プラザを中止します︒
とき ５月１日㈰
ところ ハピーマート東一宮
店︵東一宮︶
環境事業課☎ ︲２２０３
ています︒ぜひ︑ご利用くだ
さい︒
■消費生活パネル展
とき ５月 日㈮〜 日㈪
ところ 市立図書館︵アルネ
・津山４階︶
津山市消費生活センター
☎ ︲２０５７
30

問い合わせください
こども課︵津山すこやか・
こどもセンター内︶☎ ︲
２０６５

︵有料広告︶

︵有料広告︶

道路上にはみ出した木の枝
や倒木は︑運転者や歩行者の
視界を妨げ︑危険にさらすこ
とがあります︒
安全な通行のため︑樹木の
所有者は︑伐採などの処理を
お願いします︒
※枝木や倒木が原因で交通事
故が発生した場合︑所有者
が事故の責任を問われる場
合があります
管理課☎ ︲２０８９

倒木の処理のお願い

道路上にはみ出した枝木・

20

お知らせ

人権相談＝法務局職員
岡山地方裁判所広報係︵岡
山市︶☎０８６︲２２２︲
６７７１

農地取得の下限面積
耕作を目的とした農地を取
得する際の平成 年度の下限
面積を決定しました︒
下限面積
アール
農業委員会事務局︵農業振
興課内︶☎ ︲２１５９
みんなの強みを活かせ 〜安全・
安心な社会に一億総活躍〜

５月は消費者月間です︒
近年︑高齢社会の進行や情
報通信機器の普及により︑消
費者トラブルが複雑化してい
ます︒津山市消費生活センタ
ーでは︑これらの相談対応や
講座の開催︑啓発活動を行っ
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人口 103,645人（前月比△129）
男 49,501人（同△46）
女 54,144人（同△83）
世帯 44,754世帯（同△18）
座を受講修了後︑受講料の一
部を支給する制度です︒
対象 市内在住で︑ 歳未満
の子を扶養する父子・母子
家庭の父母で︑次のすべて
に当てはまる人①児童扶養
手当の支給を受けている︑
または同等の所得水準②講
座の受講開始日現在で︑雇
用保険法による教育訓練給
付の受給資格を有していな
い③就労経験や技能などか
ら判断して︑自立支援教育
訓練給付の受給が適切であ
ると認められる④過去に当
給付金を受給していない⑤
市税などに滞納がない
※受講開始前に︑こども課に
申請が必要です︒事前申請
をしないで受講した場合︑
給付金は支給されません
※申込方法など︑詳しくはお

全期

勤労者融資制度
︵自治体提携ローン︶
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 市内に在住し︑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
融資内容 限度額＝１５０万
円︑融資期間＝５年以内
申込方法 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
中国労働金庫津山支店︵林
田︶☎ ︲７１６８

ごみの野焼きは禁止です
ごみの野焼きは︑焼き畑な
どの例外を除き︑法律で禁止
されています︒例外の野焼き
であっても︑近隣の生活環境
に支障をきたしたり︑周辺か
ら苦情が入ったりする場合︑
行政指導や改善命令の対象と
なります︒ご理解とご協力を
お願いします︒
環境生活課☎ ︲２０５５

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。
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。

身体障害者巡回更生相談

問い合わせください
仕事・移住支援室︵津山圏
域雇用労働センター内︶
☎ ︲３６３３

経済センサス︱活動調査
総務省と経済産業省では︑
平成 年６月１日現在で︑全
国の事業所を対象に︑平成
年経済センサス︱活動調査を
実施します︒調査結果は︑社
会経済の発展のための基礎資
料などとして活用されます︒
調査対象の事業所などには
５月中旬から調査員が伺いま
す︒ご理解とご協力をお願い
します︒
協働推進室☎ ︲２０３２

自立支援教育訓練給付金
父子・母子家庭の父母が自
立するために︑指定された講
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悩みごと無 料 相 談
10

とき 月・水・金曜日午前
時〜午後５時︵祝日除く︶
とき ５月 日㈭午前 時〜
ところ ライフサポートセン
正午
ターつやま︵津山圏域雇用
ところ 神南備園︵大谷︶
労働センター内 山下︶
相談科目 肢体不自由
※裁判などの実務依頼をする
持ってくるもの 印鑑︑身体
場合は費用要
障害者手帳︑使用中の補装
ライフサポートセンターつ
具︑年金額の分かるもの
やま☎ ︲２４３３
申込方法 障害福祉課に電話︑
または直接申し込む
無料法律・人権相談所
障害福祉課︵市役所１階
とき ５月６日㈮午前 時〜
番窓口︶☎ ︲２０６７︑
︲２１５３
正午
ところ 岡山地方・家庭裁判 ﹁ 相 談 ﹂ は ペ ー ジ に も 掲 載
しています
所津山支部︵椿高下︶
相談内容 土地︑相続︑登記︑
青空リサイクルプラザの中止
金銭貸借︑離婚︑人権など
次の日程の青空リサイクル
応談者 法律相談＝弁護士︑

津山市新規学卒者等就職
奨励金の交付

︵お知らせ︶
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軽自動車税

税
納
月 の

257人
125人
転出
死亡
186人
67人
28

日曜納税窓口
5 月29日㈰ 午前 9 時〜午後 4 時
納税課（市役所 2 階 1番窓口）
32

22

11

5
20

26

転入
出生
30

32

月中のひとの動き
（３月１日現在）

2
10

28

19

32

32

10

（納期限：5 月 31 日㈫）
税制課（市役所２階２番窓口）☎3
2-2017、各支所・出張所担当課

28

32

24

28
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軽自動車税は毎年４月１日現在
の所有者に課税されます。５月は
軽自動車税の納付月です。忘れな
いよう、納期限までに納付しまし
ょう。
納期限 ５月31日㈫
税率変更 税制改正により、軽自
動車税の税率が変わります。詳
しくは、５月中旬以降に届く納
税通知書に同封のチラシまたは
口座振替通知書をご覧ください
※これまで、口座振替で納めてい
た人には振替済通知書を送付し
ていましたが、今年度から軽四
輪などの車検制度がある車種の
み送付します。（原付など、車
検制度が無い車種については、
通帳記帳により納税をご確認く
ださい）
身体・精神に障害のある人の軽自
動車税減免制度
障害の等級により軽自動車税が、
減免になる場合があります。申請
方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。
減免の申請期限 ５月31日㈫

市では︑新規学卒者の市内
企業への就職と定住の促進を
図るため︑就職奨励金制度を
新設しました︒
対象 次のすべてに当てはま
る人①中学︑高校︑高専︑
短大︑大学などを卒業また
は中退した日から３年以内
にある②平成 年４月１日
以降に常用雇用者として市
内企業に就職し︑１年以上
勤務する③市内に住所を有
する
交付金額 １人につき３万円
︵１回限り︒津山広域事務
組合の就活学生登録をして
いる人には２万円を加算︶
※事前に認定申請が必要です
※申請方法など︑詳しくはお

軽自動車税の納付のお願い

