お知らせ
無料職業紹介センター
ＩＪＵターン就職相談強化期間

津山圏域へのＩＪＵターン
就職をお考えの人は、ぜひ、
ご利用ください。
とき ８月 日㈫～ 日㈮午
前９時～午後４時
ところ 津山圏域無料職業紹
介センター（津山圏域雇用
労働センター内：山下）
申込方法 電話または窓口で
直接申し込む
問津山圏域無料職業紹介セン
ター☎ －３６３３

出張ハローワーク臨時窓口

ところ 津山すこやか・こど
もセンター
問ハローワーク津山（山下）
☎ －２６７３

ハローワーク津山
マザーズコーナー
子育てをしながら再就職活
動をする人を支援しています。
とき 平日午前８時 分～午
後５時 分
ところ ハロー
ワーク津山
内容 キッズスペース、おむ
つ交換台、授乳スペース、
乳幼児を連れて検索可能な
求人コーナーの提供など
問ハローワーク津山☎ －２
６７３

子育て相談窓口

農業委員会では、遊休農地
の発生防止や農地の有効利用
を目的に、農地パトロールを
行っています。農地内に立ち
入ることがあります。ご理解
とご協力をお願いします。
問農業委員会事務局（農業振

利用状況調査）実施中

農地パトロール（農地の

ミリアンペア以上の漏電
が起こった時、 秒以内に
電気を遮断することができ
る漏電遮断器を設置する
③人目につきやすい位置に、
見やすい文字で「危険」
「さ
わるな」などの表示を行う
問森林課（市役所４階）☎
－２０７８

求職者向けの相談窓口です。
子育てに不安や悩みがあっ
とき ８月２日㈮午後１時
たら、お気軽にご相談くださ
分～３時 分

鳥 獣 対 策 用 電 気柵の安全確保

鳥 獣 害 対 策 用 の 電 気 柵 は、
人への感電などの危険を防止
するため、電気事業法で設置
方法が定められています。
現在設置している人やこれ
から設置する人は、感電事故
の防止対策をお願いします。
電気柵の安全確保の方法
①電気柵の電気を ボルト
以上（コンセント用の交流
１００ボルトなど）の電源
から供給する時は、電気用
品安全法の基準を満たす電
気柵用電源装置を使用する
②❶の場合で、公道沿いなど、
人が容易に立ち入ることが
できる場所に設置する場合、

けいじばん

︵お知らせ︶

い。専門の児童相談員が相談
に乗ります。
とき 平日午前９時 分～午
後５時
ところ こども子育て相談室
（ 津 山 す こ や か・ こ ど も セ
ンター内）
内容 児童虐待、非行、いじ
め、不登校、障害など
※できるだけ、事前に予約し
てください
問こども子育て相談室☎ －
７０２７
そ の 他 の 相 談 は、 ペ ー ジ
に掲載しています

－２１５９

児童扶養手当現況届の提出

団地など住宅街で、夜間や
休日に道路を車庫代わりにし
たり、一時的に車を道路に停
めたりする人がいます。
道路への駐車は、通行車両
の事故や車の間から飛び出し
た人をはねる原因などになり
ます。また、火事や救命など
の非常時に緊急車両が進入で
きず、人命に関わることにも
つながります。違法駐車は絶
対にやめましょう。
問管理課☎ －２０８９

道路への違法駐車は危険です

興課内）☎

農業振興地域内の農用地を
転用し、農業以外の目的で使
用する場合は、事前に手続き
が必要です。
早めに相談し、期限内に手
続きをしてください。

農振農用地からの除外申出
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（納期限：９月２日㈪）

児童扶養手当を受給してい
る人は、８月以降の受給資格
を確認する現況届を提出して
ください。対象者には７月下
旬に通知します。必要書類を
準備し、受給者本人が窓口で
手続きをしてください。
受付期間 ８月１日㈭～ 日
㈮の平日午前８時 分～午
後５時 分
提出先 子育て推進課（津山
すこやか・こどもセンター
内）、各支所・出張所
※津山すこやか・こどもセン
ターのみ金曜日は午後７時
まで受付可

受付期間 ８月１日㈭～ 日
㈮
問農業振興課（市役所４階）
☎ －２０７９
30

街路樹剪定枝チップ無料提供

とき ８月 日㈮午後１時～
４時（無くなり次第終了）
ところ 津山市スポーツセン
ター相撲場（勝部）
持ってくるもの スコップ、
袋など
※天候により中止の場合あり
問土木課☎ －２０９２
23

問子育て推進課☎
５

特別児童扶養手当所得状況届
８月以降の支給の要否を確
認するため、所得状況届を提
出してください。支給停止中
の人も必ず提出してください。
特別障害者手当等現況届
障害児福祉手当、特別障害
者手当、経過的福祉手当を受
給している人は、現況届を提
出してください。
―――― 共通項目 ――――
受付期間 ８月 日㈫～９月
日㈬の執務時間内
提出先 障害福祉課（市役所
１ 階 番 窓 口 ）、各 支 所 ・
出張所担当課
問障害福祉課☎ －２０６７、
－２１５３

障害各種手当の届け出の提出

－２０６

道路の大切さを広く伝える
ための清掃活動です。皆さん、
ぜひ、ご参加ください。
とき ８月 日㈰午前７時～
９時
ところ 市内幹線道路
問管理課☎ －２０８９

道路ふれあい月間 道路清掃
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25

30

税
月 の 納

232人
118人
転出
死亡
230人
69人

年金を受け取っている人が
所在不明になったら届け出を

年金を受け取っている人が
１カ月以上所在不明になった
場合、警察などに届け出るほ
か、年金事務所に届け出る必
要があります。本人の生存が
確認できない場合、年金の支
払いが一時的に止まります。
問津山年金事務所（田町）
☎ －２３６０

︵有料広告︶

︵有料広告︶
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32
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日曜納税窓口
８月25日㈰ 午前9時〜午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
10

30

0.1

転入
出生

月中のひとの動き
（６月１日現在）

5
15

32

11

32

31

35

15

市県民税（普通徴収） 第２期
国民健康保険料
第２期
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料 第２期
（普通徴収）
介護保険料(普通徴収) 第３期
30

30

8
32

16

30

26

30

30

人口 100,904 人(前月比△51)
男 48,387 人 (同△45)
女 52,517 人 (同△6）
世帯 45,173 世帯（同＋2）

sportska@tvt.ne.jp
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東京2020オリンピック聖火リレー
津山市内を走る聖火ランナー募集

走行日 令和２年５月21日㈭ 定員 １〜２人
要件 次のすべてに当てはまる人
①平成20年４月１日以前生まれ、②本人か家
族・親戚が、過去または現在で、津山市に在
住・通学・通勤しているなどのゆかりがある
応募用紙の設置場所 津山総合体育館、津山
陸上競技場（志戸部)、加茂町スポーツセン
ター（加茂町中原)、勝北総合スポーツ公園
(西下)、久米総合文化運動公園（中北下）
応募方法 応募用紙（県ホームページhttp://
www.pref.okayama.jp/page/torchrelay.
htmlから印刷可）に必要事項を記入し、市
スポーツ課（津山総合体育館内）に郵送、
Ｅメールまたは各施設に直接提出する
締め切り ８月31日㈯当日消印有効

■
問〒708-0004 津山市山北669 スポーツ課

☎24-0202、

※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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