お知らせ
歯周病検診を受けましょう
こう

歯周病は、糖尿病や心筋梗
そく
塞など、全身の健康に影響を
与える生活習慣病です。おい
しく食べて元気で過ごすため
に、定期的に検診を受けまし
ょう。
対象 市内に住民票があり、
平成 年４月１日
現在で 歳、 歳、
歳、 歳の人
料金 ９百円（市民税非課税
世帯や生活保護受給世帯の
人は無料。事前に健康増進
課または各支所・出張所担
当課へ申請が必要）
終了日 平成 年１月 日㈭
※実施歯科医療機関など、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
問健康増進課（津山すこや
か・こどもセンター内）
☎ －２０６９

年末・年始の交通事故防止
県民運動
県民一人ひとりが交通安全
への意識を高め、交通事故防
止に努めましょう。
スローガン
「交通ルール 守って無事
故の 年末年始」
期間
月１日㈯～平成 年
１月７日㈪
■重点目標
高齢歩行者の交通事故防止
⃝
◦夕暮れ時・夜間における交
通事故防止
◦飲酒運転の根絶
◦スピードダウン
の励行

続きを行ってください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）
☎ －２１５９
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工事のため、次の期間、同
問環境生活課☎ －２０５６
センター内ペンタホールの貸
高校生のための地域企業プロ
し出しを停止します。
モーションビデオ制作発表会
期
間 平成 年５月 日㈪～
８月 日㈰（予定）
津山東高校と連携し、制作
※第１～３研修室は利用可
した津山地域の企業プロモー
問リージョンセンター☎ －
ションビデオの発表会です。
７１５０
とき 平成 年１月 日㈯午
後１時～３時
書き損じはがきの回収
ところ 津山圏域雇用労働セ
書き損じはがきなどを集め
ンター（山下）
て換金し、地雷撤去団体に寄
締め切り
月 日㈮
付しています。
※申込方法など、詳しくはお
回収対象 書き損じまたは未
問い合わせください
使用のはがき、未使用の切
問仕事・移住支援室（津山圏
手・テレホンカード
域雇用労働センター内）
送付先 〒８１４－０００２
☎ －３６３３
福岡県福岡市早良区西新１
ペンタホールの貸し出し停止
－７－１０－７０２カンボ
ジア地雷撤去キャンペーン
平成 年１月～９月末まで
事務局
の予定で、グリーンヒルズ津
問同事務局☎０９２－８３３
山リージョンセンター（大
－７５７５
田）の改修工事を実施します。
27

集

※油が大量に流出した、また
は発見した場合は、すぐに
市役所、消防署、警察署に
連絡してください
問 環 境 生 活 課（ 市 役 所 １ 階 ）
☎ －２０５５、津山圏域
消防組合（林田）☎ －１
１１９、津山警察署（林田）
☎ －０１１０

募

自衛官候補生 募集

人形劇やサンタからのプレ
ゼントなど
定員 １００人
（応募者多数
の場合は抽選）
参加費 １５０円
申込方法 電話、ファクスま
たは直接申し込む
締め切り
月５日㈬
※会員でない人も参加可
問津山ファミリー・サポー
ト・センター（さん・さん
内）☎ －８７５３、
－２５３４

市民農園 利用者募集
ところ 大田地内
対象 市内に住所があり、農
業経験が無い個人または団
体（営利目的での利用は不
可）
利用可能面積 １区画あたり
平方メートル
募集区画数 １区画程度（先
着順）
利用期間 最長５年（更新可）
利用料（年額） １区画あた
り６千円（年度の途中で利
用を開始する場合は、月額
５百円要）
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問同実行委員会事務局（農業
振興課内）☎ －２０７９
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（10月１日現在）

油の流出事故に注意
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９ 月中のひとの動き
石油ストーブへの給油中に
こぼれるなどして、周辺から
川などに流出した油による水
質汚染防止のため、次のこと
に注意してください。
・暖房機器への給油など、作
業中は、その場を離れない
・経年劣化でタンクや給油管
に破損がないか定期的に点
検する

募集種目 自衛官候補生
応募資格
～ 歳の人（学
歴不問）
試験日 受付時に通知
※随時、受け付けています。
試験会場など、詳しくはお
問い合わせください
問自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所（山下）☎ －５
６３７

とき
月９日㈰午後１時
分～３時
ところ 津山男女共同参画セ
ン タ ー「 さ ん・ さ ん 」（ ア
ルネ・津山５階）
内容 読み聞かせボランティ
ア「たんぽぽの家」による

ス交流会 参加者募集

津山ファミ・サポ クリスマ
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農 地 利 用 意 向 調査にご協力を

（お知らせ、募集）
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農業委員会では、毎年、市
内すべての農地の利用状況を
調査し、適正に利用されてい
ないと見受けられる農地の所
有者に対して、今後の農地の
利用について意向を尋ねてい
ます。調査票が届いた人は、
回答にご協力ください。
※農地の所有者が亡くなって
いる場合は、推定相続人に
送付しています。相続登記
が終わっていない場合、農
地の貸し借りなどに時間を
要します。速やかに相続手

けいじばん

日曜納税窓口
12月16日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
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（有料広告）

（有料広告）

14
2018.12
2018.12

税
の 納
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18

※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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●固定資産税･都市計画税 第４期
●国民健康保険料
第６期
（普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第６期
（普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第７期
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※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。

（納期限：12月25日㈫）

12 月
31

208人
87人
転出
死亡
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31

220人
61人
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31

夏よりも省エネ効果などが高いといわれる冬の節電。
暖房使用時の室温が20度でも心地よく過ごすことが
できる「ウォームビズ」に取り組みましょう。
取り組み事例
・一つの部屋に集まり、ほかの部屋の暖房を切る
・衣類に加えてマフラーやひざ掛けなどを使用する
■｢地球温暖化防止月間」環境絵馬展
とき 12月10日㈪～14日㈮
ところ 市役所１階市民ロビー
内容 市内の小学生が作成した環境絵馬の展示など
■今月号の広報は「カーボンオフセット」広報紙です
市では、市役所の空調設備の効率化や住宅用太陽光
発電システム設置費の補助などにより、削減された二
酸化炭素の排出量を数値化しています。今月号の広報
紙は、この数値化した削減量を活用し、印刷工程で必
要な電力使用などで排出される二酸化炭素を埋め合わ
せた環境に優しい冊子になっています。

転入
出生
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70 40

人口 101,604人(前月比△14)
男 48,639 人 (同＋3)
女 52,965 人 (同△17）
世帯 45,131 世帯（同＋5）
■
問環境生活課低炭素都市推進係☎32-2051

60

12月は地球温暖化防止月間

