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未来につなぐ緑の財産
津山の秋祭り
市政だより（健康チェックしませんか 集団健（検）診・
特定健診（簡易版）ほか）
ふぉとるぽ
けいじばん
あの頃の津山
きらめく津山人

森林が、木の根を張って
しっかりと土をつかまえる
ので、山が崩れにくく、ま
た、枝や葉、地表を覆う下
草などによって、山から土
を流れ出しにくくします。

森林が、降った雨を土中
に浸み込ませるので、大雨
の時でも洪水になりにくく、
川にきれいな水をゆっくり
と供給しています。

森林の植物が光合成する
ことで、大気中の二酸化炭
素を吸収して体内に蓄え、
酸素を放出します。このた
め、地球温暖化の防止に貢
献しています。

産物を供給する

美しい景観や森林空間は、わたしたちの心と
体に安らぎを与える場となります。

キノコや山菜などの林産物を供給し
ます。

雨水を土壌に蓄え
河川の急な増水を防ぐ

野生動物の
生息・生育の場

す

森林は、さまざまな生
き物の生息や生育の場と
なっています。

出典：政府広報オンライン

手入れされず放棄される
森林が増えてきている

課題
現状と

津山市の総面積（50,636ha）の割合

ha

緑の危機に立ち向かう
新たな森づくりがスタート

その他
9,250ha
18.3％

日本は世界有数の森林国で︑森林面積は国土面
積 の ３ 分 の ２ に あ た る 約 ２５ ０ ０ 万 あ り ︑ 本 市
で も 面 積 の 約７ 割 を 森 林 が 占 め て い ま す ︒
現在︑山間地域の過疎化や高齢化の進行︑林産
物の供給などで森林を支えてきた林業や木材関連
産業の低迷などにより︑津山市の森林は︑放棄さ
れて荒廃が進むなどの事態が生じています︒
また︑間伐をして山林の手入れをしても︑間伐
材の出荷に多額の費用がかかり︑採算が合わない
ことから︑何十年もかけて育てた木材を山林内に
放置せざるを得ない状況です︒
整備が十分に行われていない森林や︑まったく
手入れされずに放棄される森林が増えてきている
ため︑土砂災害の防止など︑森林が持つ多面的機
能の低下が危ぶまれています︒

森林面積
35,416ha
69.9％

上図のような︑森林が有する多面的な機能を持
続的に発揮させるためには︑森づくりに関する施
策やその取り組みを︑総合的・計画的に実施して
いく必要があります︒
また︑先人が木を植え︑育て上げ︑わたしたち
に託した豊かな森林環境や森林資源を次世代に引
き継ぎ︑豊かで住み良い地域づくりを進めること
が大切です︒
本市では︑津山市森づくり条例に基づいて﹁津
山 市 森 づ く り 基 本 計 画︵ 平 成 年 度 〜 年 度 ︶﹂
の前期実行計画︵平成 年度〜 年度︶を策定し︑
長期展望に立った森づくりの推進や木材の循環利
用の促進︑森づくりや林業を担う人材育成の推進
などに取り組んでいます︒
今後は︑森林が市民共有の﹁緑の財産﹂である
ことをすべての人に理解していただき︑市民の皆
さんや森林を所有する人たち︑行政などの関係者
き
が一体となって︑﹁伐って︑使って︑植えて︑育て
る﹂という林
業の本来の循
環を取り戻せ
るよう︑さら
なる森林の整
備や林業・木
材産業の振興
など︑森林を
守る取り組み
を継続して実
践していきま
しょう︒
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阿波地内の山林

暮らしに潤いをもたらす

農地用面積
5,970ha
11.8％
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キノコ、山菜などの
林産物を供給
川や海の
生き物を育む

けて

緑 の財産

野生動物の棲みかとなる
水を安定して
供給する

解決に向

未来 につな ぐ

地球温暖化を防ぐ

森林は良質な空気や水を生み出す源であり︑人々の暮らしを支え︑
動植物を育んでいます︒
月は森づくり月間です︒緑の財産である森林を未来につなげる
ため︑皆さん一緒に︑森林について考えていきましょう︒
森林課☎ ︲２０７８

土砂崩れを
防ぐ

緑の恩恵

水を蓄え、洪水を防ぐ

わたしたちの暮らしは︑
次のように森林に支えら
れています︒

木材を供給する
木材を
供給する
土砂の流出を
防ぐ

10

二酸化炭素を吸収し
酸素を供給する
水を育む

役割
森林の

土砂災害を防ぐ

資料：平成25年岡山県森林・林業統計、
平成25年岡山県農林水産統計年報
岸本昌義

津山市森林課長

森林は、再生可能な資
源である建築資材や家具
などの材料になる木材を
生産します。
安らぎを
与える

特集

未来につなぐ緑の財産
特集

﹁緑の財産﹂である津山の森を守るための思いを︑津山市森林組合︑森
林所有者︑林業事業者の３人にお聞きしました︒
また︑木の苗を植えて森
林づくりをしていくことも

3.8％

林業の作業環境の整備が急がれる

1,195ha

重要です︒伐った後に植え

その他

る苗木は︑針葉樹林である

3.3％

わたしは山林で木を植え︑育てて守る仕事を請け

629ha

負っています︒近年︑親から引き継いだ山林の境界

35.1％

ヒノキを主体に行いますが︑

11,062ha

が分からないという人が増えてきたと感じています︒
揮していくために有用なクヌギやケヤキ︑ヤマザ

天然林

森林の多面的機能を十分発
クラなどの広葉樹の植林も大切なので︑針葉樹林

0.3％

き

て出荷しようと現地を確認した際︑自分が所有して
と広葉樹林の混合林や広葉樹林を造成していくこ

61ha

年ほど経過したので︑伐り出し

いる山林の境界が分からず︑隣接している所有者に
とも必要と考えています︒

61.1％

〜

尋ねても境界が分からなかったという事例をよく耳
19,251ha

植林した木が

にします︒境界を分かり易くするために境の印とす
る境木を植えていても︑山を手入れしていないため︑
境木が枯れてしまって目印が分からないという状況
もあります︒今後このような状況が増えてくると︑
将来︑非常に困ると思われます︒
森林を適正に整備・保全するためには︑人工林の
現状を把握した上で︑森林所有者の意向を確認し︑

もう

私有林
市有林
公社造林
国有林
官行造林地
県有林
公団造林地
機構造林地

﹁儲かる林業﹂へ

計画的に間伐などを進める必要があります︒そして︑
木材の生産性を向上させるためには︑植林や間伐な
どの森林施業の集約化に併せて︑間伐や小面積の皆
伐︑再造林をするための森林作業道路網の整備など
戦後に植林した木が大きくなり︑木材搬出量の増

が必要です︒
加が見込まれるので︑今後は既存の林道を軸に︑木
材の搬出機能などを目的とした基幹となる森林作業
網の整備を︑市と協力しながら行っていきたいと思
います︒

山を次の世代に引き継ぎたい

人工林

高性能林業機械を使用した作業

凡例

津山市森林組合 代表理事
組合長 西本健三さん（沼）
3.4％
659ha
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67.5％
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比率
他の針葉樹

面積

25.5％
スギ

4,912ha
ヒノキ

12,990ha

津山市内森林面積
（35,416ha）
の内、
民有林
（31,508ha）
の割合
比率
面積
種類
48,000

種類

資料：農林水産省大臣官房統計部「木材価格」

私有林所有者
川端啓二さん（高尾）

津山市の森林所有形態別位置図
わたしは︑森林を守り育てることに誇りを持っ
て取り組んでいます︒植えた木が大きくなるまで
長い年月が必要で︑根気のいる作業もあります︒
近年︑外国産材の輸入や住宅の建築戸数の減少
などにより︑木材価格の下落が著しく︑山での経
済活動が成り立たなくなってきました︒そのため︑
下刈りや間伐など︑山の管理に費用をかけても︑
それに見合う収入が期待できないので︑山を放棄
する人が増えています︒
その中で︑ドローン︵無線操縦航空機︶やレー
ザー測量など新しい機材を活用して︑山の管理を
放棄している個人所有者に︑自分の所有している
山の現状を知ってもらい︑間伐などの施業の集約
化を働き掛けていきたいと思っています︒
また︑施業を集約することで︑高性能な林業機
械を効率良く活用できるので︑低コスト化が図れ
るようになります︒多くの人が山を手入れでき︑
山の所有者に少しでも多くの利益がもたらされる
仕組みを作っていきたいですね︒

そま

54,500 52,800

43,100
57,500 40,600

50

わたしは︑代々引き継いできた山林を大切に育て
ています︒木や山に愛着を持って保育や間伐などの
手入れをやってきました︒
以前は︑木の枝葉を燃料として炊飯や風呂沸かし
をするなど︑山と生活が密接に結びついていました︒
まき
農閑期には来年の燃料となる薪の採取で山に入り︑
里山も整備されていましたが︑電気やガスの普及に
よって薪が不要となり︑次第に山の管理が行き届か
なくなってきました︒
現在︑自宅には薪ストーブがあります︒田畑の日
陰になったり︑ヒノキの育成を阻害したりするよう
な雑木を薪として伐り出して利用しています︒その
ストーブの炎の揺らめきを見ながら︑﹁山の木の価
値が見直される時代になってくれれば良いのに﹂と︑
よく考えます︒

株式会社杣 代表取締役
株式会社杣
内田雅章さん（加茂町原口）

津山市内人工林の樹種別資源の内訳

木材価格の推移（単位：円/㎥）

40

木を育てて出荷するまでに約 年かかります︒代
々大切に守り育てられた山を︑次の世代に引き継ぎ︑
恩恵を感じながら︑木を植えて伐って使うサイクル
を維持してもらいたいです︒
50

70,200
スギ中丸太
ヒノキ中丸太

津山 の森 をみんな で守る
ビュー

インタ
未来につなぐ緑の財産
特集

地域材 を活用

平成 年に︑阿波地区の﹁あば温泉﹂に木質バ
イオマスボイラを導入しました︒燃料となる木質
チ ッ プ の 供 給 は︑﹁ あ ば 木 の 駅 プ ロ ジ ェ ク ト ﹂ に
より間伐材などの林地残材を地元住民で協力して
搬出してチップ化し︑ボイラ燃料とする取り組み
を行っています︒間伐材など︑森林環境の整備の
過程で余った木材を利用して︑温泉を温めるとい
うエネルギーの地域循環を目指しています︒

国際的な木材取引においては︑森林認証を受ける
ことが標準となりつつあります︒林業の成長産業化
を推進するためには︑森林認証を受けた木材の安定
的な供給体制を構築することが必要であるため︑市
では︑関係機関と連携して森林認証を取得しました︒
森林認証とは︑持続可能な森林経営を支援する制
度で︑責任ある森林管理のために一定の基準を満た
した林業経営によって︑森林の加工流通を管理する
団体に与えられる認証です︒今後も森林所有者や木
材生産から加工流通に至る関係者を対象に︑関係機
関と連携して普及セミナーを行うなど︑認証取得面
積の拡大を図り︑認証製品の供給体制を構築して地
域材の需要拡大を図っていきます︒
また︑今年８月にリオデジャネイロ︵ブラジル︶
で行われたオリンピッ
ク で は︑ 各 施 設 な ど の
建設に認証木材が使用
さ れ て い ま し た︒ ２０
２０年に開催される東
京オリンピックでも認
証木材を使用する内容
が盛り込まれているの
で︑ 美 作 材 の 品 質 の 良
さをアピールしていき
ます︒

持続可能な森林経営が認められ
ました

まちづくり

した

木質バイオマスボイラ

木質バイオマスで温泉を温める

木質チップ

市では︑地域の木材を使用して施設を整備したり︑木質バイオマスを利用して温泉の湯を温めたりす
るなど︑木材を活用した新たな取り組みを進めています︒

公共施設に美作材を使用
新しい清泉公民館の建物は地域材を多く使用し
た木造平屋建てで︑建物の外観は地域のシンボル
であるＪ Ｒ美作滝尾駅︵登録有形文化財︶をイメ
ージして作られていて︑内装も壁や梁 などに木目
が見え︑木のぬくもりが感じられる建物になって
います︒
利用者からは﹁玄関に入るとヒノキの良い香り
がする﹂
﹁懐かしい香りがする﹂
﹁木目がきれい﹂
﹁心が落ち着く﹂という感想が聞かれます︒地域
の生涯学習の拠点としての利用が期待されます︒

工した

美作ヒノキの商品名が！

新たな需要を開拓したい

美作材 を世界 に売り込め！

今年８月に新たに竣
清泉公民館

17

美作材の質の良さをＰＲし︑新たな需要を拡大するため︑韓国にアンテナショップを開設しました︒

ソウル

韓国

来店者も興味津々

森林認証を取得した市内の森林

あば温泉

19

美作材輸出振興協議会では︑各関係機
関と連携し︑美作材の新たな販路を拡大
ソンナン
するため︑韓国城南市にアンテナショッ
プを開設しました︒韓国では︑住宅など
の建物に木材を利用することが多いので
すが︑自国の木材生産量が少なく︑輸入
材に頼っているという現状があります︒
このアンテナショップを通じて美作材
の品質を知ってもらい︑利用してもらう
ことで新たな需要の拡大が期待されてい
ます︒

美作材展示品

ールス！
津山市長自らトップセ

20

美作材輸出振興協議会長
木下恒久さん（上田邑）

定期的に利用している
「生命の貯蓄体操」の皆さん
清泉公民館廊下

森を
森を
プン
ンテナショップをオー
８月９日韓国にア

美作材輸出振興協議会は︑低迷する県北地域の木
材産業を守るため︑製材や建具︑家具メーカーなど
社が加盟して平成 年９月に発足しました︒現在︑
韓国のアンテナショップで高級内装材のほか︑ヒノ
キ製のベッドやテーブル︑学習机など家具約 点を
展示販売し︑美作材の販路開拓に取り組んでいます︒
韓国では︑ヒノキの香りで精神的ストレスが緩和
し︑集中力が高まるとされ︑マンションの内装や子
どもの勉強部屋を総ヒノキにする家庭もあるほど︑
ヒノキの人気が高まっています︒
今後は︑現地の職員と連携して︑韓国の市場調査
を行い︑建築会社や設計士に美作ヒノキの売り込み
を進め︑梁や柱といった住宅用構造材の輸出も増や
していきたいです︒
27

守
取り組 る
み①

守
取り組 る
み②
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森を

木 に親

岡山県産材を使用して建てられた
津山総合体育館弓道場

人

しむ

づくり

市や各団体では︑わたしたちに豊かさを与えてくれる森林に親
しみや理解を深める人を増やし︑利用促進を図るため︑さまざま
な活動に取り組んでいます︒

森に愛着を感じてほしい
おかやまの森整備公社では︑森林を身
近に感じ︑関心を持つ人を増やすため︑
年に２回︑間伐体験とネイチャーゲーム
︵森林体験学習︶を開催しています︒
実際に森の中に入り︑見たり触れたり
することで自然環境への理解を深めるほ
か︑丸太切り競争や工作などの体験を通
じて︑木を好きになってほしいと思って
います︒
こうした活動を通じて︑森林は木材が
採れる場所というだけでなく︑わたした
ちの生活に密接に関わっている場所なん
だということを理解してほしいですね︒

い ま︑ わ た し た ち が 豊 か な 木 々 に 触 れ た り︑ 使 っ た り で き る の は︑ こ
れまで先人たちが丁寧に植林し︑手入れをしてきてくれたおかげです︒
心の豊かさや快適な生活を与えてくれる木材を︑決してわたしたちの
世代で途絶えさせてはいけません︒

多くの人に山を好きになってほしい
山仕事に携わっていると︑四季の変化
を直接肌で感じることができます︒
秋の色づきや︑キノコ・山菜の生え始
めなどにいち早く気付くことができるの
で︑﹁ 自 然 と 対 話 で き る 喜 び ﹂ を 感 じ な
がら仕事をしています︒
す
しかし﹁山﹂は︑野生動物の棲みかで
あったり︑地すべりしやすい危険箇所が
あったりなど︑決して人間にとって優し
いだけの場所ではありません︒
こうした消極的な側面も理解した上で︑
山のありのままを受け入れることのでき
る林業の担い手が増えてほしいですね︒

﹁木づかい運動﹂を広めたい
行政や企業︑学校︑各家庭など
が積極的に国産材を使用する﹁木
づかい運動﹂を進めることで︑森
林を育てる資金が循環し︑地域経
済が活性化します︒
き
﹁ 伐 っ て︑ 使 っ て︑ 植 え て︑ 育
てる﹂という林業の本来の姿がよ
みがえり︑放棄されていた木々の
整備も進むと思います︒
健全な森林を育て︑次世代に残
していくため︑国産材を身近に取
り入れる﹁木づかい運動﹂に一緒
に取り組みましょう︒

地域材使用の補助金紹介

40

森に親しみ︑考えることは︑森林づくりの第一歩

とき
月 日㈯午前 時〜午後２時 分
ところ グリーンヒルズ津山︵大田︶
内容 基調講演︑苗木の無料配布︑木工教室︑木
材・木工製品・果樹の苗木の販売など
同実行委員会事務局︵津山市議会事務局内︶
☎ ︲２１４０
■森の学校
月 日㈰午前９時〜
とき
ところ 衆楽公園駐車場集合
内容 久米山︵神代︶で市内の小学生を対象に︑
野鳥や動植物の観察︑炭焼き体験などを行う
低炭素都市推進室☎ ︲２０５１

50

きき

30

10

身近にある豊かな森林を﹁ 伐伐って︑使って︑植えて︑育てる﹂︒この

15

30

林業の循環を取り戻すため︑わたしたちひとり一人ができることに取り

イベント紹介

30

10

森林に関するイベントに参加して︑木々に親し
んでみませんか︒
■森林を考える岡山県民のつどい

15

しむ子ど
もたち
で木と親
間伐体験

組み︑大切な﹁﹁緑の財産﹂﹂を未来につないでいきましょう︒

津山市森林課 主幹 甲本和彦

市では︑地域材の積極的な使用を推進し︑林業の振興
と地域経済の活性化を図るため︑市内に自ら居住するた
めの一戸建木造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︒
交付要件や申請方法など︑詳しくは市ホームページを
ご覧いただくか︑お問い合わせください︒
■新築 １戸当たり
地域材利用新築住宅補助金
万円または 万円
上乗せ補助金 三世代等補助金＝ 万円︑Ｊ ＡＳ材促進
補助金＝ 万円︑木づかい定住促進対策補助金＝ 万
円
■リフォーム １戸当たり
リフォーム補助金 ５万円︑ 万円︑ 万円のいずれか
上乗せ補助金 三世代等補助金＝ 万円︑木づかい定住
促進対策補助金＝ 万円
※三世代等補助金と木づかい定住促進対策補助金は併用
不可
森林課☎ ︲２０７８
10

32

22

27

問い合わせ先
23

津山市森林組合 職員
永緑浩平さん

10

32

11

おかやまの森整備公社 職員
石原誠大さん

津山市森林課︵市役所４階︶☎ ︲２０７８
津山市森林組合︵沼︶☎ ︲１２８３
おかやまの森整備公社︵二宮︶☎ ︲７７４４
美作材輸出振興協議会︵上田邑︶☎ ︲７７７７
28

10

32

32

28

守
取り組 る
み③

未来につなぐ緑の財産
特集
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東の大隅神社︑西の高野神社︑総鎮
み こ し
守の徳守神社の秋祭り︒日本三大神輿
の一つといわれる徳守神社の大神輿や︑
各町内から出動するだんじりを力強く
ひ
曳き回す姿が見どころです︒
とき・ところ
月 日㈰＝大隅神社︵上之町︶
月 日㈰＝徳守神社︵宮脇町︶︑
高野神社︵二宮︶
同実行委員会事務局︵津山商工会議
所内 山下︶☎ ︲３１４１

19

城東地区が歩行者天国となり︑時代
行列や芝居小屋などが催されます︒江
戸時代の装束で行列に参加しませんか︒
月６日㈰午前 時〜午後４時
とき
ところ 城東町並保存地区一帯
■仮装行列参加者 募集
参加費 無料
申込方法 ①氏名②住所③年齢④性別
⑤電話番号⑥仮装内容︵イメージ図︶
を︑作州城東屋敷に備え付けの申込
用紙︵実行委員会公式フェイスブッ
クページから印刷可︶に記入し︑郵
送またはファクスで申し込む
締め切り
月８日㈯
〒７０８︲０８３４津山市中之町
作州城東屋敷内城東むかし町実行委
員会☎
︲１３７８
10

桜や梅︑しだれ柳に模した高さ約３ｍ
の﹁花﹂を奉納します︒祭事の後︑花を

持ち帰ると１年間無病息災で過ごすこと
ができるといわれています︒
月 日㈰午後２時〜
とき
ところ 物見神社︵加茂町物見︶
加茂支所産業建設課☎ ︲７０３４

県指定重要無形民俗文化財

10

隠岐へ配流される後醍醐天皇が旧出雲街道を通る様子を再現
した時代行列です︒太平記の時代を思い起こさせます︒
とき
月 日㈰午前９時〜午後３時 分
ところ 佐良山小学校︵皿︶および県道押渕皿皿線沿線
佐良山公民館︵平福︶☎ ︲２５４３

勝北公民館︵新野東︶☎

新野地域の各神社から集まる七体のきらびやかな神輿が練り
合い︑五穀豊穣を祝います︒
月３日㈷正午〜午後３時
とき
ところ 新野山形神事場︵新野山形︶
︲２１０１

県指定重要無形民俗文化財

22

奉奉納した竹細工の﹁花﹂を激しく練り合う祭りです︒
家内安全を祈願し︑五穀豊穣を感謝します︒

32

30

10 10

とき
月３日㈷午後２時〜
ところ 阿波八幡神社︵阿波︶
阿波出張所地域振興課☎ ︲７０４２

23

36

28

10

24

物見神社の
花祭り
13

11

32

11

11

23 16

11

新野まつり

第19回さら山時代祭

県指定重要有形民俗文化財
津山だんじり
市指定重要有形民俗文化財
徳守神社神輿、大隅神社神輿
県指定重要無形民俗文化財

津山まつり

阿波八幡神社の
花祭り

ޛƷᅸᅛǓ
第27回出雲街道
城東むかし町

市政だより

市政だより

子どもと高齢者のインフルエンザワクチン予防接種の費用助成

健康チェックしませんか 集団健（検）診・特定健診（簡易版）

City Information

健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069
冬に流行するインフルエンザにかからないためには、予防接種を受けるなど、早めの対策が大切です。
市では、平成28年10月１日から子どもと高齢者を対象に、インフルエンザの予防接種の費用を助成します。
インフルエンザワクチンは接種後２週間頃から効き始め、約５カ月間持続します。接種を希望する人は、流
行する前に受けておきましょう。接種可能な医療機関など、詳しくはお問い合わせください。

健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069
市では、糖尿病やがんなどの生活習慣病を早めに発見して、重症化を防ぐことを目的に、集団健（検）診や特
定健診（簡易版）を実施しています。自分の健康状態を確かめるため、１年に１度は健（検）診を受けましょう。
受診を希望する人は、お早めに申し込みください。

ᨼׇͤί౨ὸᚮ

（年齢：平成29年３月31日時点）

܇Ễờ
対象
助成期間
接種回数
（助成回数）
助成額
自己負担額
接種場所

健（検）診名

１歳〜中学３年生
２〜４週間の間隔をあけて２回接種。２回とも助成されます。（助成期間中に12歳
１歳〜13歳未満の人
で１回目を接種し、その後、13歳になった人も２回目の助成が受けられます）
13歳以上の人

40歳〜74歳の津山市国民健康
保険加入者

医療機関の接種料金から1,000円を引いた額

高齢者健（検）診

後期高齢者医療制度の加入者

市内の協力医療機関（事前予約要）

胃がん検診

40歳以上の人

結核・肺がん検診

①65歳以上の人
②60歳〜64歳で、日常生活が極度に制限される程度の障害（心臓、腎臓、呼吸器）のある人
平成28年10月１日㈯〜平成29年１月31日㈫

接種回数

１回
2,000円
市内の実施医療機関または県内の相互乗り入れに参加している医療機関（事前予約要）

上記の対象者のうち、次に当てはまる人には、助成額の上乗せまたは接種費用の免除があります。
対象・助成内容 市県民税非課税世帯の人＝1,000円（助成券が必要）、生活保護受給世帯の人＝無料（無料
券が必要）
助成券・無料券の申請方法 健康増進課または各支所・出張所担当課に次のものを持参し申請する
持ってくるもの 印鑑（代理人が申請する場合、申請者と代理人の両方の印鑑が必要）

Ｂ型肝炎ワクチン定期予防接種の実施
健康増進課（津山すこやか・こどもセンター内）☎32-2069

日時

70歳以上

10月14日㈮・15日㈯
午前８時〜10時
10月25日㈫
午前９時〜11時30分、
午後１時〜 ２ 時30分

500円

１回につき1,000円

助成期間

接種場所

特定健（検）診

接種が必要な回数１回。（助成回数１回）

᭗ᱫᎍ

自己負担額

69歳以下

平成28年10月１日㈯〜平成29年１月31日㈫

医療機関に持
親子健康手帳、子ども医療費受給資格者証、健康保険証
って行くもの

対象

料金

対象

―

500円

1,300円

500円

結核検診＝65歳以上の人
肺がん検診＝40歳以上の人

400円

200円

大腸がん検診

40歳以上の人

500円

300円

前立腺がん検診

50歳〜69歳の男性

500円

―

10月14日㈮・15日㈯
午前８時〜10時

ところ 津山すこやか・こどもセンター
申込方法 健康増進課に電話または直接申し込む
※定員になり次第、締め切りますので、お早めに申し込みください
※受診券の再発行や、市県民税非課税世帯の人へのがん検診などの無料券の発行制度
があります。詳しくは、お問い合わせください
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ところ・とき

城西公民館（小田中）＝11月30日㈬午前９時〜11時、午後１時〜３時
津山すこやか・こどもセンター＝平成29年１月31日㈫午前９時〜11時、午後１時〜３時
検査項目 問診、身体測定、診察、血圧、尿（糖・たんぱく）、血液（脂質、肝機能、
耐糖能）、クレアチニン、尿酸
対象 40歳〜74歳の津山市国民健康保険加入者（年齢は平成29年３月31日時点）
料金 200円
申込方法 健康増進課に電話または直接申し込む
持ってくるもの 受診券、問診票、国民健康保険証
※定員になり次第、締め切りますので、お早めに申し込みください
※受診者には骨密度測定のサービスがあります

平成28年10月１日からＢ型肝炎ワクチン予防接種が定期接種になります。ワクチンを接種し、Ｂ型肝炎ウ
イルスへの抵抗力（免疫）をつけて予防しましょう。

障害のある人への各種手当

※Ｂ型肝炎とは、Ｂ型肝炎ウイルスの感染により発症する肝臓の病気です。Ｂ型肝炎ウイルスへの感染は、一過性の感染
で終わる場合と、感染が続いてしまう場合（キャリアという）があります。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、
肝硬変や肝がんなど、命に関わる病気を発症することもあります
対象

平成28年４月１日以降に生まれた１歳未満の人

障害福祉課（市役所１階10番窓口）☎32-2067、

32-2153

接種回数

３回

市では、障害のある人への各種手当を支給しています。手当の種類によって支給内容や支給要件が異なりま
す。詳しくは、お問い合わせください。

接種間隔

生後２カ月から接種でき、１回目の接種日から27日以上の間隔を空けて２回目を接種し、その後、１回目
の接種日から139日以上の間隔を空けて３回目を接種する

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

支給対象 20歳未満で、知的・
精神・身体のいずれかに障害
があるため、常時の介護を必
要とする児童を、家庭で監護
または養育している人

支給対象 20歳未満で、知的・精神・身体のいずれ
かに重度の障害があり、常時介護を必要とする人

自己負担額
接種場所
注意点

無料
市内の実施医療機関または県内の相互乗り入れに参加している医療機関（事前予約要）
１歳になるまでに３回の接種が終了するように、接種スケジュールを立ててください
※１歳を過ぎて接種する場合は全額自己負担です

※平成28年３月31日以前に生まれた人への助成制度は、平成29年３月31日まで継続します

特別障害者手当
支給対象 20歳以上で、知的・精神・身体に重複す
る重度の障害があり、常時介護を必要とする人

特別徴収と給与支払報告書の提出のお願い

市税（料）を滞納した人に「滞納処分（財産差押）」を実施しています

現在、県内すべての市町村と岡山県では、特別徴収（住民税の給与天引き）の徹底を推進しています。所得
税の源泉徴収義務がある事業主の皆さんは、特別徴収をお願いします。
また、事業主が、従業員（家族などの事業専従者を含む）に対して給与、賃金、賞与などを支払った場合、
支払額やその他の必要事項を記入した給与支払報告書を市町村に提出することが義務付けられています（原則
として退職者を含むすべての人）。ご理解とご協力をお願いします。
※すでに特別徴収で住民税を納めている従業員が、普通徴収（従業員が自分で納付する方法）に切り替えることができる
のは、一定の基準に該当する場合に限られ、希望による普通徴収への変更はできません
※事業所の中で、特別徴収ができない従業員がいる場合には、給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書の添付と、
給与支払報告書の摘要欄に、普通徴収に切り替える理由を記載してください
※詳しくは、県ホームページ（http://www.pref.okayama.jp/page/428170.html）をご覧いただくか、お問い合わせ
ください

特別徴収の流れ
市
②税額計算

①給与支払報告書の提出
（１月31日まで）

③特別徴収税額の通知

事業主
（給与支払者）

従業員
（納税者）
④特別徴収税額の通知

（５月中旬）

⑥税額の納入（徴収した
月の翌月10日まで）

⑤給与支払の際に税額を
徴収

■給与支払報告書と源泉徴収票の様式が変わります
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の開始に伴い、給与受給者や被扶養者のマイナンバーの記載が
必要になるなど、平成28年収入分から給与支払報告書と源泉徴収票の様式が変わります。
※様式の取得方法や書き方など、詳しくはお問い合わせください

平成28年10月23日は岡山県知事選挙
津山市選挙管理委員会（東庁舎１階）☎32-2143
平成28年11月11日任期満了に伴う岡山県知事選挙が、次のとおり行われます。

納税課（市役所２階１番窓口）☎32-2014
市では、滞納額の縮減や市税収入の確保、納期内に納付をされている皆さんとの公平性の維持のため、滞納
した人に滞納処分（財産差押）を実施しています。

滞納処分の流れ
①督促状の送付 納期限を過ぎると督促状を発送します。延滞金が発生する場合もあります
②財産調査 督促状を送付したのちも納付されない場合、勤務先や金融機関、取引先などに対し、財産調査を
行います。自宅や事務所内を捜索することもあります。財産調査に本人の承諾は必要ありません
③滞納処分（財産差押） 財産調査により特定した財産は、法律に基づき、差し押さえを執行します
④換価 差し押さえた財産を換価（現金に換えること）し、滞納されている市税（料）に充当します

注意！
市役所から督促状や催告書が届いたら、必
ず開封して内容をご確認ください
督促状や催告書が届いた場合、内容を確認し
てすぐに納付してください。
文書を取り出すと、下の写真のような警告文
が印字されている場合があります。この文書を
受け取られた人は、滞納処分の対象となる可能
性があります。
なお、滞納処分
をする前に、必ず
文書が送付される
とは限りません。

滞納繰越額
（千円）

1,500,000
1,400,000
1,300,000

市税（料）の差押件数と滞納額の推移
滞納繰越額

1,307,200

1,200,000

差押件数

1,277,327

2,244

1,679

1,192,988

2,462

2,194

2,500

1,500

1,000,000
800,000

3,000

2,000

1,142,823

1,100,000
900,000

差押件数
（件）

947,482
847

1,000
500

平成23 平成24 平成25 平成26 平成27（年度）

Ａ

Ｑ＆

Ｑ２．平日に銀行窓口で納付することができません。
Ｑ１．納税者本人が同意していない財産の差し
便利な支払方法はありませんか？
押さえは、違法ではないのですか？
Ａ２．平成28年度から、全国のコンビニエンススト
Ａ１．法律では「督促状を発した日から起算し
アで納付できるようになりました。休日や夜間で
て十日を経過した日までに完納しないときは、
財産を差し押さえなければならない」と規定
も納付でき、大変便利ですのでご利用ください。
されています。財産の差押処分は法律に基づ
また、中国５県の郵便局でも納付できます
いた正当な行政処分で、事前の告知や納税者
※納期限を過ぎた納付書や督促状など、コンビニで
本人の同意は必要とされません
は使用できない納付書もあるのでご注意ください

告示日 平成28年10月６日㈭
投票日 平成28年10月23日㈰午前７時〜午後６時
期日前投票期間 平成28年10月７日㈮〜22日㈯午前８時30分〜午後８時（土・日・祝日含む）

納期内の納付にご協力ください

納付が困難になった時は納付相談へ

期日前投票ができる場所 津山市役所東庁舎１階会議室、加茂支所、阿波出張所、勝北保健福祉センター、久
米支所
投票できる人 平成10年10月24日までに生まれた人で、平成28年７月５日ま
未来をつくる
でに転入届を提出するか住民票が作成され、平成28年10月５日現在で引き
あなたの一票大切に
続き津山市内に住所を有する人（ただし、県内の市町村に転出した人は投票
できる場合があります）
選挙公報の配布方法 候補者の氏名、経歴、政見、写真などを掲載した選挙公
報を、朝日新聞・産経新聞・山陽新聞・日本経済新聞・毎日新聞・読売新聞
の朝刊に折り込みます
※投票できる人のうち、上記の朝刊を購読していない人で、選挙公報の郵送を
希望する場合はご連絡ください

市税（料）の納付は、納期内に納税者本人が納付す
ることが原則です。納期限を過ぎた場合に発送する
督促状や催告書には、多額の経費が掛かり、その経
費も市税で負担しています。
また、滞納日数に応じて「延滞金」が加算される
ため、納税者本人にとっても大きな負担となります
ので、納期内の納付をお願いします。
延滞金加算の例 ３万円を１年
間滞納した場合、2,500円の
延滞金が加算されます（延滞
金の利率は変更される場合が
あります）

災害や病気、事業の休廃止などの理由により、ど
うしても納期内に納付できない場合には、一人で悩
んだり放置したりせず、早めにご相談ください。状
況によっては、納税猶予（分割納付）の制度が適用
できる場合があります。平日以外でも、金曜夜間窓
口や日曜納税窓口もありますので、まずは、ご相談
にお越しください。
金曜夜間窓口 毎週金曜日
（祝日と年末年始は除く）
午後５時15分〜７時
日曜納税窓口 毎月最終日曜日
（12月は第３日曜日）
午前９時〜午後４時
ところ 納税課（市役所２階１番窓口）

City Information

City Information

課税課市民税係（市役所２階３番窓口）☎32-2015

市政だより

市政だより

〜事業主の皆様へ〜

都市計画課☎32-2096

団体名
つやまこっちＴＶ

事業名

事業内容

インターネット動画サービスを利用した津 津山市の観光名所やイベント情報、文化、行政情報などを、
山の情報発信事業
インターネット動画配信サービスを活用して、県内外に広
く発信する

江戸時代に津山のまちづくりの出発点となった津山城とそ
体験型地域歴史学習
美作の中世山城連絡協
のルーツになる中世山城に焦点を当て、登山を通じた遺構
〜戦国山城から城下町津山の国づくりへ
議会
城に焦点を当て、遺構にみる先人の知恵〜 の見学や、シンポジウムの開催により学習を深める
①ペアレントプログラム津山地域バージョ
ンの実施（親支援）
津山手をつなぐ親の会
②障害のある本人たちの発表会の実施（本
人支援）
津山市身体障害者福祉
協会

障害の理解のために

ＪＲ津山駅北口広場では、現在、広場の南側区域で工事を行っています。10月下旬頃（予定）から、工事区
域を変更します。これに伴い、歩行者通路も次の図のとおり変更します。また、タクシー乗車場についても、
工事の状況に合わせて変更しますので、現地の案内看板に従って利用してください。
なお、ＪＲ津山駅への送迎車の走行通路については変更ありません。
【変更前】

至岡山

「障害者差別解消法」の趣旨や内容を広く市民に普及する
ためのセミナーを開催し、併せて人権啓発パンフレットを
作成することで障害のある人への理解を深める

ＮＰＯ法人つやま城西 「城西再発見！ 元気発信プロジェクト」
ほりおこし隊

城西地域の象徴ともいえる寺や作州民芸館を中心に、地域
の魅力を再発見する交流イベントを開催する

岡山県立津山工業高等 津山工業高校オープンファクトリー
学校

高校生が先生となり、中心市街地の商店街などと連携して、
子どもを対象にした工作教室を開催する

岡山県立津山工業高等 朝ご飯ギライを救え、地域を元気にするヒ 11月に開催されるつやま地域産品まつりや市内各所で、
学校
ーロー誕生！
食育ヒーローショーを公演し、食育の啓発活動を行う
社会的養護当事者たちのアフターケア相談 児童養護施設などを退所した人へのアフターケアをする相
所ＰＲ活動
談所を開設して自立をサポートするとともに、地域への周
知を行う

津山広域都市計画の変更原案の縦覧と公聴会の開催
〒708-8501津山市山北520都市計画課（市役所５階）☎32-2096
津山広域都市計画の変更原案の縦覧と公聴会を開催します。公聴会に出席して意見を述べようとする人は、
事前に公述申立書を提出してください。
変更内容 都市計画道路総社川崎線の変更（沼・林田地区）、都市計画用途地域の変更（山北・北園町・沼地区）
原案の縦覧方法、公述申立書の提出方法
縦覧期間 10月28日㈮〜11月11日㈮午前８時30
分〜午後５時15分（土・日・祝日を除く）
ところ 都市計画課
縦覧内容 津山広域都市計画（道路・用途地域）
の変更原案
公述申立書の提出方法 縦覧期間内に、都市計画
課に備え付けの用紙に必要事項を記入し、直接
または郵送で提出する

至岡山
工事区域

障害のある子どもを育てる家族の悩みを軽減し、共感し合
える仲間づくりを行うため、講座やグループワークを開催
する。また、障害のある本人たちが主体となった「就労」
をテーマにした発表会を開催する

工事区域
駅前交番

公聴会
縦覧期間 11月24日㈭午後２時〜４時
ところ 市役所２階大会議室
意見を述べることができる人 津山市民または利
害関係がある人。同じ趣旨の意見などが多数あ
る場合、意見を述べる人を選定し、時間を制限
することがあります。また、原案に関係の無い
意見を述べることはできません
傍聴人の定員 80人（当日先着順）

※縦覧期間中に公述申立書の提出が無かった場合、公聴会は中止されます。その場合は、市ホームページでお
知らせします

駅前交番
JR津山駅

津山《風と光と心の劇 ミュージカル「ピーターパンのぼうけん」 性別や年代、職業の壁を越えて、誰もが参加できる住民参
場》実行委員会
画型のミュージカル公演を開催する

ＮＰＯ法人 未来へ

【変更後】

凡例

JR津山駅

歩行者通路
タクシー乗車場
高速バス・タクシー専用走行ルート
（送迎車両は通行不可）

公共交通を利用しましょう「10月14日は鉄道の日」
経済政策課（市役所４階）☎32-2075
鉄道やバスなどの公共交通は、高齢者や学生などの移動手段として、とても重要です。
しかし、近年、自動車を利用する人の増加などの理由により、公共交通を利用する人が年々減少しています。
このまま、公共交通の利用者が減少すると、運行を維持していくことが難しくなり、利用者の皆さんに不便を
お掛けするようになるかもしれません。
身近にある公共交通を維持していくために、一人ひとりが「公共交通を守る」という意識を持ち、鉄道やバ
スを積極的に利用していくことが大切です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
ＪＲ津山線・姫新線・因美線の年間乗車人数の推移（単位：人）
1,000,000

998,082
986,230

980,000
960,000
942,065

940,000

利用者の貴重な移動手段である
ＪＲ因美線の列車

920,000
893,520

900,000
880,000
860,000
840,000

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

高齢者にとってバスは
大切な移動手段です

City Information

City Information

協働推進室（市役所３階）☎32-2032
市では、地域が抱える課題の解決に向け、市民活動団体や事業者が持つ特性を生かした事業を公募し、市と
協働で取り組む「公募提案型協働事業」を実施しています。
平成28年度に取り組む実施団体や事業内容を紹介します。詳しくは、お問い合わせください。

市政だより

市政だより

ＪＲ津山駅北口広場の工事区域の変更

「地域チャレンジ！ 公募提案型協働事業」を実施しています

市政だより
City Information
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︲２０２９

市民と市長のふれあいトーク
︵学生版︶を開催しました
秘書広報室☎
32

平成 年度入園児を募集します
こども課︵津山すこやか・こどもセンター内︶☎

参加者 歩行者が横断歩道を渡ろうとする時︑車
が一旦停止せずに通り過ぎることがあります︒交
通マナーが良いまちになってほしいです︒また︑
自転車や歩行者が通る舗道に段差が多くて危ない
です︒
市長 市では︑保育園や小
学校︑老人クラブなどに交
通指導員が出向き︑腹話術
や寸劇などを活用して︑幅
広い年代の人に交通マナー
の指導を行っています︒近
年︑大学生の皆さんの自転
車の傘差し運転が目立って
いるようです︒ＳＮＳなど
で注意喚起をしてほしいで
すね︒
段差のある舗道などは整
備を進める必要があります

参加者 工業団地を１カ所にまとめた
り︑林業などの事業を一緒に行ったり
して︑津山市や鏡野町︑真庭市など美
作地域全体でまとまれば効率が良いと
思います︒また︑美作ブランドを打ち
出すのはどうですか︒
市長 現在︑圏域の５町との定住自立
圏の形成を目指し︑広域道路網の整備
や就労の場づくり︑医療福祉の充実や
子育て支援などの事業で連携を図るた
め検討しています︒この枠組みができ
た後︑次の段階で︑
美作地域全体での活
性化を考えていけれ
ばと思います︒
参加者 技術系だけ
でなく︑事務系の人
も勤められる企業を
誘致すれば︑大学を
卒業して津山に帰っ
てくる人が増えると
思います︒
市長 地方創生の取
り組みの一つとして︑

大倉忠久さん、川上大賀さん
三村海都さん、小椋裕亮さん
笹井健司さん、河本佐羽さん
内田はるねさん

26

市長 雇用を増やすために︑さらに誘
致が必要だと思っています︒
参加者 市内には︑城東町並保存地区
や津山洋学資料館︑お寺など︑素晴ら
しい観光地がたくさんあるので︑多く
の人に知ってもらうため︑もっとアピ
ールした方が良いと思います︒
市長 津山には魅力的な歴史・文化遺
産が数多くあるので︑たくさんの人に
浸透させたいですね︒また︑津山中央
病院のがん陽子線治療センターや全面
人工芝のサッカー場など︑地方創生の
取り組みの中で︑新たな魅力ある施設
もできているので︑市内外の人にアピ
ールしていきたいです︒
参加者 津山駅の周りに若者が立ち寄
れる店がないので︑映画館などができ
ると良いと思います︒
市長 映画館については︑定期的に行
っているベルフォーレ津山︵アルネ・
津山７階︶での映画上映会に︑たくさ
んの人が観に来てくださることで︑誘
致につながる可能性があります︒ぜひ︑
ご利用ください︒
参加者 津山には津山城がありますが︑
ＪＲで津山駅に降りて駅前から津山城を
見ようとしても︑
ビルなどが目前にあっ
て見えないので整備してはどうですか︒
市長 津山城の石垣は専門家からも素
晴らしいといわれています︒市では景
観条例を制定しました︒津山国際ホテ
ルが移転した後︑石垣が見えるように
整備していきたいですね︒
津山高等学校

23

市では︑平成 年度の保育園
︵所︶
︑市立幼稚園︑認定こども園の
入園児を募集します︒
募集期間
月１日㈫〜 日㈬

美作大学

この地域で若者が働きやすい職場づく
りのため︑ＩＴ環境の整備など︑創業
や起業のしやすいまちにしていきたい
と思っています︒
参加者 都市部で退職を迎えた人をこ
の地域に呼び込むのはどうですか︒
市長 現在︑１泊無料の移住・定住体
験プログラムを実施し︑参加者が増え
ているので期待しています︒
参加者 津山の特産品や﹁自然のふし
ぎ館﹂など︑歴史・文化の遺産︑景観
をもっと観光資源として生かせば良い
と思います︒横野和紙などの伝統産業
と企業が協働してＰＲすれば活性化を
目指せると思います︒
市長 つやま和牛など特産品の商品開
発を行い︑市外向けにＰＲしています︒
もっと学校や地元の行事などで情報発
信し︑市民の皆さんとの間で情報共有
を し て い き た い で す︒ ま た︑﹁ 自 然 の
ふしぎ館﹂は︑市にとって大切な財産
ですので︑守っていく必要があります︒
伝統産業の後継ぎも育てていかないと
いけませんね︒
参加者 進学のために塾に行って勉強
したくてもできない子どもたちが見受
けられます︒学校の先生も常に忙しく︑
放課後の授業をお願いすることは難し
いようです︒
市長 例えば︑高校生や大学生が︑小
中学生に勉強を教えるというのはいか
がでしょうか︒先生方の業務負担につ
いても今後見直しが必要だと思います︒

灯を１５０灯増やし︑大学の近くには
防犯カメラも設置しました︒防犯灯を
増やすことが犯罪の抑止力になるので︑
さらに防犯灯を増やすことが必要です︒
県警が配信している不審者情報メール
に登録して情報を知り︑自分で自分の
身を守ることも大事です︒
また︑若い人が﹁儲かる話﹂に乗っ
あ
て詐欺被害に遭っている事例があるの
で︑そんな時は︑市の消費生活センタ
ーにご相談ください︒
参加者 市内では︑公共バスの運行が
早い時間に終了するので︑とても不便
です︒まちには︑緑や花がたくさんあ
ると雰囲気が明るくなると思います︒
市長 若い人が実際にバスを利用しよ
うと思う時間帯や場所などをお聴きし︑
今後のバスの運行に生かしたいですね︒
大学生が︑遊ぶ場所のことより︑まち
の雰囲気に着眼点を置いていることに
感心しました︒今後のまちづくりに役
立てていきたいです︒

市長が各学校を訪れ開催する﹁ふれあいトーク﹂ ね︒
学生版が始まりました
参加者 市内に防犯灯が少ないと思い
ます︒縦貫道の下の暗いところで﹁儲
かる話がある﹂などと声を掛けてくる
人がいて怖いです︒防犯灯が増えて明
るいまちになると良いですね︒
市長 市では︑今年︑市内全体で防犯
和田隼さん
倉永美咲さん
北之園仁美さん
村田彩乃さん
高橋友梨さん
後藤海音さん
梶岡陽菜さん

参加者

■市立幼稚園および認定こ
ども園︵教育時間利用希
望︶
対象 市立幼稚園＝市内在
住で平成 年４月２日〜
平成 年４月１日生まれ
の幼児︑市立認定こども
園＝市内在住で平成 年
４月２日〜平成 年４月
１日生まれの幼児
申込方法 入所希望の園に
備え付けの申請書に記入
し︑園に提出する
※市立認定こども園は︑こ
ども課または園の最寄り
の支所でも受け付けます
市内各園またはこども課
☎ ︲７０２８
参加者

とき ８月24日㈬
テーマ 県北が一体となっ
て活性化するために

■保育園︵所︶および認定こ
ども園︵保育時間利用希
望︶
対象 市内在住で小学校就
学前の保育を必要とする
乳幼児
申込方法 こども課︑各支
所・出張所担当課または
入所希望の園︵所︶に備え
付けの申請書に記入し︑
必要書類を添付して窓口
に提出する
新規・転園申請者の面談期
間
月８日㈭〜 日㈬
こども課☎ ︲７０２８︑
または市内各園︵所︶

City Information

市政だより

参加者 今後の津山は︑都市化か自然
を生かしたまちのどちらを目指します
か︒また︑津山をどのようなまちにし
ていきたいですか︒
市長 津山は︑比較的面積が広い店舗
が多く︑買い物をしやすいまちといわ
れていて︑豊かな自然もあるので︑両
面を生かしたまちにしていきたいです︒
また︑企業を誘致して若い人の就業
の場を作り︑無料にしている第３子以
降の保育料も引
き続き実施する
など︑さまざま
な子育て支援を
行 い︑﹁ 生 ま れ
育って︑住み続
けたいまち﹂に
していきたいで
すね︒
参加者 企業の
誘致については︑
どのように考え
ていますか︒

大嶋優衣さん、森彩佳さん
森岡美乃里さん、内田真未さん
西尾海咲さん、朝田希さん
内藤月想さん、上山亜依美さん
上原陽香さん、松元優人さん

とき ８月17日㈬
テーマ 交通安全と防犯か
ら見たまちづくり

第３回
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第１回

32

29

11

12

とき ８月23日㈫
テーマ 今後の津山をどうし
ていくか

※保育園︵所︶︑市立幼稚園︑認定こども園の併願申請可
※保育料は︑世帯状況や所得状況︑年齢などによって決定します

作陽高等学校
第２回

