４月から市役所の組織機構が変わります
■人事課☎32‑2043
市民の皆さんに分かりやすく、円滑で効率的な行政サービスを提供できる組織形態にするため、市役所の組
織機構を変更します。

平成27年度

市政功労者表彰

財政部

■市が保有する施設について、総面積の適正化や多機能化、長寿命化、管理運営コストの縮減などを図るため、
※１を新設
財政課 に「ＦＭ推進係」

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。
秘書広報室☎32‑2026

※1 ＦＭ
（エフエム）とは、ファシリティ・マネジメント（Facility Management）の略で、市が保有する建物などを
最適な状態（最小コスト、最大効果）で保有、運営、維持するための総合的な管理手法です

クリーンセンター建設事務所（久米支所内）

■津山圏域クリーンセンター（領家）の稼働開始に伴い

環境福祉部

クリーンセンター建設事務所

を廃止

■津山圏域クリーンセンターの稼働開始に伴い 環境事業所 を廃止
■「環境事業課」を新設し、廃棄物処理に関する業務を行う「業務係」、ごみの分別や減量化、再資源化に関
する業務を行う「３Ｒ推進係」※２、最終処分場の維持管理と廃棄物処理施設の解体撤去や跡地利用に関す
る業務を行う「施設係」配置
※２ ３Ｒ
（スリーアール）とは、Reduce（リデュース）
・Reuse（リユース）
・Recycle（リサイクル）の３つの頭文

字をとったものです。
（リデュース＝ごみをできるだけ減らすこと、リユース＝できるだけ繰り返して使うこと、リ
サイクル＝不用になったものを原料に変えて、新しい製品として再び利用していくこと）

■津山圏域衛生処理センター（川崎）の施設の更新に関する業務を行う「衛生施設課」を新設

都市建設部

■市が管理する道路や橋などの維持管理を効率的に行うため、 土木課

地域振興部

に「維持補修係」を新設

■ 久米支所産業建設課 内に、久米地域の産業・建設関係事務を担当する「業務係」と津山圏域クリーンセンター
関連事業を実施する「クリーンセンター環境整備係」を新設

水道局

■水道事業の経営基盤を強化するため「経営企画室」を新設し、 業務課監理係
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
金堀 晴男（野介代）
寺坂 広道（阿波）
豊福 啓二郎（日本原） 消防団幹部
則本 清人（綾部）
平田 明正（安井）

写真位置※
１列３番
１列４番
１列５番
１列８番
１列９番

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※
小椋 懋（阿波）
上原 勇三（皿）
神原 宣義（小桁）
清水 重正（横山）
村上 光男（山下）
竹内 佑宜（山下）

町内会長

北山 明善（二宮）

民生委員・
児童委員

芦田 定德（西中）
飯田 明嗣（山北）
スポーツ
池田 賢次（加茂町青 ） 推進委員
杉浦 聡（志戸部）
松本 美枝（日上）

写真位置※
１列10番
１列11番
１列12番

善行または徳行が特に顕著で、市民の模範と
なる方
写真位置※

２列３番

株式会社田村工務店津山
代表取締役 田村 和広

２列４番

寄付を通して、市の活性化に貢献された。

２列２番

右上２番
２列５番
右上３番
２列６番

津山福祉住宅研究会
会長 土居 光晴

財政部
クリーンセ
ンター建設
事務所

環境福祉部

２列９番

写真位置※

長きにわたり本市の歴史・風土・文化を研究し、郷
津山おくにじまん研究会
会長 末澤 敏男（代理出席 宮澤 靖彦） 土愛の醸成および次世代の人材育成に貢献された。

所属部

２列８番

長年にわたり高齢者・障害者の住まいの改善を提案、
改修を実施。近年は、公会堂などのバリアフリー化
に取組み、生活環境の向上に寄与された。

その他、本市の各界で顕著な功績をあげた方

変更する主な組織機構

２列１番
右上１番

２列７番

都市建設部

地域振興部

※前列から何列目、左から何番目かを表す（敬称略）

水道局
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を廃止

現行

財政課
財政係
管財係

企画調整課
施設建設課
環境事業所
環境業務課
業務係
ごみゼロ推進係
施設課
土木課
工務第１係
工務第２係
久米支所
産業建設課
業務課
庶務係
営業係
監理係

４月１日から

蛔

財政課
財政係
管財係
ＦＭ推進係

蛔（廃

蛔

蛔
蛔
蛔

止）

主な変更内容
・「ＦＭ推進係」を新設

・建設事業の終了に伴い廃止

環境事業課
・ 環境事業所 を廃止
業務係（本庁４階）
・「環境事業課」を新設（本庁
３Ｒ推進係（久米支所）
４階に業務係と施設係、久米
施設係（本庁４階）
支所に３Ｒ推進係を配置）
衛生施設課（津山圏域衛生処理センター） ・「衛生施設課」を新設（津山圏
域衛生処理センターに配置）
土木課
工務第１係
・「維持補修係」を新設
工務第２係
維持補修係
久米支所
・久米支所産業建設課に「業務
産業建設課
係」と「クリーンセンター環
業務係
境整備係」を新設
クリーンセンター環境整備係
業務課
庶務係
・ 監理係 を廃止
営業係
・「経営企画室」を新設
経営企画室
2016.4



津山

４/１㈮〜24㈰

衆楽園
品種 シダレザクラ、ソメイヨシノ
ライトアップ なし
売店 １軒
※火気使用不可

お茶席（余芳閣）

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。
ぜひ、市内の桜の名所を巡ってみましょう。
■問津山さく
■
津山さくらまつり実行委員会
らまつり実行委員会
（公益社団法人津山市観光協会内）
（公益社団法人津山市観光協会内）
☎22‐3310
☎22‑3310
4/1㈮〜15㈮

津山城
（鶴山公園）

とき ４月２日㈯〜10日㈰
10:00〜16:00
料金 350円（銘菓付き）

品種 ソメイヨシノほか
開園時間 7:30〜22:00
ライトアップ 18:00〜22:00
売店 約30店
入場料 一般＝300円、中学生以下＝無料
※本丸は火気使用不可

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）

とき ４月１日㈮10:15〜
内容 津山情緒保存会による踊りや備州岡山城鉄砲隊によ
る火縄銃の演武など
※入場者1000人に紅白餅プレゼント（先着順）

美作の観光と物産展（鶴山館・裏門入り口）

とき ４月１日㈮〜15日㈮（裏門付近の売店は11日㈪まで）
内容 美作地方の特産品や土産品の販売

美作のご当地グルメと観光展（三ノ丸）

とき ４月２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰10:00〜16:00
内容 津山ホルモンうどん、そずり鍋、津山バーガー、津山
黒豚餃子などの販売

お茶席（鶴山館）

とき ４月２日㈯・３日㈰・９
日㈯・10日㈰10:00〜16:
0 0、４月６日㈬10 : 0 0〜
15:00
料金 350円（銘菓付き）

ステージイベント
（三ノ丸）

とき・出演 ４月２日㈯ 津山鶴丸太鼓
３日㈰ 宮坂流津山銭太鼓保存会
９日㈯ 小島よしお お笑いライブ、
鶴山桜太鼓
10日㈰ 備州岡山城鉄砲隊 ほか

（本丸）

とき・出演 ４月３日㈰ 津山城鉄砲隊
※その他、各種団体によるイベントあり

ほか

奥津温泉「足湯」体験コーナー（鶴山館前）
とき ４月５日㈫・６日㈬10:00〜15:00

とき ４月９日㈯・10日㈰18:00〜20:30

兵庫・岡山 県際交流コーナー（三ノ丸）

とき ４月10日㈰10:00〜16:00
内容 兵庫県と岡山県の観光案内やご当地グルメの
販売など

津山城３Ｄプロジェクションマッピングショー
「津山光絵巻 ＳＡＫＵＲＡ」
とき ４月１日㈮〜３日㈰19:00〜21:30（１日５
回実施予定）
ところ 本丸
内容 津山城の石垣をスクリーンとして使用し、
３次元映像を投影する幻想的なショー

備中櫓ライトアップ
とき ４月１日㈮〜３日㈰日没後
〜22:00
ところ 二ノ丸
内容 津山城の備中櫓に、さま
ざまな色彩の光を使用して幻
想的に演出するライトアップ

※デスティネーションキャンペーンとは、ＪＲグループと地方自治体、観光事業者が連携
して行う大型観光キャンペーンのことです

2016.4

とき ４月９日㈯･10日㈰12:00〜15:00
内容 琴と尺八による郷土で愛される
名曲の演奏

こえがたわ

お

声ヶ乢桜まつり

そ

尾所の桜まつり

火縄銃の演武

晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン特別イベント



春のしらべ（迎賓館）

お笑いタレント
小島よしおさん

夜桜ステージ＆夜店（三ノ丸）

お茶席

開園時間 7:00〜20：00
駐車場 あり（有料）

品種 ソメイヨシノほか
ところ ウッドパーク声ヶ乢（市場）
ライトアップ ４月２日㈯〜17日㈰日没後〜21:30頃
（開花〜散るまで）
売店 地元有志によるお弁当や特産品の販売（満開
頃の土・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
■ 勝北支所産業建設課☎32‑7024

品種 ヤマザクラ
推定樹齢 約570年
ところ 阿波
ライトアップ ４月10日㈰〜24日㈰18:00〜21:00
（開花〜散るまで、雨天中止）
売店 なし
駐車場 なし
イベント ４月16日㈯＝餅投げ、ヒラメ（アマゴ）の
塩焼き・桜ずし・おこわの販売など
■阿波出張所地域振興課☎32‑7042

2016さくらフォトコンテスト

募集内容 津山さくらまつり期間中に鶴山公園、衆楽園、声ヶ
乢、尾所の桜など津山市内で撮影した桜の写真（１人３点以
内）
応募条件 ①カラー（白黒不可）②サイズはワイド四つ切
り③未発表のものに限る
募集期間 ４月１日㈮〜30日㈯
※入賞者には記念品を贈呈します
※応募方法など、詳しくはお問い合わせください
公益社団法人津山市観光協会☎22‑3310

201６商店街さくら天国

とき ４月１日㈮〜24日㈰
ところ ソシオ一番街などの中心商店街
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「桜のほっぺ」
（たこ焼き）や
お茶などを味わいながら城東地区を散歩
してみませんか。
とき ４月２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰
11:00〜16:00
ところ 城東地区（重要伝統的建造物群
保存地区）
観光振興課☎32‑2082

城東地区宵あかり

とき ４月２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰
18:30〜21:00
ところ 城東地区（重要伝統的建造物群
保存地区）
内容 竹灯籠などによるライトアップ
観光振興課☎32‑2082

2016.4
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■財政課（市役所６階）☎32‑2020

一般会計当初予算
その他

議会費

労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費

市議会の運営

7億7,960万円（1.5%）

3億9,223万円（0.8%）

公債費

総務費

市の借入金の返済

税務、戸籍、選挙などの事務や
市役所の管理など

44億3,827万円（9.0%）

58億9,835万円（12.0%）

自主財源

168億9,194万円（34.2%）

依存財源

324億5,306万円（65.8%）

（注）％の数値は、小数第２位を
四捨五入したもの

市債

76億2,030万円（15.4%）

県支出金

国や金融機関から借り入れるお金

35億7,664万円（7.2%）

県が認めた特定の事務事業の
実施に当たって県から交付されるお金

市民税 52億5,760万円
固定資産税 56億9,037万円

48億8,746万円（10.5%）
68億9,931万円（14.0%）

消防費

幼稚園や小中学校、社会教育、
幼稚園や小中学校、社会教育、
芸術文化・スポーツの振興など
芸術文化・スポーツの振興など

歳出

（目的別）

17億2,005万円（3.5%）

493億

津山圏域消防組合の負担金や
消防団の機庫、車両整備など

4,500万円

186億5,855万円（36.3%）
173億8,288万円（35.2%）

地方交付税

全国の自治体が同水準の行政を

使用料及び手数料

地方譲与税

32億1,367万円（6.5%）
各種健康診断や環境対策など

30億1,092万円（6.1%）

国が徴収した税金から一定の基準に従い譲与されるお金

28

27

当初予算の特徴

17

どの費目にも含まれない他のお金

平成 年度当初予算は︑本年度か
ら ス タ ー ト す る 津 山 市 第５ 次 総 合 計
画に掲げた開花プログラムを実施し
ていくため︑事務事業を見直すなど︑
限られた財源の重点化に努めるとと
もに︑基金の活用も図りながら編 成
しています︒
特に﹁ 津 山 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と
創生総合戦略﹂は︑平成 年度補正
予算︵第５ 次︶に計上している地方創
生加速化交付金事業と合わせて総合
的に取り組み︑﹁地域産業の活性化対
策﹂や﹁子ども子育て支援対策﹂な
どへ重点的に予算配分をしています︒

28

市の施設使用料や住民票、各種
証明書などの交付手数料

諸収入ほか

4億7,000万円（1.0%）

歳入のポイント

41

19億7,459万円（4.0%）

●市税は︑固定資産税︵家屋・償却分︶
の増などにより３億８千万円︵３・
１％︶の増
●地 方 交 付 税 は︑合 併 特 例 期 間 終 了
後の縮減率の拡大などにより７ 千
万円︵０・６％︶の減
●国 庫 支 出 金 は︑子 ど も・子 育 て 支
援制度負担金や社会資本整備総合
交付金の増などにより３億円︵４・
９％︶の増
●市 債︵市 の 借 入 金︶は︑小・中 学
校施設整備事業などにより 億円
︵ ・６％︶の増

23

歳出のポイント︵性質別︶

●扶 助 費 は︑障 害 者 介 護 給 付 費 や 保
育事業委託費の増などにより ２億
１千万円︵２・１％︶の増
●人 件 費 は︑職 員 退 職 手 当 の 減 な ど
に よ り ２ 億 ８ 千 万 円︵３・８ ％︶
の減
●公 債 費 は︑市 債 の 元 利 償 還 金 の 増
に よ り ３ 億 ４ 千 万 円︵６・１ ％︶
の増
●普 通 建 設 事 業 費 は︑小・中 学 校 施
設整備事業や道路整備事業の増な
どにより 億５千万円︵ ・７％︶
の増

構成比
14.4%
11.2%
0.5%
21.1%
12.2%
16.2%
11.9%
11.4%
1.1%
100.0%

4億7,688万円（1.0%）

地方消費税のうち県から交付されるお金など

衛生費

農林水産業の振興、農道・林道・
ため池の整備など

2016.4

124億4,981万円（26.8%）

地方消費税交付金ほか

17億274万円（3.5%）



市が行う事業で特定の利益を受ける
人などから徴収するお金

とるために国から交付されるお金
全国の自治体が同水準の行政を進められるよう、
財政運営の均衡をとるために国から交付されるお金

農林水産業費

予算額
71億 1,227万円
55億 3,543万円
2億 2,556万円
104億 3,275万円
60億 723万円
79億 8,061万円
58億 9,622万円
56億 1,746万円
5億 3,747万円
493億4,500万円

6億9,683万円（1.4%）

進められるよう、財政運営の均衡を
123億8,000万円（25.1%）

商工業や公共交通、観光の振興など

入湯税 13万円

分担金及び負担金

地方交付税

道路や橋、公園、住宅整備など

市たばこ税 7億6,000万円

都市計画税 6億4,999万円

4,500万円

国が認めた特定の事務事業の
されるお金
実施に当たって国から交付
されるお金

13億9,838万円（2.8%）

区 分
人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
普通建設事業費
公債費
繰出金
その他
歳出合計

127億731万円
123億2,795万円
（26.5%）
（25.8%）

493億

64億3,153万円（13.0%）
実施に当たって国から交付

高齢者や乳幼児、障害者などの
高齢者や乳幼児、障害者などの
福祉、生活保護、災害救助など
福祉、生活保護、災害救助など

55億1,952万円（11.2%）

性質別歳出

歳入

国庫支出金
61億3,415万円（13.2%）
国庫支出金
国が認めた特定の事務事業の

民生費
民生費

土木費
商工費

軽自動車税 3億4,922万円

市税

教育費
教育費

2016.4



市政だより

土地･家屋の
価格等縦覧帳簿の縦覧
■ 課税課（市役所２階４番窓口）☎32‑2016
とき ４月１日㈮〜５月２日㈪の執務時間内
ところ 課税課または各支所・出張所担当課
内容 平成28年度の固定資産税に係る価格などを
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＝納税通知書や運転
免許証など来庁者の本人確認ができるもの
・納税義務者が亡くなっている場合＝相続関係が
確認できる戸籍謄本などと来庁者の本人確認が
できるもの
・代理人の場合＝委任状と
来庁者の本人確認ができ
るもの
※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

国民年金学生納付特例制度
■保険年金課（市役所１階７番窓口）☎32‑2072
または各支所・出張所担当課

４月 ８日㈮13:00〜 ４月 25日㈪14:00
５月 31日㈫13:00〜 ６月 16日㈭14:00
平成28年

７月 19日㈫13:00〜 ８月 ４日㈭14:00
９月 ６日㈫13:00〜 ９月 23日㈮14:00
10月 25日㈫13:00〜 11月 10日㈭14:00

平成29年

１月 16日㈪13:00〜 ２月 ３日㈮14:00

※官公庁オークションには、全国の自治体が出品して
います。津山市が出品しないこともあります
※インターネットに接続できないなどでオークション
に参加することができない人は、代理人を立てるこ
とで参加できます。詳しくは、お問い合わせください

市税（料）は納期内に納めましょう
■ 納税課（市役所２階１番窓口）☎32‑2014
市では、納税の公平性を保つため、滞納を許さず、
厳正な滞納整理を行っています。
納期限を過ぎても納付がない場合は、本来納めるべ
き市税などに加えて、督促手数料や延滞金も納付して

コンビニで市税（料）
の納付が可能に
４月から、市税（料）の納付がこれまでの市役所窓

口や指定金融機関などに加えて、全国のコンビニエ
ンスストアでも納められるようになります。
各税（料）のコンビニ納付の開始時期や納付方法な
ど詳しくは、広報つやま平成28年３月号の３ページ
をご覧ください。
※督促状や納期を過ぎた納付書はコンビニでは使え
ません。各納付書に記載されている納期限を過ぎ
た場合は、納税課までご連絡ください

小・中学校施設整備事業
25億2,340万円
市内小中学校
（32校）
の普通教室などへの空調施
設整備、老朽化施設の改修を年次計画で実施し
ます
幼稚園再構築施設整備事業
２億3,695万円
旧津山市内の市立幼稚園12園の再構築を行い、
新設園２園（東西エリアに各１園）を整備します
多子世帯における教育・保育施設利用者負担軽減
事業
１億9,502万円
国・県制度を拡充し、第３子以降の子どもの幼
稚園・保育所等利用料(保育料)を完全無料化し
ます

健やかで安心できる支え合いのまちづくり

地域包括支援センター事業
１億1,091万円
高齢者の総合相談窓口として、福祉・保健・介
護に関する包括的な支援を行います
「陽子線治療センター」事業運営補助金
1,167万円
中国・四国地方で初となる「がん陽子線治療セ
ンター」の運営を支援するため、一般財団法人
津山慈風会(津山中央病院)に対して補助金を交
付します
農山村サテライトオフィス等誘致事業 850万円
中山間地域の空き家や公共施設の空きスペース
を利用して、地方などに拠点を構える「サテラ
イトオフィス」を誘致して、地域の活性化を図
ります

雇用の創出とにぎわいのあるまちづくり

ＩＪＵトータルサポート事業
7,700万円
津山市への移住希望者に、情報の発信や移住体
験ツアー、住居と仕事のマッチングなどを行い
ます
つやま産業支援センター事業
351万円
つやま産業支援センターが取り組む市内企業の
事業体質の転換や、製品の高付加価値化の支援、
Ｕ・Ｉターンなどの創業支援として、企業や創
業希望者に対して補助金を交付します

豊かな自然環境の保全と快適に暮らせる
まちづくり

津山城跡保存整備事業
5,100万円
二ノ丸東側石垣落石防護柵設置工事、裏鉄門周
辺整備、七番門下他発掘調査などを行います
低炭素都市つやまスマートエネルギー導入応援事
業
570万円
住宅用太陽光発電設備の設置補助を継続すると
ともに、新たに超小型電気自動車を購入する人
や事業者に対して補助を行います

災害への備えと都市機能の充実した
まちづくり

津山駅周辺整備事業（都市再生１〜２期）
３億5,791万円
ＪＲ津山駅北口広場の利便性や快適性を向上さ
せる整備と、中心商店街との回遊ルート（城見
橋）の整備を行います

■その他の会計
用語の説明
一般会計
福祉や教育、道路整備や産業の振興など、基本
的な市の事業を行う会計
特別会計
特定の事業を行うために、特定の収入をその支
出に充てるため、経理を独立して設ける会計
財産区会計
所有する山林などの管理や処分を目的とした、
地方公共団体の特別な会計
水道事業会計
水道事業から得た収入で浄水や給水などの費用
を賄う独立採算制の企業会計
工業用水道事業会計
久米産業団地に立地する工場への給水事業の企
業会計

会 計 名

予 算 額

国民健康保険特別会計

122億 3,292万円

介護保険特別会計

104億 4,320万円

下水道事業特別会計

50億 7,825万円

後期高齢者医療特別会計

13億 9,330万円

土地開発公社清算事業特別会計

4億 4,124万円

簡易水道事業特別会計

2億 3,879万円

公共用地取得事業特別会計

2億 1,463万円

計

もらうことがあります。
また、滞納者に納付可能な財産がある場合には、差
し押さえなどの滞納処分を行う場合もあります。
市税（料）
は、納期内に納めましょう。

子育て環境の充実と人と文化を育む
まちづくり

会

2016.4

市では、所有する未利用・不用財産（物品・車両・
土地）の売却を行っています。
販売物件の確認方法
・市ホームページからサイト内検索
・Yahoo!オークション「官公庁オークション」
（http:
//koubai.auctions.yahoo.co.jp/）の絞り込み条
件から「公有財産売却」を選択
日程

別



■財政課（市役所６階）☎32‑2021

平成28年度当初予算の主な事業

特

所得が少なく保険料を支払うことが困難な学生
が、本人の申請により保険料の納付の猶予を受け
られる制度です。
対象 大学や各種学校などに在学する20歳以上で、
前年所得が118万円以下の人
納付猶予期間 １年間（４月〜翌年３月）
持ってくるもの
①学生証（写し）または在学期間が分かる証明書
②年金手帳
③印鑑（本人が署名する場合は不要）
④退職して学生になった
人は、離職票または雇
用保険受給資格者証
※申請時点から２年１カ
月前までさかのぼった
期間の申請もできます。
詳しくは、お問い合わ
せください

インターネット公有財産売却

農業集落排水事業特別会計

2億 596万円

食肉処理センター特別会計

7,991万円

奨学金特別会計

823万円

磯野計記念奨学金特別会計

559万円

財産区会計
水道事業会計
工業用水道事業会計

1,259万円
46億7,979万円
4,569万円
2016.4
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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

生後91日以上の飼い犬は、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。
月日

4/1
㈮

4/2
㈯

4/3
㈰

4/5
㈫

4/6
㈬

時 間
9:00〜 9:10
9:20〜 9:30
9:45〜10:05
10:15〜10:25
10:45〜11:00
11:10〜11:20
11:30〜11:40
12:50〜13:00
13:10〜13:20
9:00〜 9:10
9:20〜 9:30
9:40〜 9:50
10:20〜10:30
10:40〜10:50
11:00〜11:10
11:20〜11:35
11:45〜12:00
13:20〜13:30
9:00〜 9:20
9:50〜10:20
10:40〜11:10
11:30〜12:00
9:00〜 9:20
9:30〜 9:50
10:00〜10:10
10:20〜10:35
10:45〜11:00
11:20〜11:30
11:40〜12:00
13:10〜13:20
13:30〜13:40
13:50〜14:00
9:00〜 9:10
9:20〜 9:40
9:50〜10:00

会
場
池ケ原公会堂
堂尾公会堂
大崎公民館
光陽台集会所(西吉田)
西八出分館(八出)
北八出コミュニティハウス
作州城東屋敷裏(中之町)
林田上公会堂
川崎公会堂
小桁公会堂
福南分団第２部消防機庫前(金屋)
押渕上バス乗場
荒神山集会所
洗顔清水前広場(種)
皿公会堂
高尾公会堂
福田パーキング(河内田バス乗場北)
津山歯科医療センター(沼)
高野公民館
一宮公民館
美作保健所(椿高下)
市役所東側入口
北園会館
上河原会館
籾保公会堂
勝部公会堂
志戸部公会堂
大田公会堂
小原会館
西苫田公民館(小原)
総社東公会堂
総社西分館
布上内科医院(河辺)
河辺農業研修施設
見内原公会堂(瓜生原)

月日

4/6
㈬

4/7
㈭

4/8
㈮

4/9
㈯

時 間
10:10〜10:20
10:30〜10:45
11:00〜11:15
11:25〜11:40
13:00〜13:10
13:20〜13:30
13:40〜13:50
14:00〜14:20
9:00〜 9:20
10:10〜10:30
10:45〜10:55
11:10〜11:20
11:30〜11:40
11:50〜12:00
13:20〜13:40
14:00〜14:20
9:00〜 9:10
9:20〜 9:30
9:40〜 9:50
10:00〜10:10
10:20〜10:30
10:40〜11:00
11:10〜11:20
11:30〜11:40
11:50〜12:00
9:00〜 9:10
9:20〜 9:40
9:50〜10:00
10:10〜10:20
10:30〜10:40
10:50〜11:00
11:10〜11:20
12:40〜12:50
13:00〜13:10
13:20〜13:30

会
場
瓜生原公会堂
八幡神社前(日上)
福岡会館(横山)
大谷公会堂
一方公会堂
井口公会堂
津山口下公会堂
徳守会館
佐良山農業研修施設
院庄公民館
西部地区小体育館(院庄)
高野神社(二宮)
松原中公会堂(二宮)
西陵団地コミュニティハウス
城西公民館
中島西公会堂
日本原公会堂
川東公会堂
大吉公会堂
大岩公会堂
西村公会堂(市場)
市場公会堂
案内公会堂(大吉)
菅井正隆氏宅前(羽賀)
久本公会堂
近長公会堂
広野公民館
福井公会堂
下野田公会堂
上野田公会堂
西ノ山公会堂(上野田)
西杉宮公会堂
杉宮公会堂
中村公会堂
坂上公会堂

合併処理浄化槽設置補助金
■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。
補助対象地域 全市域（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27年度：参考）

※平成28年度の補助金は国の基準額決定後、お知ら
せします

11
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選考方法 申し込み多数の場合は公開抽選により決定
受付期間 ４月１日㈮〜５月２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、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

料金 新規登録3,000円、予防注射2,800円（注射代＝2,250円+注射済票交付手数料＝550円）
月日
4/9
㈯
4/10
㈰

4/12
㈫

4/13
㈬

4/14
㈭

時 間
13:40〜13:50
14:00〜14:10
9:00〜 9:15
9:25〜 9:35
9:45〜09:55
10:10〜10:25
10:40〜10:55
11:10〜11:40
11:55〜12:15
9:00〜 9:10
9:20〜 9:30
9:40〜 9:50
10:00〜10:10
10:20〜10:35
11:00〜11:10
11:20〜11:40
13:00〜13:10
13:20〜13:40
9:00〜09:15
9:30〜 9:40
9:50〜10:00
10:10〜10:20
10:30〜10:45
11:00〜11:10
11:20〜11:30
12:45〜13:00
13:15〜13:30
13:40〜13:50
14:00〜14:15
9:00〜 9:10
9:20〜09:30
9:40〜 9:50
10:00〜10:20
10:30〜10:40
10:50〜11:00

会
場
安井公会堂
安井二公会堂
野介代公会堂
高杉団地公会堂(押入)
飯綱公会堂(川崎）
林田北町遊園地(林田)
林田山根公会堂
市役所東側入口
美作保健所(椿高下)
山形公会堂
東畝公会堂(新野山形)
西上公会堂
西中上公会堂
西中下公会堂
原公会堂
勝北支所駐車場
西下公会堂
上村公会堂
奥津川公会堂
三浦公会堂
八代公会堂(吉見)
吉見集会所
堀坂公会堂
清泉公民館
綾部東公会堂
成名公民館
高倉公民館
高野山西農業研修施設
高野山西３区公会堂
大篠公民館
高田公民館
高田神社前
上横野農村公園
矢野集会所(上横野)
奥谷バス乗場(上横野)

月日
4/14
㈭

4/15
㈮

4/16
㈯

4/17
㈰

4/18
㈪

時 間
11:30〜11:40
13:00〜13:10
13:20〜13:30
13:50〜14:00
14:10〜14:30
9:00〜 9:10
9:40〜 9:50
10:10〜10:20
10:35〜10:50
11:10〜11:30
13:00〜13:10
13:20〜13:35
13:50〜14:00
14:10〜14:20
9:00〜 9:30
9:40〜 9:50
10:00〜10:15
10:30〜10:45
11:00〜11:10
12:30〜12:50
13:00〜13:10
9:00〜 9:20
9:30〜10:00
10:10〜10:40
10:50〜11:10
11:20〜11:40
11:50〜12:00
9:00〜 9:20
9:30〜10:00
10:20〜10:50
11:10〜11:30
11:40〜12:00

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

４月からごみの分別と出し方が変更になります
■環境事業課業務係☎22‑8255、環境事業課３Ｒ推進係☎32‑2203、または各支所・出張所担当課
４月１日から、ごみ処理の方法が全市で統一され、ごみの分別方法や出し方が変わります。ごみの分別方法
や出し方について、詳しくは『広報つやま平成27年10月号』に折り込みの『ごみの分別・出し方ガイドブッ
ク』と『ごみの分別・出し方ポスター』で紹介していますので、参考に
してください。
なお、現在使用中の指定ごみ袋が４月以降もお手元に余った場合でも、
引き続き使用できます。
当ガイドブックは次の場所にも設置していますので、皆さんご利用く
ださい。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
『ごみの分別・出し方ガイドブック』と『ごみの分別・出し方ポスター』設
置場所
環境事業課業務係（市役所４階）、環境事業課３Ｒ推進係（久米支所）、
環境生活課（市役所１階１番窓口）、各支所・出張所担当課
ポスター
ガイドブック
2016.4
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あなたの子育て応援します「特別保育」

新しい幼稚園の設置場所が決定しました（平成31年度開園予定）

■こども課幼児教育係☎32‑7028
市では、子どもの健やかな心身を育むための取り組みや、保護者が子育てをしやすい環境づくりを進めてい
ます。保育所（園）での「特別保育」のうち、一時預かり保育、病児保育、地域子育て支援センターの取り組みに
ついて紹介します。ぜひ、ご利用ください。

保育所
（園）での一時預かり保育

平日の場合
保護者が用事で保育できない時、休息したい時な
どに子どもを預かります。
対象 おおむね生後６カ月〜就学前の子ども
利用条件 原則週３回、月12回まで（半日の利用で
も１回とする）
料金（基本保育時間：午前８時30分〜午後５時）
区分
半日
１日
３歳以上
３歳未満

1,300円
1,600円

1,800円
2,100円

休日の場合
日曜日・祝日に保護者が、用事や仕事で保育がで
きない時に預かります。
料金 日額2,200円 ※弁当が必要です
■一時預かり保育の申し込み先（50音順）
保育所
（園）名
院庄
大崎
加茂
久米
作陽
勝北風の子
城西
城北
総社
高野
高野第二
田邑
津山
東津山
福岡
やよい

電話番号
28‑2475
26‑4977
42‑3027
57‑2501
22‑4446
36‑8844
22‑2408
23‑0353
23‑8233
26‑1037
26‑4368
28‑2729
22‑3376
26‑2100
22‑8053
23‑0306

平日
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

休日

病児保育

保育所（園）や小学校（３年生以下）に通っている子
どもが、病気のため登園や登校ができない時に、子
どもを預かります。
ところ こどもデイケアルーム「さくら」
（ 河原内
科・松尾小児科クリニック内：二宮）
時間 診療日の午前９時〜午後５時（土曜日は午後
４時まで）
料金 １日2,000円（食費400円別途要）
登録方法 こども課または「さくら」で登録する
（年度更新が必要）
利用方法 前日までに「さくら」に電話で申し込む
※日曜日・祝日･年末年始・小児科休診日は休み

○

○

地域子育て支援センター
取り組み内容 育児相談、保育所（園）の解放、地域
の子育てグループへの出前保育 など
■すこやか子育て相談センター（一宮保育所内）
月〜金曜日 午前10時〜午後４時
☎27‑2241
■やよい子育てセンター（やよい保育園内）
月〜土曜日 午前８時30分〜午後５時 ☎23‑8382
■勝北こども園子育て支援センター（勝北風の子こども園内）
月〜金曜日 午前９時〜午後４時
☎36‑5115
■地域子育て支援センター（久米保育所内）
月〜金曜日 午前９時〜午後４時
☎57‑2501

申請受け付け開始します「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）」
■ 臨時福祉給付金対策室（市役所２階）☎32‑7004
低所得の高齢者の生活を支援するため「年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）」を支給します。４
月14日㈭から受け付けを開始しますので、お忘れのないよう申請してください。
対象 平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者（次の①〜④を満たす人）のうち、平成28年度中に65歳以上
になる人（昭和27年４月１日以前生まれ）
①平成27年１月１日現在で津山市に住民登録されている②平成27年度分市民税均等割が非課税③市民税課税
者に扶養されていない④生活保護制度の被保護者でない
支給額 １人につき３万円
申請期間 ４月14日㈭〜７月14日㈭
申請方法 ４月中旬から支給対象と思われる人に対し送付される申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封
筒を使って郵送する、または次に掲げる提出先に直接提出する
直接提出する場合のところ・とき 市役所２階大会議室＝４月14日㈭〜22日㈮（16日㈯・17日㈰含む）午前
８時30分〜午後５時15分、市役所２階203会議室＝４月25日㈪〜７月14日㈭の平日午前８時30分〜午後５
時15分、各支所・出張所担当課＝４月14日㈭〜７月14日㈭の平日午前８時30分〜午後５時15分
支給開始時期 ５月中旬以降（予定）
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市では、平成27年５月に策定した「津山市立教育・保育施設再構築計画」で、津山地区（旧津山市内）の市
立幼稚園12園を廃止し、新しい市立幼稚園２園を建設することとしていました。これを受け、鶴山通りを中心
線とした東西でエリアを設定し、その中で多くの候補地を検討した結果、次の２カ所を建設予定地として決定
しました。
西エリア：二宮地内（現二宮幼稚園・二宮公民館の敷地内） 東エリア：高野本郷地内（高野小学校の南西約300m）
高野小学校

高野跨線橋

国道179号
市道 新錦橋押入線

予定地

河原内科・松尾小児科クリニック☎28‑5570

地域子育て支援センターでは、次のような取り組
みを行っています。
○

■こども課こども政策係☎32‑2179

高野第二公園

向陽小学校

ＪＲ姫新線

予定地

国道53号
（津山バイパス）

選定ポイント
●二宮公民館との複合施設として現在の敷地内で整備す
ることで、施設の有効活用や園児と地域住民との交流
を図ることができる
●近隣に小学校や保育園があり、保幼小連携の取り組み
を進めやすい
●国道179号や国道53号（津山バイパス）からのアクセ
スが良く、通園の利便性が高い

線
美
因
Ｒ
Ｊ

選定ポイント
●近隣に高野第二公園があり、園外活動の場として有効
活用を図ることができる
●近隣に小学校や保育園があり、保幼小連携の取り組み
を進めやすい
●市道新錦橋押入線や国道53号からのアクセスが良く、
通園の利便性が高い

新しい保育所の名称決定「津山市立みどりの丘保育所」
■こども課こども政策係☎32‑2179
市では、グリーンヒルズ津山（大田）敷地内に建設中の新しい保育所の園名を平成27年12月に募集したとこ
ろ、90人の方々から65名称の応募をいただきました。これをもとに、新施設園名選考委員会で選考し、市で検
討した結果、新しい保育所の名称を「津山市立みどりの丘保育所」に決定しました。
決定した名称の応募者 飯田員章さん（横山）、水島健さん（大田）
（50音順）
決定理由 この名称には、「みどりいっぱいの明るく豊かな環境の中で、子どもたちに元気でたくましく遊
び・学び・育ってほしい」という思いや、「さ
まざまな世代から親しまれ、身近な存在として
親しまれる保育所であってほしい」という願い
が込められていて、選考基準にふさわしいと認
められたため
工期 平成27年９月18日〜平成28年９月30日
（予定）
開園時期 平成28年秋以降（予定）
「津山市立みどりの丘保育所」完成予想図

2016.4
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■〒708‑8501津山市山北520教育総務課（市役所東庁舎２階）☎32‑2112

２０２９
‐

に助成があるといいですね︒
市長 １ 歳 か ら 中 学 ３ 年 生 ま で の 接
種への助成を考えています︒
参加者 ３歳児健診の後に︑小学校に
入るまでに新たな健診を設け︑授業を
落ち着いて受けられるかどうかが心
配な子どもたちへ︑早期支援を行うこ
とができないかと思っています︒
市長 全国的に専門の見立てができる
医師が少ないといわれています︒市
では︑４〜５歳児を対象に︑発達課題
に焦点を当てたアンケートを実施し︑
その結果を見て︑園児や保護者︑幼稚
園︑保育園︑保健師の間で相談の場な
どを作っていきたいと考えています︒
参加者 市で看護師を採用し︑保育園
で園児が急病になった時に派遣する
という制度があればいいと思います︒
市長 現在は︑医療機関で病気の子ど
もをお預かりする病児保育も実施し
ていますので︑活用していただけたら
と思います︒
参加者 子どもを看護するための休
暇の取得について︑各企業へ働き掛け
てみてはいかがでしょうか︒
市長 企 業 へ の 訪 問 や 啓 発 講 座 の 開
催を行う中で︑今後一層の働き掛けを
していきたいと思います︒

■秘書広報室☎

市民と市長のふれあいトークを開催しました

津山市教育振興基本計画検討委員会委員を募集します

第３子以降の保育料無料化とイン
フルエンザ 予防接種 の助成は︑平
成 年度から実施します

防犯カメラ設置費補助金

英一さん（高野山西）
幸子さん（西中）
譲さん（国分寺）
憲光さん（川崎）
美佐穂さん（北園町）
雄基さん（山北）

市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進し、地域の自主的な防犯活動を支援するため、犯罪発生
の抑止や早期解決に有効な防犯カメラの設置費補助事業を行っています。
対象 町内会または町内会の連合組織
対象経費 防犯カメラの購入および設置工事に要する経費
補助額 対象経費の
10分の９以内（上限
30万円）
※申請案内を４月中に
町内会長宛てに発送
します。申請方法な
ど、詳しくはお問い
防犯カメラを設置することで犯罪の抑止につながります
合わせください

紹介をしたいと思っています︒報道
機関にも取り上げてもらえるよう︑
橋渡しをしたいですね︒
参加者 ボランティアのメンバーの
大半は高齢者ですが︑元気な人が多く︑
ボランティアをすることで津山市を
もっと元気にしたいと思っています︒
さらに︑たくさんの人に参加してほし
いので︑退職後︑やりたいことを探し
ている人などがいれば︑ぜひ︑一緒に
活動してもらいたいですね︒
市長 ボランティアに参加する人が
増えるといいですね︒活動される皆さ
んが本当にさまざまな場所で活躍す
ることができ︑津山が福祉でつながる
まちになってほしいです︒
参加者 わたしたちの活動は︑行政の
手が届きにくい︑きめ細やかな部分を
担っていると思っています︒本当に手
を差し伸べてあげないといけない人
に知ってもらうことが必要です︒
また︑今後は︑さまざまな団体とも
交流しながらＰＲしていきたいです︒
先日︑私は民生委員の会合に参加して
サークルの紹介をしてきました︒民生
委員の皆さんが︑会合で得た情報を地
域に持ち帰り︑さらに紹介してくれる
とうれしいですね︒
市長 今の社会の中で︑ボランティア
の皆さんのように支えてくださって
いる人がたくさんいるということを︑
市民の皆さんに伝えたいですね︒
また︑市の職員約８９０人が︑ボラ
ンティア団体の活動を常に頭に入れ︑
仕事で連携していける体制づくりも
考えていきたいと思っています︒

■環境生活課くらし安全係（市役所１階１番窓口）☎32‑2056

津山市社会福祉協議会 ︵以下︑社協︶
に所属するボランティア交流会の皆
さんと市長が︑ボランティア活動につ
いて意見交換を行いました︒
参加者 わ た し た ち の 交 流 会 の 中 に
は サークルあり︑約３６０人が活動
しています︒子育て支援をはじめ︑人
形劇︑障害者・高齢者の支援など︑そ
の内容は多岐にわたります︒
市民の皆さんから︑活動内容がわか
らないと言われるので︑さらにＰＲが
必要だと思っています︒ＰＲの支援を
市や社協にお願いし
たいです︒
市長 ボランティア
の皆さんの日ごろの
活動に感謝していま
す︒ぜひ︑ＰＲのお
手伝いをしたいと思
います︒現在は高齢
者でもフェイスブッ
クを利用する人が増
えているので︑社協
から情報をいただき︑
まずは︑市のフェイ
スブックでサークル

齋藤
神田
智和
山﨑
船木
黒田
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参加者

津山市保育園父母の会連合協議会の
皆さんと市長が︑子育て支援について
意見交換を行いました︒
歳未満の子どもを３人以
参加者
上扶養している家庭などで保育園に
同時入所していない場合でも︑第３子
以降の保育料を無料にするなど︑経済
的支援を求める保護者が増
えています︒
市長 市 で は ︑ 最 年 長 児 の
年齢制限を無くし︑第３子
以降の保育料を無料にするこ
とを考えています︒
参加者 中学３年生までの
入院︑通院にかかる医療費
の自己負担が無くなるとい
いですね︒
市長 適正受診も考慮し︑
さらに効果的な支援策を考
えていきたいです︒
歳未満の子ども
参加者
のインフルエンザ予防接種
28

雅憲さん（大篠）
裕史さん（河辺）
有希子さん（中島）
良治さん（大吉）
武俊さん（加茂町楢井）
崇さん（沼）
早瀬
山下
田渕
竹内
山口
竺原

参加者

市では、市民主体のまちづくりを推進するため、「公募提案型協働事業」を募集しています。この事業は、
地域が抱えるさまざまな課題を解決するために、市民活動団体や事業者などと市が協力して実施していくもの
です。
平成27年度事業報告会
応募期間 ４月１日㈮〜18日㈪
平成27年度に実施した事業の報告会を
採択事業数 ８事業程度 補助金額 １件20万円以内
開催します。まちづくりに興味のある人
応募方法 協働推進室に備え付けの提案書の様式（市ホームペ
は、お気軽にご参加ください。
ージから印刷可）に必要事項を記入し、①団体の規約や会則
とき ４月15日㈮午後６時30分〜
②総会資料③活動内容が分かる資料を添えて、直接または郵
ところ 津山市コミュニティセンターあ
送で申し込む
いあい（井口）
選考方法 書類審査と公開プレゼンテーション
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とき ２月16日㈫
テーマ
ボランティア活動

■〒708‑8501津山市山北520協働推進室（市役所3階）☎32‑2032

とき ２月９日㈫
テーマ
子育て支援について

18

第24回

市では、平成28年度に教育振興のための施策に関する基本的な計画「津山市第２期教育振興基本計画（仮
称）」を策定するため、教育振興基本計画検討委員を募集します。
応募資格 津山市の教育振興に関心と見識があり、検討委員会（平日昼間開催）に
出席できる平成28年4月1日現在で20歳〜70歳の市内在住の人
※市の他の審議会などの委員をしている人は除く
募集人員 １名
任期 委嘱日から計画策定の日まで（年間７回程度）
※ただし、最長平成29年３月31日まで
報酬 日額7,100円
応募方法 任意の様式に①住所②氏名（ふりがな）③生年月日④性別⑤電話番号⑥
職業または勤務先を記入し、「津山市の教育で大切にしたいこと」をテーマとし
た小論文（400字詰め原稿用紙１〜２枚程度）を添えて、郵送または直接提出
応募期間 ４月11日㈪〜25日㈪必着
選考方法 書類審査
※選考結果は、応募者全員に郵送で通知します
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地域チャレンジ公募提案型協働事業を募集します
第23回

リオ五輪での目標を教えてください
出場するからには金メダルを狙いま
す︒自分の実力を発揮すれば︑良い結
果につながると信じているので︑しっ
かりと自信を持って挑むため︑開催ま
での残された時間を有意義に使い︑精
神面・身体面ともに万全の状態で大会
を迎えられるよう︑調整していきたい
です︒
津山の皆さんにメッセージを
わたしは津山の自然の中で育ち︑米
や野菜などの良質な食材を食べてきた
ことで︑今の自分があることに感謝し
ています︒わたしの五輪出場をきっか
けに︑ライ
フル射撃競
技のことを
多くの人に
知ってもら
いたいです︒
皆さん︑
応援よろし
くお願いし
ます︒
和洋女子大学主催
第13回競書大会

文部科学大臣賞

大東文化大学主催
第57回全国書道展

外務大臣賞

リオオリンピックで
金メダル獲得を狙う！

五輪出場を決めたアジア予選での心境は？

ライフル射撃を始めたきっかけは？
大学に進学したら新しいスポーツを
始めたいと思っていた時︑学内にライ
フル射撃部があることを知り︑入部し
ました︒今まで水泳やバレーボール︑
スキーなど︑いろいろなスポーツに打
ち込んできたので︑ライフル射撃もそ
れと同じように自然とのめり込んでい
きました︒
ライフル射撃競技は︑体がぶれない
体幹の強さが重要なので︑幼少期から
のスポーツ経験で得た幅広い運動能力
が今に生きていると感じています︒

オリンピック出場枠を獲得したいと
いう気持ちが前面に出てしまうと︑余
計な力が入ってしまうと思ったので︑
﹁ こ の 大 会 で 自 分 の 実 力 を １０ ０ ％ 発
揮すること﹂だけに集中して挑みまし
た︒優勝した瞬間︑
チームスタッフが泣
きながら一緒に喜ん
でくれたことがとて
も嬉しかったです︒
五輪出場を決め、チームスタッ
フと喜びを分かち合う岡田さん

リオデジャネイロ夏季五輪
ライフル射撃競技出場内定選手

岡田 直也さん（下田邑）
平成27年５月に日本代表初
選出。平成28年１月にインド
で開催された五輪アジア選
手権で、自身が持つ日本記録
を更新して優勝し、岡山県勢
第１号でリオ五輪出場の切符
を手にした。現在は岡山商科
大学射撃部監督も務める。
津山工業高校、大阪 産業大
学出身
身長185cm、体重75kg、25歳

働き女子応援講座「幸せの種のみつけ方
ハッピーコミュニケーション体験」
２月７日津山男女共同参画センター
「さん・さん」

本多香琳さん

（中道中３年生）

平成27年11月に開催された全国公募の書道展
で、市内の書道教室「書道創言会」
（川崎）
に通う２
人が優秀な成績を収めました。
本多さんは「墨の濃淡を使って、遠近法を意識
して書いたことが評価されてうれしいです」、髙
山さんは「切れのある字を書くよう気を付けまし
た。納得のいく字が入賞してとてもうれしいで
す」と、それぞれ喜びを語ってくれました。

２月28日、津山文
化センター（山下）で、
津山市連合町内会創立60周年・合併
10周年記念式典が開催され、44支部365町内会など
から約800人が参加しました。石破茂さん(地方創生
担当大臣)による記念講演では、
「津山には、お城、庭
園、博物館、洋学、鉄道など津山にしかないものがいっ
ぱいある」と力強く語られ、出席者らは津山のまちづく
りに思いを巡らせながら熱心に聴き入っていました。

選挙権年齢の引き下げについて考える
津山市選挙管理委員会 選挙啓発出前授業
２月11日、美作大学で、同大学に通う１年生約
350人を対象にした選挙啓発の出前授業を行いま
した。山﨑直也さん（総社）は「わたしたちが選挙
権を行使できる日が着実に近づいていることを実
感し、選挙についてとても関心が高まりました」
と話してくれました。

ブランド化を目指して
つやま和牛魅力創造シンポジウム
２月６日、美作大学(北園町)で、つやま和牛の魅力
について考えるシンポジウムが開催されました。牛肉
料理の試食会に参加した大 雅惠さん（久米川南）は
「和牛に興味を持っている孫と一緒に来ました。多く
の人につやま和牛の魅力を知ってもらいたいですね」
と話してくれました。

イベンE V E N
トイン T
タビュ
ー

瀬畑史子さん（東一宮）

髙山葉名さん

津山市連合町内会創立60周年・合併10周年記念式典

第31回夏季オリンピック
とき ８月５日㈮〜21日㈰
ところ リオデジャネイロ（ブラジル）

とても寒い日でしたが、参
加すると心と体がほっと温
まる内容だったので、良い
気分になりました

（林田小５年生）

次の10年に向けて更なる躍進

心ゆたかに生き生きと
第35回中央公民館文化祭

狂言とオペラの絶妙な融合
津山文化センター開館50周年記念事業

２月27日・28日、中央公民館（大谷）で、毎年恒
例となる文化祭が開催されました。自主サークル
による作品展示や絵手紙・将棋・切り絵体験コー
ナーをはじめ、コーラスグループや保育園児によ
るステージ発表など、多彩な催しが行われ、参加
者らは思い思いに楽しんでいました。

２月23日、津山文化センターで、同館の開館50
周年を記念する公演が行われました。家族と訪れ
た山岡弘幸さん（山北）は「分かりやすい言葉遣い
で、笑いをたくさん盛り込んだ狂言だったので、
とても楽しめました」と話してくれました。

「狂言風オペラ2015 コジ・ファン・
トゥッテ」

仕事と家庭を両立させる上
で、男性目線だけでは気付け
ないことがたくさんあるとい
うことを、しっかりと認識し
ておく大切さを学びました

森原大裕さん（中国銀行津山支店勤務）

講演会「男性のワーク・ライフ・バランス
〜男女ともに輝ける社会へ〜」
２月21日津山男女共同参画センター
「さん・さん」
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