お知らせ
企業ガイド み ま さ か
２０１６発行
県北地域への就職を希望す
る学生をサポートするため︑
企業の概要や待遇︑採用実績
などを掲載した冊子を発行し︑
希望者に配布しています︒
掲載企業数 県北地域の優良
企業１２５社
対象 平成 年３月に大学・
短大・専門学校・高等専門
学校・高等学校を卒業予定
の人

世界自閉症啓発デー﹁備
中櫓ブルーライトアップ﹂
自閉症など発達障害につい
て理解を広めるため︑ブルー
ライトアップを行います︒
とき ４月２日㈭午後６時〜
ところ 津山城︵鶴山公園︶
健康増進課☎ ︲２１７４

※請求方法など︑詳しくはお
問い合わせください
津山広域事務組合︵山下︶
☎ ︲３６３３

環境事業所・資源化
センター休業
次の日程で休業します︒当
日はごみなどの持ち込みはで
きません︒ご了承ください︒
とき ３月 日㈷
ところ 環境事業所︵小桁︶・
資源化センター︵横山︶
環境事業所☎ ︲８２５５

戸籍届出書による職
業・産業調査
人口の動きと社会経済の関
連を調査し︑社会保障施策な
どの基礎資料とするため︑職
業・産業調査を行います︒ご
協力をお願いします︒
調査期間 ４月１日㈬〜平成

集

支所市民生活課
※届け出がないと保険料が二
重で掛かる場合があります
保険年金課☎ ︲２０７１

募
北部高等技術専門校訓練生

年３月 日㈭
調査方法 戸籍の届出書を提
出する際︑職業︵死亡届の
場合は産業も︶を記入する
市民課☎ ︲２０５２

グラスハウス基本料
金の変更
︵中学生︶
グラスハウスでは︑中学生

の基本料金を変更します︒
開始日 ４月１日㈬
料金 変更前＝６
１０円︑変更後
＝１２３０円
︵学
生証提示の場合
＝１０３０円︶
グラスハウス︵大田︶☎ ︲
７１４０

日曜納税窓口
３月29日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

受講料 無料︵教材費要︶
申込方法 ハローワーク津山
に相談し︑直接申し込む
締め切り ４月９日㈭まで
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５

自衛隊幹部候補生

︶から申し
jp/juken.html
込む
受付期間 ４月１日㈬〜 日
㈪
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
広島国税局︵広島県︶☎０８
２︲２２１︲９２１１

津山市消防団員
消防団は︑消防署と連携し
て火事や地震︑台風などの災
害から︑市民の生命や財産を
守るために活動しています︒
消防団に入って︑地域を守
る活動に参加しませんか︒
入団資格 市内に在住または
勤務する 歳以上の人

︵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）10 期

待遇 消防団員は特別職の非
常勤公務員です︒年額報酬
や退職報償金︵５年以上勤
務の場合︶
︑公務災害補償な
どが受けられます
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
津山市消防団事務局︵危機
管理室内︶☎ ︲１１９０
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国民健康保険 脱 退 の 届 け 出

募集種目 自衛隊幹部候補生
︵一般︵海・空飛行幹部要員
含む︶・歯科・薬剤師︶
試験日 ５月 日㈯︵飛行幹
部要員は５月 日㈰︶
締め切り ５月１日㈮必着
※応募資格など︑詳しくはお
問い合わせください
自衛隊岡山地方協力本部津
山出張所︵山下︶☎ ︲５６
３７
国税専門官
︵大学卒業程度︶

受験資格 次のいずれかに当
てはまること①昭和 年 ４
月２日〜平成６年４月１日
生まれの人②平成６年４月
２日以降生まれで︑大学を
卒業した人および平成 年
３月までに大学を卒業する
見込みの人︑または人事院
がこれと同等の資格がある
と認める人
試験日 ６月７日㈰

申込方法 ホームページ︵ htt
p://www.jinji-shiken.go.
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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。

9期
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9期
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）
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保険年金課（市役所１階７番窓口）☎32-2072、
津山年金事務所（田町）☎31-2363

（納期限：3 月 31 日㈫）
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平成27年度の国民年金保険料は次の
とおりです。経済的理由により保険料を
納めることが困難な場合、保険料の支払
いが免除される制度もあります。
保険料 月額＝15,590円、１年分前払い
（現金納付）＝183,760円（3,320円割
引）
、６カ月分前払い
（ 現 金 納 付 ）＝
92,780円
（760円割引）
、４分の１免除
＝11,690円、２分の１免除＝7,800円、
４分の３免除＝3,900円
支払方法 ４月上旬に日本年金機構から
届く納付書で支払う（口座振替・クレ
ジットカード払い可＝申込要）
※前払い制度を利用する人は、早めに手
続きをしてください
※詳しくは、お問い合わせください
28

■パソコンワーク初級科
訓練場所 久世エスパスホー
ル︵真庭市︶
訓練期間 ５月１日㈮〜７月
日㈭
■介護サービス科
訓練場所 津山勤労者総合福
祉センター
︵勝部︶
訓練期間 ５月１日㈮〜７月
日㈮
・・・・・・・・・・・・・
対象 求職中の人
定員 各 人
株式会社ホープ（田中さん）☎092-716-1404、
産業政策課☎32-2081、財政課☎32-2021
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人口 104,622 人（前月比△101）
男 49,946 人（同△49）
女 54,676 人（同△52）
世帯 44,651 世帯（同△19）

▲軽貨物車の広告掲載イメージ
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平成27年度国民年金保険料のお知らせ

月中のひとの動き
（ 2 月 1 日現在）
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市の公用車に掲載する広告を募集
します。
広告形態 広告を描いた特殊フィル
ムを車体に貼り付ける
公用車の種類 軽貨物車、軽乗用車
広告位置・サイズ 後部座席ドア
（左右）・縦50㎝×横60㎝以下
※料金や申込方法など、詳しくは株
式会社ホープまでお問い合わせく
ださい

国民健康保険に加入してい
る人が︑就職や扶養認定で︑
社会保険など︑新しくほかの
健康保険に加入した時は︑国
民健康保険脱退の届け出が必
要です︒
届け出に必要なもの 国民健
康保険の保険証︑新しくで
きた保険証︑世帯主の印鑑
届け出先 保険年金課︵市役
所１階９番窓口︶または各

津山市公用車の有料広告の募集

