（お知らせ）

集

自動車の排気ガスなどに含ま
新規学卒者等就職奨励金
れる大気汚染物質が太陽光の
強い紫外線を受けることで発
対象 次のすべてに当てはま
生する有害物質です。
る人①常用雇用者として就
発生状況は県環境保健セン
職している②勤務先の事務
ターホームページ (http://pref
所またはその本社が市内に
ある③市内に住所を有する
-okayamataiki.blue.coocan.jp
④学校を卒業または中退後
）で
/kanshi/mapg/index.html
３年以内
知ることができます。
支給額 ３万円（就活学生登
症状 濃度が高くなると、目
録者は２万円加算）
がチカチカしたり、息苦し
申請期限 就職から１年以内
くなったりするなどの健康
※申請方法など、詳しくはお
被害が発生する場合がある
問い合わせください
問環境生活課☎ －２０５５
問仕事・移住支援室（津山圏
平成 年工業統計調査に
域雇用労働センター内：山
ご協力く だ さ い
下）☎ －３６３３
経済産業省が「平成 年工
光 化 学 オ キ シ ダントに注意を
業統計調査」を実施します。
光化学オキシダントとは、
調査結果は中小企業施策や
気温が高くて風が弱い日中に、 地域振興など、国や地域行政

募

施策のための基礎資料として
き３５０万円まで
活用されます。
利率 年１・ ％（平成 年
対象 製造業の事業所
月 日現在）
調査基準日 ６月１日
返済期間
年以内
※対象の事業所には、５月中
※母子家庭の人などには金利
旬から調査員が伺います
や返済期間の優遇あり
問協働推進室☎ －２０３２
※対象や申込方法など、詳し
くはお問い合わせください
津山消防協力会
問日本政策金融公庫津山支店
（山下）☎ －６１３５
津山消防協力会は、市民の
安全で安心な暮らしを守る消
土曜・日曜・祝日と年次有給
防活動を支援する団体です。
休暇の連続取得の促進
会費のみで運営し、消防団
の装備品の援助や防火広報活
働き方改革の一つとして、
動の支援、消防音楽隊の活動
土曜・日曜・祝日に年次有給
補助などを行っています。
休暇を組み合わせて連休を作
問 津山市消防団事務局（危機
る「プラスワン休暇」があり
管理室内）☎ －１１９０
ます。５月の連休に合わせて、
取り組んでみませんか。
交通遺児等育成資金の貸付
問岡山労働局（岡山市）☎０
８６－２２５－２０１７
自動車事故が原因で被害に
あ
遭った交通遺児や重度後遺障
タカタ製エアバッグ リコー
害を負った人を支援するため、
ル未改修車両について
資金の貸し付けや介護料支給
タカタ製エアバッグを搭載
制度があります。
している特定の車両で、リコ
支給額や申請方法など、詳
しくはお問い合わせください。 ール作業が未実施の車両は、
平成 年５月から車検が通ら
問自動車事故対策機構岡山支
なくなります。詳しくは、販
所（岡山市）☎０８６－２
売店か専用ダイヤルへお問い
３２－７０５３
合わせください。
お子さんの教育資金として
問国土交通省タカタ専用ダイ
「国の教育ローン」
ヤル☎０３－５５３９－０
４５２
融資額

学生や生徒一人につ
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専門調理師・調理技能士の
国家試験です。
■すし料理、中国料理、給食
用特殊料理
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30

40

32

22

32

問津山市生涯現役促進協議会
☎24-3633
問岡山労働局☎086-225-2014

30

申し込み 不要
試験日 ７月 日㈰～８月
―――― 共通項目 ――――
問人事課☎ －２０４３
日㈯の間で指定する日
対象 求職中の人
締め切り ５月７日㈪
受講料 無料（教材費別途要）
高齢者保健福祉・介護保険
※申請方法など、詳しくはホ
申込方法 最寄りのハローワ
事業運営協議会 委員募集
ームページ（
ークで相談し、申し込む
http://www.
問北部高等技術専門校（川崎） 任期 平成 年６月１日～２
）をご覧
chouri-ggc.or.jp
☎ －１１２５
年間（年３回程度開催）
いただくか、お問い合わせ
要件 市内在住の介護保険被
ください
平成 年度採用 職員採用
保険者（他の審議会などの
問調理技術技能センター（東
合同説明会 参加者募集
公募委員、介護サービス従
京都）☎０３－３６６７－
事者、自治体職員を除く）
とき ①５月 日㈮午後５時
１８６７
募集人数 ２人
分～、②５月 日㈰午後
市民農園 利用者募集
報酬 日額７１００円
０時 分～
ところ ①美作大学（北園町）、 応募方法 任意の様式に①住
自宅に畑を持たない市民の
オ
カ
所②氏名③生年月日④職業
②ホテルサンピーチＯＫＡ
皆さんに農業が体験できる場
ヤ
マ
⑤電話番号⑥介護保険制度
を提供しています。
ＹＡＭＡ（岡山市）
への意見 ８
ところ 大田地内
参加団体（予定）津山市、真
( 百字程度 を
)記
対象 市内に住所がある個人
庭市、美作市、鏡野町、勝
入し、郵送、ファクス、Ｅ
または団体で、農業経験が
央町、美咲町、津山圏域消
メールまたは直接提出する
無い人（営利目的は不可）
防組合
募集期間 ５月１日㈫～ 日
利用可能面積 １区画あたり
㈮
平方メートル
問〒７０８－８５０１津山市
募集区画数 ３区画程度（先
山北５２０高齢介護課（市
着順）
役所１階 番窓口）☎ －
２０７０、
－２１５３、 利用期間 最長５年（更新可）
kaigo@city.tsuyama. 利用料（年額） １区画あた
り６千円（年度の途中で利
lg.jp
用開始する場合の利用料は
平成 年度 調理技術技能
月額５百円）
評価試験 受験者募集
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問市民農園実行委員会事務局
（ 農 業 振 興 課 内： 市 役 所 ４
階）☎ －２０７９
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北部高等技 術 専 門 校
訓練生募集
■①介護サービス科 人
②パソコンワーク科 人
訓練期間 ６月１日㈮～８月
日㈭
訓練場所 ①ニチイ学館津山
教室（堺町）②久世エスパ
ス（真庭市）
締め切り ５月８日㈫
■総務・経理事務科 人
訓練期間 ７月３日㈫～ 月
日㈮
訓練場所 津山圏域雇用労働
センター
締め切り ６月 日㈪

（募集）
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けいじばん

お知らせ

けいじばん
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（有料広告）

（有料広告）
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津山市など12団体で構成する津山
市生涯現役促進協議会では、平成30
年４月から、55歳以上のシニアの皆
さんを対象とした、就労や社会参画活
動の相談ができる専
用窓口を津山圏域雇
用労働センター内に
開設しました。ぜひ、
ご利用ください。
内容 相談者が希望する賃金や雇用形
態、活動内容を聞き、企業や団体と
のマッチング（適合）を行う
ところ 津山圏域雇用労働センター内
（津山市山下92-1）

24

改定日 平成30年３月１日
■カプラー差し（電線の端末に取り付け
られた端子を非防水タイプのカプラー
に差し込む作業）
規格・単価（電線１本あたり）
20cm以下＝35銭、20cm超～50cm
以下＝41銭、50cm超～２ｍ以下＝50
銭、２ｍ超＝58銭
■チューブ通し（電線の被覆を保護する
丸チューブを電線の端から差し入れる
作業）
規格・単価（チューブ１本あたり）
15cm以下＝27銭、15cm超～30cm
以下＝39銭、30cm超～50cm以下＝
53銭、50cm超＝63銭

※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。
※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。

17

30

シニアのための｢セカンドライ
フの相談窓口｣ができました
30

30

岡山県車両電気配線装置
製造業 最低賃金

◇こんにちは市役所さん：５月７日㈪～13日㈰ 偶数時台の各10分から
｢自分らしく輝こう さん・さんプランと働き方改革」
◆情 報 ホ ッ ト ラ イ ン：毎時58分～00分 ※放送日時は変更になる場合があります

【工事期間】耐震化＝平成31年３月15日まで
東側トイレ改修＝平成30年５月上旬～４カ月間程度
※工事の状況などにより、期間が変更になる場合があります

市役所本庁舎
耐震化・改修工事

