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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
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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
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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︶
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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
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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
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第２回

