お楽しみください

故防止
重点目標 ①自転車の安全利
用の推進（特に自転車安全
利用五則の周知徹底）②す
べての座席のシートベルト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底③飲酒運転の
根絶④交差点における正し
い通行の徹底
《推進大会》
とき ５月 日㈬午前９時
分～ 時 分
ところ 勝北文化センター
内容 白バイ・パトロールカ
ー出発式など
問い合わせ先 環境生活課
２
- ０５６
健やかな育ちを願う

遺児激励金（入学激励金）
対象 保護者と死別した義務
教育修了前の児童が小学校
または中学校に入学した場
合（生活保護を受けている
世帯、または市民税非課税
世帯に限る）
支給額 対象遺児１人につき
１万円
締め切り ５月 日㈮
※申請方法など、詳しくはお
問い合わせください
問い合わせ先 こども課
２
- ０６５

募集
しま
す！

奨学生募集

全本明正奨学金
磯野計記念奨学金
募集人数（貸与月額）
《全本明正奨学金》
高校進学＝４人（１万４千
円 ）、 大 学・ 短 期 大 学・ そ
の他国公立の学校に進学＝
１人（３万円）
《磯野計記念奨学金》
大学・短期大学・その他国
公立の学校に進学＝１人
（３万円）
応募資格 次のすべての要件
に該当するもの。①健康で
学業・人物とも優秀な学生
で経済的理由により修学が
困難と認められる人②市内
在住（学資を負担する人が
市内在住でも可）の人③本
人が属する世帯で市税等の
滞納がないこと
償還方法 卒業６カ月後から
無利子で貸与月額の半額を
毎月返還
締め切り ５月 日㈫
問い合わせ先 生涯学習課

公開事業
報告会 4月
評価
4月
事業完了
〜3月31日
協働での
事業実施

映画鑑賞会「ソーシャ
ル・ネットワーク」
とき ５月８日㈰①午前 時
分～午後０時 分②午後
２時～４時③午後５時 分
～７時 分
ところ 津山文化センター
料金 一般１４００円、学生
（小学生～大学生） １００
０円（割引券あり）
※ 字 幕 ス ー パ ー 版。 Ｐ Ｇ
（ 歳以下の人は保護者の
助言・指導が必要）
《市民芸術劇場会員募集》
会員制で演劇・コンサー
ト・映画など舞台芸術を鑑賞
年会費 ３千円
※各公演には別途会員鑑賞料
が必要
※主催公演を会員価格で優待
するなど各種会員特権あり
問い合わせ先 津山文化振興
財団
０
- ２０１
交通事故をなくしましょう

春の交通安全県民運動
期間 ５月 日㈬～ 日㈮
スローガン 守って 広げる
無事故の輪
最重点目標 高齢者の交通事
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事業決定
6月上旬
公開プレゼン
5月下旬
募集

平成22年度事業報告会開催！

平成22年度に実施した７事業の報告会を開催
します。応募を予定している人や興味のある人
は、ぜひお越しください。
とき ４月28日㈭ 午後６時〜８時
ところ コミュニティセンター「あいあい｣（井口)

２
- １２０

経済的理由によって就学す
ることが困難な児童生徒に対
し、市教育委員会では就学に
必要な経費の援助を行ってい
ます（平成 年度は内容が変
更となる場合があります）
。
対象経費 ①学用品費等（定
額）②新入学児童生徒学用
品費等（１年生で当初認定
者のみ。定額）③修学旅行
費・ 校 外 活 動 費 ④ 学 校 病
（ 中 耳 炎、 虫 歯 な ど ） を 治
療した時の医療費⑤学校給
食費（８割程度）
認定要件 市内在住で市立の
小中学校に就学している児
童生徒の保護者が、次のい
ずれかの要件に該当し、ま
た援助の必要があると認め
られた場合
①生活保護（教育扶助）を受
けている人
※修学旅行費、医療費のみ支
給
②生活保護法に規定する「要
保護者」に準ずる程度に経
済的に困っている人
・市民税非課税
・国民年金保険料の減免

小中学校就学援助制度

子どもたちの学びを支援

事業の流れ

市民活動団体や事業者などが公共にかかわる事業の企画提案を行い、選考された事業を実施
します。補助金額は１件30万円以内、５事業を実施予定です。
事業の概要

受けて応募
締め切り ５月 日㈮
問い合わせ先 環境衛生推進
委員会事務局（環境生活課
内）
２
- ０５５

明日につなごう あなたの力とわたしの思い

13

4/15〜5/10
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地域チャレンジ！
公募提案型協働事業
3
32

応 募 方 法 協働推進室に備え付けの協働事業提案書
（市ホームページからダウンロード可）
などに必要事項を記入し、団体規約や会
則、総会資料など、活動内容が分かる資
料を添えて、直接または郵送で申し込む
問い合わせ先 〒708‑8501津山市山北520協働推進室
(市役所３階）32‑2032
23

花と緑あふれるまちづくり

仮バス停

市では、市民主体のまちづくりを推進するため、地域の
さまざまな課題の解決方法を市民活動団体や事業者などに
提案してもらい、その団体と市が協力して課題解決を行う
｢公募提案型協働事業」を実施しています。公共サービスに
提案団体の特性が活かされるなど、市が単独で行うよりも
きめ細やかで質の高いサービスの提供が期待されます。皆
さんからの多くの協働事業提案をお待ちしています。
31

花いっぱい 運 動 推 進
地区の募集

現バス停

10

30

12

ごんごバス（東循環ごんご線）ルートの変更

10

応募方法 環境
生活課または
各支所市民生
活課に備え付
けの応募用紙
に必要事項を
記入した後、
連合町内会支
部長の推薦を

工事個所

30

20

指定を受けた町内会や各種
団体（子供会・婦人会・老人
会など）に、花の苗、プラン
ター、ブロックを助成します。

13

変更ルート

11

15 11

現行ルート

30

3
24

城東地区において、カラー舗装工事を５月16日㈪から７月15日㈮までの２
カ月間の予定で実施します。工事個所は２個所で、西新町から東新町までの
旧出雲街道約340ｍです。
日中は車両の通行が規制され、また、市内循環ごんごバス（東循環ごんご線）
の運行ルートも下図のとおり変更になります。大変ご迷惑をお掛けしますが、
ご協力をお願いします。
問い合わせ先 都市計画課32‑2096

3
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鶴山公園

30

12

カラー舗装工事に伴う交通規制のお知らせ

・児童扶養手当（母子・父子
家庭または両親のいない児
童生徒に支給される手当）
の受給
※そのほかにも認定となる要
件がありますので、ご相談
ください
申請方法 在籍している学校
または市教育委員会に相談
し、申請書類に必要事項を
記入した後、学校へ提出
※該当者の認定は市教育委員
会が行い、結果は学校長を
通じて保護者へ通知
問い合わせ先 学校教育課
２
- １１６

28
2011.4
2011.4

29

イベント☆募集☆お知らせ

ば

※既存のバス停を利用

※新天神橋バス停は西行き、旧天神橋バス停は東行きに限る

毎週金曜日、市役所本庁舎では時間を延長して午後７時まで戸籍・住民票・
印鑑証明書の交付、印鑑登録、パスポートの交付、納税関係の証明書の交付、
納税相談、介護申請を行っています

け いじ ん
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