具、年金額が分かるもの
申込方法 事前に、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
認知症・若年性認知症の相談

認知症・若年性認知症は、
早期発見と早期対応が大切で
す。相談内容に応じ、専門職
が医療、介護などの適切な情
報を提供します。
とき 毎月第２水曜日午後１
時 分～５時 分
ところ 津山市地域包括支援
センター（市役所１階）
※相談日以外も相談可
問津山市地域包括支援センタ
ー☎ －１００４
その他の相談は、 ページ
に掲載しています

ず きん

市ホームページ有料広告バナ
ーで会社の宣伝をしませんか

市ホームページで、会社の
広告や商品の紹介、募集の案
内などをしませんか。
広告掲載料 月額５千円（消
費税込み）
申込方法 秘書広報室に備え
付けの申込書（市ホームペ
ージから印刷可）
に必要事項を記入
し、郵送または窓
口で提出する
問〒７０８－８５０１津山市
山北５２０秘書広報室（市
役所３階）☎ －２０２９

津山納涼ごんごまつり
中止のお知らせ

イン

８月１日㈯・２日㈰に予定
していた「第 回津山納涼ご
んごまつり 吉井川」は、中

－２１５９
ご協力をお願いします。
◦交換作業は、身分証明書を
戦争に関する資料の収集
携帯した水
市では、戦争の記憶を語り
道局の指定
継ぎ、後世に平和の尊さを伝
工事事業者
えるため、戦争に関する資料
が行います
の収集と保管を行っています。 ◦交換作業時間は、約 分間
随 時、 寄 贈 を 受 け 付 け て い
です（大型メーターを除く）
ま す の で、 ご 連 絡 く だ さ い。
◦作業中は水道を使用するこ
（受 け 入 れ の 可 否 は 相 談 要）
とができません
収集品（例） 軍服、兵士の
◦交換作業は不在の場合でも
装備品、召集令状、千人針、
行います。メーターボック
防 空 頭巾 、 新 聞 や 雑 誌 な ど
スの上や周囲に物などを置
いたり、車を駐車したりし
戦時中の生活に関するもの
ないでください
問人権啓発課☎ －００８８
◦交換作業で作業料をいただ
水道メーターの交換
くことはありません
◦交換後、まれに水が濁るこ
とがあります。しばらく水
を出すときれいになります
◦交換する前にハガキなどで

正しく水量を量るため、法
律で定められた８年の有効期
限を迎える前に水道メーター
を交換しています。皆さんの

止します。
問津山納涼ごんごまつり実行
委 員会 事務 局 （観 光振 興課
内） ☎ － ２ ０ ８ ２

お知らせします
問水道局業務課☎
６

※申込方法など、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）☎ －
５６３７

自衛官 募集

■エクステリア科 人
ケアサービス科 人
試験日 ９月３日㈭
訓練期間
月２日㈮～令和
３年３月 日㈫
訓練場所 北部高等技術専門
校（川崎）
受講料 無料（教材費要）
申込方法 最寄りのハローワ
クに相談し、申し込む
締め切り ８月 日㈫
問北部高等技術専門校☎ －
１１２５

北部高等技術専門校
訓練生募集

集

県外で受診した場合の子ども医療費の給付申請

募集種目 ①一般曹候補生②
航空学生③自衛官候補生
内容 ①部隊の中核となる曹
を養成。入隊後２年９カ月
以降で選考により３曹に昇
任②パイロットなどを養成。
入隊後約６年で３尉に昇任
③陸上２年、海上・航空３
年の任期制隊員。任用任期
終了後、民間企業への就職
や継続任用可
締め切り ①②９月 日㈭③
随時

募

－２１０

市が中国労働金庫と提携し
て行う低利な生活関連資金の
貸付制度です。
対象 市内に居住し、本人と
扶養家族の生計を維持する
ための資金を必要とする勤
労者で、貸付金の返済が確
実であると認められる人
融資限度額 １５０万円
融資期間 ５年以内
申込方法 中国労働金庫津山
支店（林田）で直接申し込む
※融資利率など、詳しくはお
問い合わせください
問中国労働金庫津山支店
☎ －７１６８

勤労者融資制度
（自治体提携ローン）

32

税
月 の 納

403人
96人
転出
死亡
450人
56人
転入
出生

（納期限：７月31日㈮）
32

お知らせ
わかちあい の 会
大切な人を自死で亡くした
人同士が語り合うことで、悲
しみや苦しみを分かち合い、
支え合う会です。
とき ７月３日㈮午後１時
分～３時
ところ 美作保健所（椿高下）
申し込み 不要
問美作保健所☎ －０１４５

身体障害者巡回更生相談
とき ７月 日㈭午前 時～
正午
ところ 神南備園（大谷）
相談内容 肢体不自由・聴覚
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

︵お知らせ︑募集︶

26

農業者年金に加 入 し ま せ ん か

農業者がより豊かな老後を
過ごすことができるよう、国
民年金（老齢基礎年金）に上
乗せする公的な年金制度です。
対象 次のすべてに当てはま
る人①国民年金第１号被保
険者②年間 日以上農業に
従事している③ ～ 歳
保険料（掛け金） 月額２万
～６万７千円（選択可）
農業者年金の特徴
◦ 歳までの保証付き終身年
金
◦税制上の優遇措置あり
◦条件により国庫助成あり
※申込方法など、詳しくはお
問い合わせください
問農業委員会事務局（農業振
興課内：市役所４階）☎

けいじばん

18

20 10

ネ・津山５階 人権啓発課 ☎31-00
88、 31-2534、 jinken@city.
tsuyama.lg.jp

16 10

32

2020.７

14
※６月２日現在の情報です。延期・中止する場合がありますので，事前にご確認ください

15 2020.７

■
問子育て推進課☎32-2065

22

32

10

県外の医療機関では子ども医療費受給資格者証は使えません。いったん自己負担分を支払い、払い戻し
の申請をしてください。
申請先 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
持ってくるもの 領収書か医療機関の証明書、申請者の銀行口座が分かるもの、申請者の印鑑（認め印可、
スタンプ印不可)、受診者（子）の健康保険証と子ども医療費受給資格者証、加入する健康保険で高額医
療費や付加給付金が支給される場合はその支給決定通知書
申請期限 受診から５年以内
■
問〒708-8520津山市新魚町17 アル

20

30

津山ファミリー・サポート・センタ
ー（通称：ファミ・サポ）は、｢子育
て中の家庭（依頼会員)」に、｢地域の
会員（提供会員)」が寄り添い、支え
る有償のボランティア組織です。子育
てを手伝ってほしい人や子育てを手伝
いたい人は、ファミ・サポまでご連絡
32
ください。
援助内容 保育施設などへの送迎、保
育施設の開始前や終
了後の援助、親の通
院・急用時の預かり
など
対象 依頼会員＝０歳～小学６年生の
子がいる家庭で、子育てを手伝って
ほしい人、提供会員＝健康で子育て
を応援したい人、両方会員＝依頼会
員と提供会員の両方を兼ねる人
利用料金 基本時間（平日午前７時
～午後７時）＝１時間当たり500円、
基本時間以外＝１時間当たり700円
(その他、実費が必要な場合あり）
※活動中の事故に備えて、センターで
補償保険に加入しています

22

身近で体験した思いやりの心や命の
大切さなど、人権の大切さが伝わるメ
ッセージを募集します。
応募資格 市内に在住・通勤・通学し
ている人
内容 １人１点で自作・未発表のもの
(１行詩、標語など形式は不問）
応募方法 ①住所②氏名③年齢④職業
⑤電話番号と作品を、郵送、ファク
スまたはＥメールで提出する
入賞 最優秀賞＝１点、優秀賞＝１点、
入選＝数点（各賞記念品あり）
締め切り ９月11日㈮

ひと・ふれあいメッセージ
2020募集

人口 100,112人(前月比＋7)
男 48,111 人 (同△21)
女 52,001人 (同＋28）
世帯 45,442 世帯（同＋155）

10

4

月中のひとの動き
（５月１日現在）
21

7
IN

32

15

固定資産税･都市計画税 第２期
国民健康保険料
第１期
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料 第１期
（普通徴収）
介護保険料(普通徴収) 第２期
日曜納税窓口
７月26日㈰ 午前9時〜午後４時
納税課
（市役所 2 階 1 番窓口）
ー（津山男女共同参画センター「さ
ん・さん」内：アルネ・津山５階)
☎31-8753

11

59

23

23

20

15

31

16

60

42

■
問津山ファミリー・サポート・センタ

80

ファミ・サポ 会員募集

