生をサポートするため︑
企業の概要や待遇︑採用実績
などを掲載した冊子を発行し︑
希望者に配布しています︒
掲載企業数 県北地域の優良
企業１２５社
対象 平成 年３月に大学・
短大・専門学校・高等専門
学校・高等学校を卒業予定
の人

世界自閉症啓発デー﹁備
中櫓ブルーライトアップ﹂
自閉症など発達障害につい
て理解を広めるため︑ブルー
ライトアップを行います︒
とき ４月２日㈭午後６時〜
ところ 津山城︵鶴山公園︶
健康増進課☎ ︲２１７４

※請求方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山広域事務組合︵山下︶
☎ ︲３６３３

環境事業所・資源化
センター休業
次の日程で休業します︒当
日はごみなどの持ち込みはで
きません︒ご了承ください︒
とき ３月 日㈷
ところ 環境事業所︵小桁︶・
資源化センター︵横山︶
環境事業所☎ ︲８２５５

戸籍届出書による職
業・産業調査
人口の動きと社会経済の関
連を調査し︑社会保障施策な
どの基礎資料とするため︑職
業・産業調査を行います︒ご
協力をお願いします︒
調査期間 ４月１日㈬〜平成

集

支所市民生活課
※届け出がないと保険料が二
重で掛かる場合があります
保険年金課☎ ︲２０７１

募
北部高等技術専門校訓練生

年３月 日㈭
調査方法 戸籍の届出書を提
出する際︑職業︵死亡届の
場合は産業も︶を記入する
市民課☎ ︲２０５２

グラスハウス基本料
金の変更
︵中学生︶
グラスハウスでは︑中学生

の基本料金を変更します︒
開始日 ４月１日㈬
料金 変更前＝６
１０円︑変更後
＝１２３０円
︵学
生証提示の場合
＝１０３０円︶
グラスハウス︵大田︶☎ ︲
７１４０

日曜納税窓口
３月29日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

受講料 無料︵教材費要︶
申込方法 ハローワーク津山
に相談し︑直接申し込む
締め切り ４月９日㈭まで
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５

自衛隊幹部候補生

︶から申し
jp/juken.html
込む
受付期間 ４月１日㈬〜 日
㈪
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
広島国税局︵広島県︶☎０８
２︲２２１︲９２１１

津山市消防団員
消防団は︑消防署と連携し
て火事や地震︑台風などの災
害から︑市民の生命や財産を
守るために活動しています︒
消防団に入って︑地域を守
る活動に参加しませんか︒
入団資格 市内に在住または
勤務する 歳以上の人

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

介護保険料（普通徴収）10 期

待遇 消防団員は特別職の非
常勤公務員です︒年額報酬
や退職報償金︵５年以上勤
務の場合︶
︑公務災害補償な
どが受けられます
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
津山市消防団事務局︵危機
管理室内︶☎ ︲１１９０

18

国民健康保険 脱 退 の 届 け 出

募集種目 自衛隊幹部候補生
︵一般︵海・空飛行幹部要員
含む︶・歯科・薬剤師︶
試験日 ５月 日㈯︵飛行幹
部要員は５月 日㈰︶
締め切り ５月１日㈮必着
※応募資格など︑詳しくはお
問い合わせください
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所︵山下︶☎ ︲５６
３７
国税専門官
︵大学卒業程度︶

受験資格 次のいずれかに当
てはまること①昭和 年 ４
月２日〜平成６年４月１日
生まれの人②平成６年４月
２日以降生まれで︑大学を
卒業した人および平成 年
３月までに大学を卒業する
見込みの人︑または人事院
がこれと同等の資格がある
と認める人
試験日 ６月７日㈰

申込方法 ホームページ︵ htt
p://www.jinji-shiken.go.

22

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

9期

60

27

9期
国民健康保険料
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

22

保険年金課（市役所１階７番窓口）☎32-2072、
津山年金事務所（田町）☎31-2363

（納期限：3 月 31 日㈫）
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17
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税
納
の

229人
144人
転出
死亡
196人
76人
転入
出生

月

3
31

32

平成27年度の国民年金保険料は次の
とおりです。経済的理由により保険料を
納めることが困難な場合、保険料の支払
いが免除される制度もあります。
保険料 月額＝15,590円、１年分前払い
（現金納付）＝183,760円（3,320円割
引）
、６カ月分前払い
（ 現 金 納 付 ）＝
92,780円
（760円割引）
、４分の１免除
＝11,690円、２分の１免除＝7,800円、
４分の３免除＝3,900円
支払方法 ４月上旬に日本年金機構から
届く納付書で支払う（口座振替・クレ
ジットカード払い可＝申込要）
※前払い制度を利用する人は、早めに手
続きをしてください
※詳しくは、お問い合わせください
28

■パソコンワーク初級科
訓練場所 久世エスパスホー
ル︵真庭市︶
訓練期間 ５月１日㈮〜７月
日㈭
■介護サービス科
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター
︵勝部︶
訓練期間 ５月１日㈮〜７月
日㈮
・・・・・・・・・・・・・
対象 求職中の人
定員 各 人
株式会社ホープ（田中さん）☎092-716-1404、
産業政策課☎32-2081、財政課☎32-2021

28

人口 104,622 人（前月比△101）
男 49,946 人（同△49）
女 54,676 人（同△52）
世帯 44,651 世帯（同△19）

▲軽貨物車の広告掲載イメージ

26

22

32

平成27年度国民年金保険料のお知らせ

月中のひとの動き
（ 2 月 1 日現在）

1
21

20

広告

32

24

30

31

28

市の公用車に掲載する広告を募集
します。
広告形態 広告を描いた特殊フィル
ムを車体に貼り付ける
公用車の種類 軽貨物車、軽乗用車
広告位置・サイズ 後部座席ドア
（左右）・縦50㎝×横60㎝以下
※料金や申込方法など、詳しくは株
式会社ホープまでお問い合わせく
ださい

国民健康保険に加入してい
る人が︑就職や扶養認定で︑
社会保険など︑新しくほかの
健康保険に加入した時は︑国
民健康保険脱退の届け出が必
要です︒
届け出に必要なもの 国民健
康保険の保険証︑新しくで
きた保険証︑世帯主の印鑑
届け出先 保険年金課︵市役
所１階９番窓口︶または各

津山市公用車の有料広告の募集

◇４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：毎時57分〜00分

※放送日時は変更になる場合があります

平成 年度津 山 市 奨 学 金 ・
磯野計記念奨 学 金 奨 学 生

護者などの学資負担者が津
山市に住所を有する②学業・
人物ともに優秀で経済的理
由により修学が困難と認め
られる③本人の属する世帯
に市税等の滞納がない
※津山市奨学金には︑成績基
準︵平均３・５程度以上︶と
所得基準︵４人家族で年間
所得７３７万円程度︶あり
償還方法 卒業６カ月後から︑
貸与月額の半額を毎月返還
︵返還猶予あり︶
※津山市奨学金には︑定住促
進策として︑一部返還免除
︵１／３︶制度あり
申込方法 生涯学習課に備え
付けの申請書に記入し︑直
接申し込む
締め切り ４月 日㈬
生涯学習課︵市役所東庁舎
３階︶☎ ︲２００９

〒708-0052津山市田町122番地
城西浪漫館☎・ 22-8688

年度津山市少年少

問い合わせください
津山市弓道連盟︵安藤さん︶
☎０９０︲３１７６︲９９
２４

平成
女発明クラブメンバー
とき 第２・４土曜日午後２
〜４時
ところ 東小学校︵山北︶
活動内容 光や電気などのエ
ネルギーを使った工作など
対象 平成 年度で小学４年
〜中学３年生になる人

平成

年度小中学校常勤・非

常勤講師︑スクールヘルパー

任用期間 ４月〜平成 年３
月 日
応募要件 小・中学校講師＝
大学を卒業し︑該当する教
員免許状を有すること︑ス
クールヘルパー＝教員免許
状の有無は問わない など
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
学校教育課︵市役所東庁舎
２階︶☎ ︲２１１５

地域チャレンジ公募提
案型協働事業 提案団体
地域が抱える課題を解決す
るため︑市民活動団体などが
提案する事業を募集します︒
募集事業数 ６事業程度
補助金額 １件 万円以内
選考方法 書類審査と公開プ
レゼンテーション
応募期間 ４月１日㈬〜 日
㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
■平成 年度事業報告会
とき ４月 日㈮午後６時
分〜
ところ 津山市コミュニティ
センター・あいあい︵井口︶
協働推進室☎ ︲２０３２

定員
人程度
︵応募者多数
の場合は抽選︶
年会費 ５千円
締め切り ３月
日㈮
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
生涯学習課☎ ︲２１２０

親子陶芸教室 参加者

多様な主体の協働による地
域支援事業 取り組み団体

町内会などのコミュニティ
組織が︑ＮＰＯ法人や企業な
どと協働で地域の課題解決に
取り組む事業を募集します︒
補助内容 対象経費＝賃金︑
報償費︑需用費などのうち︑
県が必要と認めるもの︑補
助 率 ＝ ／ 以内︑補 助 上
限額＝２００万円以内
締め切り ３月 日㈫
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
県庁県民生活交通課︵岡山
市︶☎０８６︲２２６︲７
２８７

平成 年度﹁ももた
ろう未来塾﹂塾生

10

27

とき ３月 日㈯①午前 時
〜②午後１時 分〜
ところ 勝 北 陶 芸 の 里 工 房

地域づくりに取り組む若手
の人材を育成する塾です︒
対象者 県内在住で︑地域づ
くりに幅広く挑戦する意欲
があり︑平成 年４月１日
現在で 〜 歳︵大学生の
場合 歳以上︶の人
人程度
定員
締め切り ３月 日㈫
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
県庁県民生活交通課☎０８
６︲２２６︲７２８７

︵杉宮︶
対象 中学生以下の子どもと
保護者
参加費 子ども＝９２０円︑
保護者＝１５３０円
申込方法 ①氏名②年齢③住
所④電話番号をファクスま
たはＥメールで伝え︑申し
込む
締め切り ３月 日㈮
勝北支所市民生活課☎ ︲
︲６９０１
７０２２

sh-shimin@city.tsuya
ma.okayama.jp

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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経済的な理由により修学が
困難な学生・生徒を支援する
ため︑奨学金を無利子で貸与
します︒
■津山市奨学金
対象・月額 高校生︵高等専
門 学 校 １ 〜 ３ 年 生 ︶＝ １ 万
４千円︑大学生︵高等専門
学校４〜５年生︶＝３万円
募集人数 高校生＝３人︑大
学生＝７人
■磯野計記念奨学金
対象・月額 大学・短期大学・
その他国公立の学校に進学
した人＝３万円
募集人数 １人
・・・・・・・・・・・・・
応募資格 次のすべてに当て
はまること①本人または保

津山市民弓 道 教 室 生
とき Ⅰ期＝４〜７月︑Ⅱ期
＝ ９〜 月︑いずれも毎週
火・土曜日午後６時 分〜
８時 分
ところ 津山市弓道場︵山北︶
対象 平成 年度で小学５年
生以上の人
定員 約 人
費用 入会費３千円︑年会費
など
※弓矢は教室で貸与します
※申込方法など︑詳しくはお

30

27

25

28

17

10

15

■モーニングスポーツサービス
種目・とき バドミントン＝
３月13日〜毎週金曜日、卓
球＝３月17日〜毎週火曜日、
Ａコース＝午前９時30分〜
11時、Ｂコース＝11時〜午
後12時30分
ところ 津山総合体育館
対象 市内在住の人
参加費 各コース１回200円

36

20

32

32

30

32

■第１期ふれあいグラウンド
ゴルフ教室
とき ４月15日〜７月１日の
水曜日
（全10回）
午前９時30
分〜11時30分
ところ 中央公園グラウンド
（山北）ほか
※雨天時は津山総合体育館
対象 市内在住の人
定員 50人程度
参加費 ３千円
締め切り ３月27日㈮

15 18

32

24

28

27

■第１期ふれあいニュースポ
ーツ教室
とき ４月15日〜７月１日の
水曜日
（全10回）
午前９時30
分〜11時30分
ところ 津山総合体育館（山
北）ほか
対象 市内在住の人
定員 50人程度
参加費 ３千円
締め切り ３月27日㈮

32
スポーツ課（津山総合体育館内）☎24-0202

30

26

25

■第１期チャレンジクラブ
とき ５月16日〜７月11日の
土曜日（全８回）午前10時
〜11時30分
ところ 津山総合体育館ほか
内容 コーディネーショント
レーニング、体操、軽スポ
ーツなど
対象 市内在住の親子（①保
育所（園）・幼稚園の年長児
②小学１年生）
定員 各30組
参加費 １組３千円
申込期間 ４月７日㈫〜21日
ふれあいニュースポーツ教室
㈫
（ソフトミニバレー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※申し込み多数の場合は抽選
※申込方法など、詳しくはお問い合わせください

27

■第１期硬式テニス教室
とき ４月９日〜７月２日の
木曜日（全10回）午前10時
〜正午
ところ 津山スポーツセンタ
ーテニスコート（勝部）
内容 基礎からゲームまで
対象 市内在住の人
定員 30人（初心者優先）
参加費 ４千円
締め切り ３月27日㈮

27
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30
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とき ３月29日㈰午前11時〜午後
２時30分
ところ 城西浪漫館
（田町）
内容 ビュッフェ形式の立食パー
ティー
対象 20〜49歳の独身で、男性
＝市内および周辺地域に在住ま
たは通勤している人、女性＝県
内在住の人
参加費 男性＝3,500円、
女性＝2,500円
申込方法 城西浪漫館に備え付け
の申し込み用紙に記入し、郵送、
ファクス、または直接提出
締め切り ３月22日㈰
27

婚活 Party in 城西浪漫館
春のスポーツ教室参加者募集

講座・講演会
親子でまなぶ 災害のと
きの助け合い研修会

スまたはＥメールで伝え︑
申し込む
締め切り ３月 日㈮
岡山県赤十字血液センター
津山供給出張所☎ ︲ ８９
︲８９１１
００
tuya
makyokyu@okayama.bc.
jrc.or.jp

日欧文化の交流と融合 ―
﹂
講師 平岡隆二さん︵熊本県
立大学准教授︶
参加費 無料
津山洋学資料館☎ ︲３３
２４

イベント
津山洋学資料館春季企画展
津山藩医 久原家の幕末・明治

代々津山藩医を勤めた久原
家の幕末・明治期の様子を紹
介します︒
とき ３月 日㈷〜６月 日
㈰
ところ 津山洋学資料館
津山洋学資料館☎ ︲３３

江戸一目図屏風の実物公開

約２００年前の江戸の町並
みを描いた江戸一目図屏風︒
その実物を︑作者鍬形蕙斎の
他の作品とともに公開します︒
とき ４月４日
㈯〜５月６日
㉁午前９時〜
午後５時︵入
館は午後４時
分まで︶
ところ 津山郷
土博物館︵山下︶
※入館料が必要です

２４

スペイン舞踊 情熱の
フラメンコ 〜未来へ
国末しをんとスペイン舞踊
団が︑歌に合わせて踊ります︒
とき ３月 日㈯正午〜
ところ 津山鶴山ホテル︵東
新町︶
定員 １５０人
料金 ３千円︵食事代込み︶
※チケットの購入方法など︑
詳しくはお問い合わせくだ
さい
公益財団法人津山文化振興
財団☎ ︲０２０１

とき ３月 日㈯午前９時
分〜９時 分
ところ 津山スポーツセンタ
ーサッカー場︵勝部︶
記念イベント
■記念試合
時間 午後１時〜
２時 分
内容 作陽高等学
校 対 立正大淞
南高等学校︵島根県︶
■ジュニアチーム交流戦
時間 午後３時〜５時
津山陸上競技場☎ ︲３７
７３

カー場 人工芝改修完成式典

津山スポーツセンターサッ

24

１９５０年代︑米国の名門
女子大学に赴任した教師が︑
保守的な学生に女性の自立を
訴える学園映画です︒
とき ４月 日㈯午後１時
分〜３時 分
ところ 津山男女共同参画セ
ン タ ー﹁ さ ん・ さ ん ﹂︵ ア
ルネ・津山５階︶
入場料 無料
さん・さん☎ ︲２５３３

﹁モナリザ・スマイル﹂

さん・さんＣＩＮＥＭＡ

※月曜日・祝日の翌日は休館
津山郷土博物館☎ ︲４５
６７

50

作州津山宮川朝市
とき ４月 日㈰午前７時〜
時
ところ 宮川河川敷・城北橋
西詰︵山北︶
新産業創出課☎ ︲２１７
８

加茂の朝市
とき ４月 日㈰午前８時〜
ところ 加茂町スポーツセン
ター︵加茂町中原︶
※第 回津山加茂郷フルマラ
ソン全国大会に併せて開催
公益社団法人津山市観光協
会北支部☎ ︲７０１１

30
30

津山洋学資料館
第 回文化講演会
長崎の出島を通じた︑近世
期の日本とヨーロッパの文化
交流について話します︒
とき ４月 日㈯午後１時
分〜３時
ところ 津山洋学資料館︵西
新町︶
演題 ﹁近世日本とオランダ ―

ところ 津山文化センター
出演校 津山西中学校︑津山
東中学校︑鶴山中学校︑北
陵中学校︑中道中学校︑加
茂中学校
津山文化センター☎ ︲７
１１１

第５回﹁雪月花茶会﹂
阿波茶道教室
とき ３月 日㈫午後１時
分〜
ところ 阿波公民館︵阿波︶
料金 一席２００円
阿波公民館☎ ︲７０４４

24

22

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

とき ３月 日㈯午前 時〜
正午
ところ 岡山県赤十字血液セ
ンター津山供給出張所︵高
野本郷︶
内容 子ども向けの救命救急
法やＡＥＤの使い方など
対象 小学１〜６年生と保護
者
組程度
定員
参加費 無料
申込方法 ①氏名②学校名③
住所④電話番号を︑ファク

フラダンス教 室 無 料 体 験 会

とき ３月 日㈬午後３時
分〜４時 分
ところ グラスハウス
定員
人︵先着順︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
グラスハウス☎ ︲７１４
０

津山市中学 校 ブ ラ ス
フェスティ バ ル
とき ３月 日㈰開場午後１
時 分〜︑開演２時〜

30

第第 回 西東三鬼賞が決定しました
大賞・西東三鬼賞

31

32

30

21

〒708-0022津山市山下27-4ソシオ一番街事
務局☎22-7654 sociofree@1bangai.com
（日・火曜日を除く午前10時〜午後４時）
21

21

22

23

23

70

青き川祖国に流れ足の裏
■西東三鬼賞表彰式
淺井 愼平︵東京都︶
と
き ４月 ３ 日 ㈮ 午
秀逸
後４時〜
逝く友が月を曲がると銀河あり
水中のひとりが性を変えにけり
ところ 津山鶴山ホ
後藤 宏︵埼玉県︶
原 知子︵京都府︶ テル
■曲水の宴俳句会
新涼の柩の底の木目かな
書肆出でて重き鞄や六林男の忌
曾根 新五郎︵東京都︶
右手采遊︵津山市︶ とき ４月４日㈯午
前９時 分〜
西高東低原発の風下
沢蟹を怒らせている男かな
ところ 衆楽園
古梅 敏彦︵和歌山県︶
杉原 青二︵兵庫県︶
参 加 費 千 円︵ 句 箋
嫂のひらひら提げし蛇の衣
大旦十七文字の大宇宙
代含む︶
松尾 初夏︵徳島県︶
伊藤 俊昭︵神奈川県︶ 西東三鬼賞委員会
事務局︵文化課内︶
☎ ︲２１２１
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出雲路へ牛が越えゆく時雨かな
妹尾 茂喜︵神奈川県︶

10

23

とき ５月17日㈰午前10時15分〜午後２時
ところ ソシオ一番街（山下）
■第49回ソシオのフリーマーケット
販売品 家庭で眠っている不用品
参加資格 ごみの減量に関心のある人（業
者は不可）※18歳未満の人は保護者同伴
参加費 1,000円
応募方法 ①郵便番号②住所
③氏名（団体の場合は団体
名と責任者名）④電話番号
⑤販売品を記入し、はがき
またはＥメールで申し込む
■第16回にぎわい市
参加資格 市内または近郊の商店、事業所、
生鮮野菜・加工品生産者など（露店商は
除く）
参加費 2,500円
応募方法 ①郵便
番号②住所③氏
名（団体の場合
は団体名と責任者名）④店名⑤電話番号
⑥ファクス番号⑦販売品を記入し、はが
きで申し込む
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
締め切り ４月24日㈮必着（応募者多数の
場合は抽選）
30

第49回ソシオのフリーマーケット・
第16回にぎわい市 出店者募集
30

4月
市立図書館 （アルネ・津山４階）
午前10時〜午後７時

☎ 24-2919

●小さな子どものえほんのじかん とき：毎週水曜日
10:30〜11:00
●木曜ビデオ館 とき：毎週木曜日14:30〜
内容：２日＝「黄金花」、９日＝「動物の赤ちゃん大
集合」
、16日 ＝「 風 光 る 剣 − 八 嶽 党 秘 聞 」、23日 ＝
「Mayu−ココロの星」
、30日＝
「ヤコブへの手紙」
●むかし話を聞く会 とき：４日㈯14:00〜14:30
●おはなし会 とき：16日㈭11:00〜11:30
●小学生のための「物語をたのしむ会」
とき：25日㈯14:00〜14:40
●ファミリーシアター
とき：29日㈷14:30〜 内容：「世界名作劇場赤毛の
アン」

加茂町図書館 （加茂町塔中）
午前10時〜午後６時

☎ 42-7032

●昔話のおはなし会 とき：11日㈯10:30〜11:00
●おはなし会 とき：26日㈰10:30〜11:00

勝北図書館 （新野東）
午前10時〜午後６時

☎ 36-8622

●おはなしタイム とき：９日㈭、19日㈰10:30〜11:00
●昔ばなしのじかん とき：25日㈯14:00〜14:30

久米図書館 （中北下）
午前10時〜午後６時

☎ 57-3444

休館日

●いっしょにあそぼ！０･１･２･３てくてく
とき：15日㈬10:30〜11:30
●こくちゃんの紙芝居劇場 とき：18日㈯15:30〜
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㈫、30日㈭

中央児童館 （山北）
午前10時〜午後５時

☎ 22-2099

●赤ちゃん広場 とき：９日㈭11:00〜11:30
対象：１歳未満児と保護者 定員：10組
（先着順）
受付：３月24日㈫10:00〜
（電話のみ）
●親子で遊ぼう とき：20日㈪10:30〜11:30
対象：２歳児までの乳幼児と保護者
●お話タイム とき：24日㈮13:00〜13:30

南（ワイワイ）児童館

（横山）
午前10時〜午後５時

☎ 24-4400

ノルディックウォーキングで全身運動
(基本動作編)
健康増進課☎32-2069

ノルディックウォーキングは、２本のポールを使って行う全身運動で、普通に歩くよりも効果的に体を動か
すことができます。今回は、基本の歩き方について紹介します。まずは、ノルディックウォーキングポールを
持って歩くことに慣れましょう。

ポイント１

●絵本タイム とき：２日㈭、21日㈫13:15〜13:45
●ワイワイあそぼ♪ とき：８日㈬10:30〜11:30
対象：１・２歳児と保護者 定員：25組
（先着順）
受付：１日㈬10:00〜
（電話のみ）
●赤ちゃんあそぼ！ とき：15日㈬、22日㈬10:30〜
11:30 対象：１歳未満児と保護者 定員：15組
（先
着順） 受付：１日㈬10:00〜
（電話のみ）
●ぺったん！の日（^^） とき：20日㈪10:00〜12:00、
13:00〜14:00 内容：子どもの成長の記録として手
型や足型を自由に作る

加茂（ぐりむ）児童館

（加茂町中原）
午前10時〜午後５時

ポイント２

ポイント３
斜め後ろに地面
を突き前進

上体を前方に移動

前後の足の中間
にポールを置き、
軽く地面につく

☎ 42-3168

●お話タイム とき：３日㈮13:15〜13:45、
16日㈭11:00
〜11:30
●エアーマット・デー とき：４日㈯、７日㈫〜11日
㈯、26日㈰11:00〜11:30、14:00〜14:30 ※幼児は保
護者同伴
●あそぼっと春の巻 とき：７日㈫10:30〜11:30、
13:30
〜14:30 内容：春を感じながら遊びを楽しむ
●育児相談 とき：24日㈮11:30〜12:00

阿波児童館 （阿波）

Let s
Exerc se

後方の足を前方へ移動

ポールをしっか
り突き立てる

押し出した側のポールが脇を過
ぎたら、後ろ側の手の力を抜く

☎ 46-2076

月、水、木、金曜日午後１時〜５時、11日㈯午前10時30分〜午後１時

●市立図書館のホームページから、オンラインレ
ファレンス（調査・問い合わせ）ができます
https://tsuyamalib.tvt.ne.jp/

休館日

●わくわくタイム とき：１日㈬〜10日㈮の開館日
15:00〜16:00
●アウトドアクッキング「ソーセージパンを作ろう」
とき：11日㈯10:30〜13:00 対象：どなたでも
参加費：100円 持ってくるもの：エプロン、三角
巾、手拭き、お茶 受付：３月30日㈪〜４月８日㈬
●ふれあいデー とき：22日㈬15:30〜16:30
中央児童館・南児童館・加茂児童館：
６日㈪、13日㈪、19日㈰、27日㈪、30日㈭

●児童館情報は、市ホームページで

児童館

成名小学校10:15〜11:00⇒清泉小学校13:00〜13:40⇒大崎小学校14:40〜16:15
ときわ園9:50〜10:20⇒高野公民館11:10〜11:50⇒広野小学校13:00〜13:30⇒弥生小学校14:30〜16:20
佐良山小学校10:00〜10:40⇒津山口駅前11:05〜11:35⇒一宮小学校12:50〜13:30⇒林田小学校14:30〜16:00
北小学校10:00〜10:40⇒総社東第二遊園地11:10〜11:40⇒高田小学校13:00〜13:30
高倉小学校10:15〜10:45⇒衆楽公園駐車場（市役所東側）12:00〜13:10⇒小原会館14:00〜14:40⇒院庄公民館15:20
〜16:20
秀実小学校10:15〜11:00⇒中正小学校12:50〜13:20
阿波公民館10:35〜11:00⇒旧ＪＡ上加茂11:25〜11:50⇒加茂小学校13:00〜13:40⇒めぐみ荘14:00〜15:00
向陽小学校10:15〜10:45⇒鶴山小学校13:00〜14:00⇒塩手荘14:40〜15:10
勝加茂小学校10:15〜11:00⇒新野小学校13:00〜13:30⇒広戸小学校14:30〜16:00
喬松小学校10:15〜10:45⇒道の駅「久米の里」11:25〜12:00⇒誠道小学校13:00〜13:40⇒田邑公民館15:00〜16:00
河辺小学校10:15〜10:45⇒東小学校13:00〜13:45

検索

10日㈮
13日㈪
14日㈫
15日㈬
16日㈭
20日㈪
21日㈫
22日㈬
23日㈭
24日㈮
30日㈭

今月のポイント−「子ども部屋」−
Ｑ

子どもが自分の部屋をほしがります。
与えても良いものでしょうか？

子どもにとって、一人で考える場所や自由
にできる場所は、子どもが成長するために大
切な空間です。
しかし、子どもが自分の部屋で過ごす時間が増
えると、親子のコミュニケーションが不足したり、
親の注意が行き届かなくなったりすることもあり
ます。
子どもに自分の部屋を与える時は、居間に顔を
出してから部屋に入る、鍵をかけない、友だちは
親に紹介してから部屋に入れるなど、お互いに納
得できるルールを親子で話し合って、つくること
が大切です。そうすることで、子どもにも自分の
部屋を持つという自覚が生まれ、自立心が育まれ
ると思います。

Ａ

津山市青少年育成センター 家族のこと、友だちのこと、
青少年の悩みごと、
市役所東庁舎３階☎31-8650
ご相談ください

注目されています！超小型電気自動車
昨年10月に本格導入した超小型電気自動車「コ
ムス」。津山市では、市内の学校や、事業者など、
さまざまな分野の人たちがコムスを利用していま
す。コムスに乗った人たちから「狭い道でもスイ
スイ」「駐車しやすい」「経済的である」などの感
想が寄せられています。
今後も環境に優しい超小型電気自動車の活用を
進めていきます。
環境に優しい取
り組みを進める
のじゃ

１月に環境省総合環境政策局長が、
市役所でコムスを試乗されました

ろ じぃ

環境奉行「エコ呂爺」

さあいざ、はろーごー

新エネルギー環境政策室☎32-2051

▶工藤 圭志︵上河原︶

診療時間
とき

外科系

▶安藤 ゆき︵神代︶

22日㈰

内科系

外科系

ところ
勝北診療所（杉宮）
安田医院（上河原）
平福診療所（平福）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）
井戸内科クリニック（山下）
辻医院（小児科）（小原）
またの内科循環器科
クリニック（新職人町）
万袋医院（加茂町中原）
津山第一病院（中島）
かんだ小児科医院
（勝間田町）
衣笠内科医院（椿高下）
平井病院（加茂町中原）
津山中央病院（川崎）

元気な子どもを育てるために
でんわ
29-2324
23-5537
28-3858
42-3131
21-8111
22-2101
23-2567
22-4758
42-3025
28-2211
24-1222
22-7811
42-3131
21-8111

※医療機関は変更になる場合があります。受診の前に、
救急医療案内☎23-9910へお問い合わせください
※４月の休日診療については、津山市医師会のホームペー
ジを確認ください
ホームページ http://med-tsuyama.or.jp/
津山市医師会

防
犯灯と街路灯の違いが

よくわかりません

防犯灯を新設してほしいと市の
窓口に相談に行くと︑市が設置す
るのは街路灯だと言われました︒
どう違うのですか︒︵市内・女性︶

道路を照らしている電灯は︑目
的や設置者により防犯灯と街路灯
に区別しています︒
市道の街路灯は︑道路照明に関
する基準に基づいて︑道路管理者
が設置するものです︒防犯灯は︑
地域の防犯対策を目的として電柱
などに設置されるもので︑津山市
では︑町内会が設置と維持管理を
行っています︒
防犯灯の設置について︑市は設
置に必要な経費の一部を︑町内会
からの申請を受けて補助していま
す︵１年度内に１町内会で１灯︑
上 限 ２ 万 円 ︶︒ 防 犯 灯 が 必 要 だ と
思われましたら︑まずは︑お住ま
いの町内会へご相談ください︒
防犯灯や街路灯のことで市役所
の窓口へ来られた際には︑それぞ
れの担当課を確認し︑
ご案内いたします︒
防犯灯の補助＝環境生活課☎
︲２０５６︑
街路灯＝土木課☎
︲２０９２
32 32

小児救急医療電話相談
土曜・日曜・祝日
平日

検索

☎＃８０００

18:00 〜翌日 8:00
19:00 〜翌日 8:00

健 診
と
き
受付時間
乳 児 健 診 14日㈫、15日㈬
１歳６カ月健診 ７日㈫、８日㈬、10日㈮ 13:00〜13:45
３ 歳 児 健 診 21日㈫、22日㈬、24日㈮
ところ

津山すこやか・こどもセンター（津山総合体育
館東隣）

はっぴー子育て教室（ハーフバースデイ記念）
と
き
16日㈭ 13:30〜15:30

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

対 象 第１子の７カ月児（平成26年９月生まれ）
内 容 身体測定、育児の情報交換、ふれあい遊び
持ってくるもの 母子健康手帳、おむつ、ミルク、動きや
すい服など

母親歯科教室 〜子どもをむし歯から守る学習会〜
と
き
19日㈰ 9:30〜12:00

と こ ろ
津山歯科医療センター（沼）

対
内

象 未就学の子どもと保護者（予約要）
容 １人40分程度の歯みがき指導
津山歯科医療センター☎22-4021

離乳食教室
と
き
２日㈭ 10:00〜12:00

と こ ろ
津山すこやか・こどもセンター

対 象 生後７〜11カ月の子どもと保護者
内 容 調理実習、試食、説明、個人相談
定 員 10人程度（予約要）
持ってくるもの エプロン、三角巾、母子健康手帳など

「愛の献血」にご協力を
と
き
24日㈮ 10:00〜11:30
12:30〜16:00

健康増進課☎32-2069
※料金を掲載していないものは無料です

と

こ

ろ

市役所１階市民ロビー

※400ミリリットル献血のみの受付です

４月の相談
正解者の中から抽選
で５人に当たる！

あて先は見本
のとおりに書
くだけでＯＫ

※お便りの内容は広報紙やホームページで
紹介させていただくことがあります

秘
書
広
報
室
行

問

津山市との歴史友好都市縁組20周年を
迎える岐阜県○○市
○に入る漢字２文字は？

応募方法

絵を描いたはがきに ①氏名とふりがな・ペンネーム可
②年齢（学生は学校名と学年も）を記入してください
※掲載された人には粗品を贈呈します
※希望者には作品を返却します

相 談 名
育児相談・健康相談

と き
毎週月曜日 10:00〜11:30

女性の悩みごと相談

毎週水曜日 10:00〜16:00

女性と子どもの法律
相談（無料・予約要）

６日㈪、20日㈪ 13:30〜16:40

鶴山塾教育相談

①答え ②記事の感想や市政へのご意見

③次のⒶ〜Ⓓの記念品の中から１つ を書いて、

司法書士法律相談

秘書広報室へ応募してください。
記念品 Ⓐ図書カード Ⓑ津山洋学資料館招待券（2枚）
Ⓒあば温泉無料入場券（5枚）Ⓓグラスハウス招待券（2枚）

締め切り
応
募
方
法

内科系

外科系

29日㈰

４月の健康

３月21日㈷〜３月29日㈰

午前９時〜午後５時まで
科

内科系
３月
21日㈷

▶ 小原 まさゑ︵加茂町河井︶

▶藤本 恵子︵加茂町公郷︶

▲山県 冨美子（阿波）

休日診療

平成27年４月10日（金）当日消印有効

当選者は５月号で発表

１月号の正解 若者（応募49人、正解48人）
当選者 甲田昌未さん、安井政夫さん、三谷升余さん、
髙橋宣子さん、福田鶴恵さん

福祉総合相談会
人権・行政合同相談
行政相談
人権・行政・民生合同相談
弁護士相談
行政・民生合同相談
住宅無料相談

と こ ろ
問い合わせ先
津山すこやか・こどもセンター 健康増進課☎32-2069
津山男女共同参画センター
さん・さん☎31-2533
「さん・さん」
津山すこやか・こどもセンター こども課☎32-2065

毎週火・木曜日 13:30〜16:30、
17日㈮ 13:30〜15:30、23日㈭
教育相談センター「鶴山塾」 鶴山塾☎22-2523
10:00〜12:00
環境生活課
環境生活課☎32-2057
１日㈬、15日㈬ 13:30〜15:30
（市役所１階１番窓口）
（無料・予約要）
津山市社会福祉協議会
８日㈬ 10:00〜15:00
津山市総合福祉会館
☎23-5135
９日㈭ 10:00〜15:00
加茂町公民館
加茂支所市民生活課☎32-7032
:
:
15日㈬ 10 00〜15 00
加茂町公民館
加茂支所市民生活課☎32-7032
16日㈭ 10:00〜15:00
17日㈮ 10:00〜12:00、13:00〜
15:00
20日㈪ 10:00〜15:00
23日㈭ 13:30〜16:30

勝北老人憩いの家
環境生活課
（市役所１階１番窓口）
久米支所

勝北支所市民生活課☎32-7023
環境生活課☎32-2057
（無料・予約要）
久米支所市民生活課☎32-7011

市役所１階ロビー

建築住宅課☎32-2099

あの頃の津山の取材で︑京町の

山陽銀行跡地について調べている

と︑たくさんの方に親切にしてい

ただきました︒京町の歴史の一部

を垣間見ることができ︑ワクワク

する感覚を味わいました︒銀行の

建物は大変重厚感のある佇まいだ

ったようで︑現存していれば⁝と

惜しい気持ちも生まれました︵Ｗ︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
今年は﹁何か新しいことをする

１カ月が経過︒そんな中︑重い物

ぞ﹂と決意し︑何もできないまま

を持ちあげた瞬間︑腰に痛みが⁝

初めてギックリ腰になりました︒

家族の勧めもあり整体なるものを

初体験︒さっそく新しい経験が２

回できました︒年男の今年︑何が

起きるのか先行き不安です⁝︵雨︶

・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
― ・
―
今年は︑岐阜県可児市︵旧兼山

町︶︑香川県土庄町との間で交わし

周年︑ 周年を迎えます︒可

ている歴史友好都市縁組が︑それ

ぞれ

児市は︑同じ森家が開いた城下町︑

土庄町は︑津山藩の所領だったと

いう歴史を持っています︒これを

契機に交流が深まればいいですね︒

そうだ︑まずは行ってみよう︒︵修︶

卵の殻の上を︑そろーり
そろり 子ども防災体験
プログラム
︵勝北風の子こども園︶

広報つやまは、環境保護のため再生紙と大豆油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
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あの頃の津山

昭和初期の山陽銀行本店
写真提供・江見写真館

写真は︑京町にあった山陽銀行本店です︒写真左側
に足場が組まれていることから︑昭和初期に行われた
改装工事の際に写されたものと思われます︒
山陽銀行の前身は︑江戸時代に田邑村の大庄屋であ
った土居家によって明治 年に設立された土居銀行で
した︒その後︑幾多の合併を経て︑大正 年に山陽銀
行として営業を始めます︒営業地域は︑岡山県北だけ
でなく︑県南地域や︑香川・広島県にも支店を開設し︑
県内でも有力な銀行に成長しました︒そして︑県南で
は︑紡績業で名をはせた大原孫三郎が社長を務める第
一合同銀行が勢力を広げていて︑この両行が県内の金
融界を二分するまでになりました︒
しかし︑ちょうどその頃︑国内の大手銀行が次々と
県内に支店を開設したことと︑昭和初期の金融恐慌が
重なり︑両行とも経営が苦しくなっていきます︒こう
した情勢の中︑山陽銀行と第一合同銀行は合併の道を
選ぶことになり︑昭和５年︑岡山市に本店を置く﹁中
国銀行﹂が誕生します︒そして︑京町にあった山陽銀
行本店は﹁中国銀行津山支店﹂となり︑昭和８年に元
魚町へ︑さらに昭和 年には現在の山下に移転します︒
その後︑京町に残った建物は︑岡山県信用農業協同
組合連合会などに使用されましたが︑昭和 年︑解体
工事中に火事が発生し︑焼失してしまいました︒
今はもうこの写真の建物はあ
りませんが︑津山の銀行の歴史
を伝える貴重な１枚です︒

このコーナーに掲載する懐かしい
津山の写真を募集しています

津山郷土博物館
４
☎
- ５６７
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☆津山市のフェイスブックは
こちらから
http://www.facebook.com/
city.tsuyama.kouhou

☆広報つやまはホームページ

で閲覧できます
津山市総合企画部秘書広報室（市役所３階）〒708−8501 岡山県津山市山北520番地
☎0868−32−2029 FAX 0868−32−2152
kouhou@city.tsuyama.okayama.jp http://www.city.tsuyama.lg.jp/

編集・発行（毎月10日発行）
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今月の表紙
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45

現在の山陽銀行本店跡地
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