お知らせ
子育て相談窓口
とき 月〜金曜日午前９時
分〜午後５時︵祝日除く︶
ところ 津山すこやか・こど
もセンター
相談内容 児童虐待︑非行︑
いじめ︑不登校︑障害など
こども子育て相談室☎ ︲
７０２７

司法書士・税理士・土地
家屋調査士 無料相談会
とき ２月 日㈷午後１時〜
４時 分
ところ 県立図書館︵岡山市︶
内容 セミナー︑無料相談会
岡山県青年司法書士協議会
︵澤田さん︶☎０８６︲４
８２︲０６６７

農振農用地か ら の 除 外 申 出

農業振興地域内の農用地な
どを転用し︑農業以外の目的
で使用する場合︑事前に農振
農用地からの除外手続きが必
要です︒
受付期間 ２月１日㈬〜 日
㈫
農業振興課︵市役所４階︶
☎ ︲２０７９
青空リサイクルプラザの中止

税
納
の
月

（納期限：2 月 28 日㈫）

に備え付けの申請書に記入
空き家所有者のための相談会
し︑直接申し込む
締め切り ２月 日㈫
とき ２月 日㈫午後１時
分〜４時
こども課☎ ︲２０６５
ところ 市立図書館︵アルネ・
個人設置の農作物鳥獣害
津山４階︶
防護柵補助
内容 相続︑修繕︑解体など
応談者 司法書士︑建築士
環境生活課☎ ︲２０５５
その他の相談は︑ ページに
も掲載しています

2

158人
116人
転出
死亡

津山市遺児激励金

30

対象 生活保護受給世帯また
は市民税非課税世帯の遺児
支給内容・要件 保護者死亡
見舞金＝義務教育諸学校在
学中に遺児になった時︑卒
業激励金＝遺児が中学校
︵中学部含む︶を卒業する時
支給額 一人につき１万円
申請方法 こども課︵津山す
こやか・こどもセンター内︶

国民年金保険料の納付は
口座振替で

28

イノシシなどの有害鳥獣に
よる被害から田畑の農作物を
守るための防護柵設置に対し
補助します︒
対象 個人で新たに ｍ 以上
の鳥獣害防護柵を設置する
農業者など
補助率 資材経費の２分の１
以内︵上限 万円︶
申請期間 ２月１日㈬〜３月
日㈮
※申請方法など︑詳しくはお
問い合わせください
森林課︵市役所４階︶☎
︲２０７８︑各支所・出張
所担当課

保険年金課☎ ︲２０７２

ま

２月７日は北方領土の日
し

集

四島の未来 心かよわせ 返
還へ
北方四島の早期返還を実現
するため︑返還運動にご理解
とご協力をお願いします︒
岡山県北方領土返還要求運
動県民会議事務局︵県公聴
広報課内 岡山市︶☎ ０８
６︲２２６︲７１５８

募

北部高等技術専門校 訓練生

交通事故などが原因の治療は
届け出が必要です

交通事故など本人以外の行
為によって治療を受けた場合︑
その治療費は加害者と被害者
が過失割合に応じて負担しま
す︒やむを得ず健康保険証を
使って治療を受けた場合︑必
ず届け出をお願いします︒
例 相手方のある交通事故︑
けんかなどによるけが︑飲
食店での食中毒など
届け出先 国民健康保険・後
期高齢者医療保険加入者＝
保険年金課︵市役所１階８・
９番窓口︶または各支所・
出張所担当課︑その他の健
康保険＝加入している健康
保険
持ってくるもの 健康保険証︑
印鑑︑交通事故証明書
保険年金課☎ ︲２０７１

月
■エクステリア科 人︑ＯＡ
事務科 人︑ケアサービス
科 人
訓練期間 ４月〜９月
共通項目

募集期間 １月 日㈪〜３月
３日㈮
試験日 ３月 日㈬・ 日㈭
受講料 無料︵教材費別途要︶
※申込方法など︑詳しくはお
問い合わせください
北部高等技術専門校︵川崎︶
☎ ︲１１２５

日本語ボランティア講師

︵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。
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。

国民健康保険料
第８期
（普通徴収）
50

介護保険料（普通徴収）第９期
津山市とその周辺に住む外
国人に︑日本語の学習を支援
する講師を募集します︒
とき ①毎週火曜日午前 時
〜 時②毎週木曜日午前
時 分〜 時 分
ところ ①津山市総合福祉会
館②さん・さん︵アルネ・
津山５階︶
※外国語を話
せる必要は
あ り ま せ ん︒
詳しくは︑お問い合わせく
ださい
津山にほんごの会事務局
︵協働推進室内 市役所 ３
階︶☎ ︲２０３２

10

人口 103,033人（前月比△22）
男 49,253人（同△2）
女 53,780人（同△20）
世帯 44,883世帯（同△2）
■電気設備科 人︑木造建築
科 人︑木工科 人
訓練期間 ４月〜平成 年３

16

10

（12 月１日現在）
26

32

10

32

32

10

16

15

15

14

国民年金保険料の納付は︑
支払いの手間が省ける口座振
替が便利です︒また︑保険料
の前納や早割制度を利用する
と︑保険料の割り引きが受け
られます︒
申込方法 保険年金課︵市役
所１階７番窓口︶または津
山年金事務所︵田町︶に備
え付けの口座振替申出書に
必要事項を記入し︑金融機
関届出印を押印して直接提
出する
※口座振替による保険料の前
納︵２年分・１年分・６カ
月分 ４月末振り替え︶の
申込締切は２月 日㈫

20

11

32

次の日程の青空リサイクル
プラザを中止します︒
とき ２月 日㈷
ところ カインズホーム津山
店︵高野本郷︶
環境事業課３Ｒ推進係
☎ ︲２２０３

︵お知らせ︑募集︶

20

26

11 月中のひとの動き
32

186人
66人
転入
出生
31

30

32

28

日曜納税窓口
2 月26日㈰ 午前 9 時〜午後 4 時
納税課（市役所 2 階 1番窓口）
15 11

11

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。車両の廃車や譲渡をして
いても、名義変更などの変更手続きを行わ
ないと、登録上の所有者に課税されます。
所有者が市外に転出したり、車両を廃車
したりする場合は、３月31日㈮までに必
ず手続きを行ってください。
また、乗用装置（座席）付きのトラク
ターやコンバイン、田植え機なども軽自動
車税の課税対象であり、道路を走行しない
場合であっても、ナンバープレートを取得
する必要があります。
次のような場合も、３月31日㈮までに
28
必ず手続きを行ってください。
手続きが必要な例 農耕車などの新規購入、
譲渡、廃棄など
車種・ 問 い 合 わ せ 先 原 動 機 付 自 転 車
（125cc以下）
・農耕車などの小型特殊
自動車＝税制課☎32-2017、各支所・出
10
張所担当課、軽二輪車、二輪小型自動車
＝中国運輸局岡山運輸支局（岡山市）☎
050-5540-2072、軽自動車＝軽自動車
20
検査協会岡山事務所（岡山市）☎05020
3816-3084
30
税制課（市役所２階２番窓口）

11

後期高齢者医療保険料 第８期
（普通徴収）
32

☎32-2017

30

32

32

軽自動車税 申告のお願い

