の定期修繕を行います︒
修繕の期間中は︑ごみの焼
却ができません︒一層のごみ
減量にご協力ください︒
期間 １月 日㈭〜２月１日
㈰
※ごみの収集は︑通常どおり
行います
環境事業所☎ ︲８２５５

市民と議員が語り合う会

７期

とき １月 日㈪午後１時〜
児
４時
条件 ①義務教育諸学校在学
中に遺児になった︵保護者
ところ 津山市スポーツセン
死亡見舞金・平成 年度中︶
ター相撲場横︵勝部︶
②中学校または中等部を卒
提供方法 受付簿に記入して︑
業︵卒業激励金︶
各自で袋に詰めて持ち帰る
支給額 １人に付き１万円
※スコップや袋などは持参
締め切り ２月 日㈮
※天候によっては︑中止する
※申込方法など︑詳しくはお
ことがあります
問い合わせください
土木課☎ ︲２０９５
こども課︵津山すこやか・
２０１５年農林業センサス
こどもセンター︶☎ ︲ ２
０６５
農林業センサスは︑日本の
農林業や農山村の実態を把握
する基礎調査です︒
１月中旬から調査員が︑農
家などを訪問します︒ご協力
をお願いします︒
協働推進室☎ ︲２０３２

津山市遺児激励金

時︑南児童館＝午前 時
分〜正午
※加茂児童館は説明会なし
中央児童館☎ ︲２０９９︑
南児童館☎ ︲４４００︑
加茂児童館☎ ︲３１６８

四島返還 ひとりの力が 大
きな力に
北方領土返還要求運動への
ご協力をお願いします︒
岡山県北方領土返還要求運
動県民会議︵県公聴広報課
内︶☎０８６︲２２６︲７
１５８

２月７日は北方領土の日

26

お知らせ
鶴山塾休日相談
とき １月 日㈯︑２月１日
㈰午後１時〜４時
ところ 津山教育相談センタ
ー﹁鶴山塾﹂︵山下︶
鶴山塾☎ ︲２５２３

無料調停相談会
とき １月 日㈮午後７時〜
９時
ところ 西苫田公民館︵小原︶︑
久米公民館︵中北下︶︑高野
公民館︵高野本郷︶︑城西公
民館︵小田中︶
議会事務局☎ ︲２１４０

剪定枝チップの提供

（納期限：2 月 2 日㈪）

対象 生活保護世帯または市
民税非課税世帯に属する遺

32

津山市スキー教室
︵スキー大会︶
参加者

11

28

とき ２月 日㈮午前 時〜
午後３時
ところ 津山市総合福祉会館
※秘密は厳守します
岡山地方裁判所津山支部
☎ ︲９３２６
﹁相談﹂は ページにも掲載
しています

４期
市県民税（普通徴収）

集

27

22

24

42

11

小桁焼却場の休止

26

30

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

介護保険料（普通徴収） ８期

とき 第１次＝２月１日㈰︑
第２次＝２月 日㈷︑両日
とも津山総合体育館午前８
時出発︑午後５時帰着予定
ところ 恩原高原スキー場パ
ノラマゲレンデ︵鏡野町︶
対象 小学３年生以上
定員 各 人︵先着順︶
参加費 各５千円︵リフト代
含む︒貸しスキー代などは
別途要︶
申込方法 申込書に記入し︑
参加費を添えて申し込む
締め切り 第１次＝１月 日
㈬︑第２次＝２月４日㈬
※小学４年生以上を対象にス
ノーボードの指導も行いま
す︵第１次のみ︶
※津山市市民スキー大会は２
月 日㈷に開催します
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
津山市スキー連盟︵田島さ
ん ︶ ☎ ︲ ９ ０ ０ ５︑０ ９
０︲２８６４︲８８０８
50

22

市道の街路樹の剪定枝など
を細かく砕いてチップにした
ものを無料で提供します︒

落ち着いて、
正しく、
はっきりと

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

11

（ 12 月 1 日現在）

急がない 相談事は ＃9110
急を要さない要望や相談、苦
情などは、津山警察署または警
察総合相談電話＃9110へ連絡
ください。

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

税
納
の

175人
111人
転出
死亡
174人
68人
転入
出生

月

1

募

30

32

急ぐほど 慌てず正しく 110番
事件や事故に遭ったり、目撃
したりした時は、一刻も早い
110番通報をお願いします。

30 11

11 月中のひとの動き
22

７期

30

22

32

32

10

人口 104,764 人（前月比△44）
男 50,040 人（同△12）
女 54,724 人（同△32）
世帯 44,692 世帯（同＋8）

津山警察署☎25-0110

市では︑小桁焼却場︵小桁︶

通報は、

国民健康保険料
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

11

30

50

23

32

10

31

22

20

30

生活を支える制度です︒
また︑林退共へ加入してい
個人設置の 農 作 物 鳥
たかどうか分からない人はお
歳の誕生日を迎えたら︑
獣害防護柵 補 助
調べします︒お問い合わせく
保険年金課の窓口または各支
ださい︒
イノシシなどの有害鳥獣に
所市民生活課で手続きをして
独立行政法人勤労者退職金
よる被害から田畑の農作物を
ください︒
共済機構林業退職金共済事
守るための防護柵設置に補助
保険料︵月額︶ １５２５０円
業本部☎０３︲６７３１︲
します︒
※厚生年金に加入している人
２８８７
対象 個人で新規に ｍ 以上
は手続き不要です
の鳥獣害防護柵を設置する
※学生や収入が少なく保険料
農業者
の納付が困難な人は﹁学生
補助率 資材経費の２分の１
納付特例﹂や﹁若年者納付
以内︵上限 万円︶
猶予﹂など保険料の支払い
児童館子育てクラブ会員
申込期間 ２月２日㈪〜３月
を猶予する制度があります︒
日㈫
対象 中央児童館︵山北︶
・南
詳しくは︑お問い合わせく
※申込方法など︑詳しくはお
児童館︵横山︶＝市内在住で
ださい
問い合わせください
満２歳以上の未就園児と保
保険年金課︵市役所１階７
森林課☎ ︲２０７８また
護者︑加 茂 児 童 館 ︵ 加 茂 町
番窓口︶☎ ︲２０７２
は各支所産業建設課
中 原 ︶＝ 市 内 在 住 で 満 ０ 歳
林業退職金共済制度︵林
以上の未就園児と保護者
歳になったら国民年金
退共︶からのお知らせ
活動内容 親子で遊びを通し
国民年金は︑老齢年金だけ
林退共では︑林業に従事し︑
て交流や親睦活動を行う
でなく︑不慮の事故や病気で
退職後︑退職金をまだ受け取
活動日 中央児童館・加茂児
障害を負ったり︑死亡した時︑ っていない人を探しています︒
童 館 ＝ 毎週水・金曜日︑ 南
児 童 館 ＝ 毎週火・木曜日︑
各午前 時 分〜 時 分
定員 曜日ごとに 組︵先着
順︶
入会金 千円︵保険料別途要︶
申込方法 入会を希望する児
童館に直接申し込む
申込開始 説明会の日から
■説明会
とき・ところ ２月５日㈭中
央児童館＝午前 時 分〜

110番の日です

10

32

10

20

22

31

20

１月10日は

