お知らせ

相談日 平日午前９時～午後
４時（祝日と年末年始を除
く）
ところ 岡山地方法務局津山
支局（田町）
※事前に予約が必要です
問岡山地方法務局津山支局
☎ －９１５５

生活困窮者自立相談
とき 平日午前９時～午後４
時（祝日と年末年始を除く）
ところ 自立相談支援センタ
ー（市役所１階 番窓口）
相談内容 生活費や仕事など
に関する困りごと
※事前に予約が必要です
問生活福祉課☎ －２１３３

身体障害者巡回更生相談

相談内容 肢体不自由障害に
関すること
持ってくるもの 印鑑、身体
障害者手帳、使用中の補装
具、年金額が分かるもの
申込方法 障害福祉課に電話
または直接申し込む
問障害福祉課（市役所１階
番窓口）☎ －２０６７、
－２１５３

（３月１日現在）

全期

10

日常生活での困りごとやプ
ライバシー問題など、ご相談
を受け付けしています。
とき 平日午前９時～午後５
時（祝日と年末年始を除く）
問人権教育啓発推進センター
専用フリーダイヤル☎０１
２０－７７１－２０８
その他の相談は ページに
も掲載しています

アイヌの人々のための
相談専用電話

32

２ 月中のひとの動き
とき ５月 日㈭午前 時～
正午
ところ 神南備園（大谷）

川と海の環境啓発パネル展
自然環境の美化について考
えてみませんか。
とき ５月 日㈮～ 日㈮午
前８時 分～午後５時 分
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
問環境生活課☎ －２０５５
18

無料法律・人権相談所
とき ５月２日㈬午前 時～
正午
ところ 岡山地方・家庭裁判
所津山支部（椿高下）
相談内容 土地、家屋、金銭
の貸借、離婚、相続など
問岡山地方裁判所（岡山市）
☎０８６－２２２－６７７１

相続登記はお済みですか

22

道路上にはみ出した枝木や
倒木の処理のお願い
道路上にはみ出した木の枝
や倒木は、運転者や歩行者の
視界を妨げ、危険にさらすこ
とがあります。安全な通行の
ため、樹木の所有者は、伐採
などの処理をお願いします。
※枝木や倒木が原因で交通事
故が発生した場合、所有者
が事故の責任を問われる場
合があります
問管理課☎ －２０８９

など、ＩＪＵコンシェルジュ
の下限面積（平成 年度）は
■納付猶予制度
５月は「消費者月間」
次のとおりです。
（案内人）がきめ細やかに対
本 人（ 歳 未 満 の 人 ）・ 配
下限面積
アール（３００
応します。お知り合いの人で
偶者の、対象期間における前
■統一テーマ
０平方メートル）
移住を検討している人がいま
年所得が一定額以下の場合、
ともに築こう 豊かな消費
問農業委員会事務局（農業振
したら、ぜひ、ご案内ください。 申請により保険料の納付が猶
社会 誰一人取り残さない
興課内）☎ －２１５９
問津山ぐらし移住サポートセ
予されます（平成 年６月分
■消費生活トラブル相談
ンター☎ －３７８７
以前は、 歳未満の人が対象）。
とき 平日午前８時 分～午
津
山
ぐ
ら
し
移
住
サ
ポ
―――― 共通項目 ――――
後５時 分
ご利用ください 津山勤労者
ートセンター 開設
ところ 津山市消費生活セン
対象期間 申請時点の２年１
総合福祉センター
移住促進の拠点となる「津
ター（市役所１階１番窓口）
カ月前の月～平成 年６月
山ぐらし移住サポートセンタ
■消費者パネル展
開館時間 午前９時～午後
まで
ー」を津山圏域雇用労働セン
とき ５月 日㈪～ 日㈬
時（毎週木曜日・年末年始
申請に必要なもの 個人番号
ところ 市立図書館（アルネ・ ター内（山下）に開設しました。
を除く）
の分かるものと顔写真付き
住居や仕事
津山４階）
施設内容 体育館、会議室、
身分証明書、または年金手
のマッチング
問津山市消費生活センター
和室、音楽室、調理実習室
帳、印鑑、離職票か雇用保
（適合）、トラ
☎ －２０５７
申込方法 電話または窓口で
険受給資格者証（失業が理
イアルステイ
直接申し込む
由で申請する場合）
農地取得の 下 限 面 積
（お試しぐら
※利用料など、詳しくはお問
問保険年金課（市役所１階７
し）のご案内
い合わせください
耕作を目的とした農地取得
番窓口）☎ －２０７２、
問津山勤労者総合福祉センタ
各支所・出張所担当課、津
ー（勝部）☎ －５４５０
山年金事務所（田町）☎
－２３６０

土地や建物の相続登記をし
ないうちに相続人が亡くなる
と、相続関係が複雑になり、
調査に時間がかかったり、手
続き費用が高額になったりし
ます。大切な財産を未来につ
なげるため、早めに相続登記
をしましょう。

25

けいじばん

（お知らせ）

国民年金保険料の免除申請

24

経済的な理由などで国民年
金保険料を納付することが困
難な場合、さかのぼって免除
申請することができます。
■保険料免除制度
本人・配偶者・世帯主の、
対象期間における前年所得が
一定額以下の場合、申請によ
り保険料の全額または一部
（４分の３、半額、４分の１）
が免除されます。

30

障害の等級などにより、軽
自動車税が減免になる場合が
あります。
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
問税制課（市役所２階２番窓
口）☎ －２０１７、
－２１５１

軽自動車税の減免

身体・精神に障害のある人の

30

い じ ゅ う
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31
32

32

（有料広告）

（有料広告）

14
2018.5

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
2018.5

32

28

22

30

50

人口 102,074人(前月比△88)
男 48,841 人 (同△22)
女 53,233 人 (同△66）
世帯 45,084 世帯（同△8）

32

●軽自動車税

税
月 の 納

226人
111人
転出
死亡
191人
58人
転入
出生

（納期限：５月31日㈭）

5
10

32

32

31

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。
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🆀

22

12

32

30
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日曜納税窓口
５月27日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
32

30

30

10

30
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問課税課（市役所２階４番窓口）
☎ 32-2016

15

21

昨年、古い住宅を取り壊しました。
今年、その土地の固定資産税の税額
が、昨年と比べて高くなりました。なぜ
ですか？
人が居住するための建物が建築され
ている土地の固定資産税は、住宅用地
の特例が適用され、減額されています。
しかし、建物を取り壊すとこの特例が適
用されなくなり、固定資産税が高くなる
ことがあります。ただし、建て替えのた
めに住宅を取り壊した場合には、住宅用
地の特例を１年間延長できる制度があり
ます。詳しくは、お問い合わせください

🅐
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土地の固定資産税が高くなった
のですが…

税金Q＆A

