新規就職者激励大会
とき ４月６日㈫～８日㈭午
前９時～午後４時 分（３
日間のうちどれか１日を選
択）
ところ 津山圏域雇用労働セ
ンター（山下）
対象 津山市・鏡野町・勝央
町・奈義町・久米南町・美
咲町・真庭市・美作市・新
庄村・西粟倉村内の事業所
の新入社員
内容 ビジネスマナー、来
客・訪問・電話応対、コミ
ュニケーションなど
参加費 １人３千円
※圏域外（真庭市・美作市・
新庄村・西粟倉村）の事業
所は１人４千円
締め切り ３月 日㈭

新入社員教育講座

★就活・新入社員応援情報 ★
問い合わせ先

とき ４月５日㈪午後２時～
３時 分
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
対象 津山市・鏡野町・勝央
町・奈義町・久米南町・美
咲町・真庭市・美作市・新
庄村・西粟倉村内の事業所
の新入社員
内容 式典、記念講演
講師 森健次朗さん（集中力
プロデューサー）
演題 普通の人が夢を実現す
る方程式とは！ ～世界の
一流アスリートが身につけ
る潜在能力・集中力発揮の
コツ～
参加費 無料
締め切り ３月 日㈭

3
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就活学生登録について

津山広域事務組合
３
‑６３３

対象 平成 年３月卒業予定
の大学生・短大生・高専
生・専門学校生
内容 登録をした人に岡山県
北の就職情報を発信
登録方法 津山広域事務組合
ホームページ http://www.
のエントリー
koyou.or.jp/
フォームから登録するか、
津山広域事務組合（津山圏
域雇用労働センター内）に
備え付けの登録用紙に記入
し、提出

いい汗流そう

つやま

問い合わせ先 協働推進課332‑2032

自治宝くじ助成事業

岡山県北地域企業説明会
とき ３月３日㈬午後１時～
４時
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
対象 平成 年３月卒業予定
の大学生・短大生・高専
生・専門学校生
内容 会社説明、就職情報コ
ーナーの設置など
参加企業 来春、新規大学等
卒業予定者を採用予定の県
北地域企業
参加費 無料

キミもカメラマン

早春ウォーク

11

45

ど）
申込方法 郵送、ファクスま
たは直接申し込む
※詳しくはお問い合わせくだ
さい

★平成19年分の課税売上高が１千万円を超えている場合は 平成21年分の消費税の確定申告が必要です

11

▲イベント用仮設ステージの整備
(津山市連合町内会院庄支部）
▲カラオケシステムほか14件のコミュニティ
備品の整備(津山市加茂町連合町内会）

詳しい情報は e-Taxホームページへ イータックス

23
3

14

今年の確定申告はe-Taxで！

11

in
10

18

32

締め切り ３月 日㈰
問い合わせ先 〒７０８︲０
００４津山市山北６６９津
山総合体育館内津山市体育
協会事務局
︲０２０２、
︲７２３５
5
24

税務署からのお知らせ

28

22

平成21年度
に宝くじの
助成金で次
の事業を行
いました
所得税の確定申告期間中は、24時間e-Taxの利用が可能です。

３．24時間いつでも利用可能

とき ３月 日㈰午前 時ス
タート（受付 時～）
ところ 阿波交流館・あば温
泉前スタートゴール
距離 約７㎞
対象 小学生以上（小学生は
保護者同伴、 歳未満は保
護者の同意書が必要）
定員 １５０人（応募者多数
の場合は抽選）
参加費 ５００円（保険代な

示を求められることがあります)。

消費税・地方消費税(個人事業者）
3月31日㈬

ネ・津山４階）に展示
対象 小学生（家族同伴可）
定員
人
参加費 無料（レンズ付フィ
ルム 枚撮りを無料配布）
申込方法 電話、ファクスま
たは直接
申し込む
※先着順、
定員にな
り次第締
め切り
問い合わせ先 文化振興課
（ 市 役 所 ４階 ）
︲２ １
２１、
︲２１５４

から だ

3
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国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jpの
税務署
｢確定申告書等作成コー
ナー」を利用すれば、所
１．最高5,000円の税額控除が受けられます
得税の確定申告書などを
平成21年分の所得税の確定申告を本人の電子署名と電子証明
書を付けて、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高
作成することができます。
5,000 円の控除ができます（平成19年分または平成20年分の確
ぜひご利用ください。
定申告でこの控除を受けた人は受けられません)。
また、確定申告期間中
２．添付書類の提出などが省略できます
【平成21年分の確定申告期限】
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して
の申告会場は混雑が予想
送信することにより、提出または提示を省略することができま
所得税・贈与税 3月15日㈪
されます。申告書は自分
す（確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出または提

で作成し、ｅ-Taxまた
は郵送などにより提出す
ることをお勧めします。
問い合わせ先
津山税務署（田町）
322‑3147

31

｢心と身体の癒し」をテーマにしたグッズ、食品、
サービスなどの展示・販売・体験と
ミニコンサートを開催します。
とき ３月13日㈯午前11時〜午後５
時、14日㈰午前10時〜午後４時
ところ ソシオ一番街一帯
問い合わせ先 同運営事務局（まちなかさろん再々
内）323‑2250

3
32

23

3

30

月 日 ま で は １ 割 ）」 と 記 載
された証（３割負担の人を除
く）を交付していますが、国
の高齢者医療制度見直しによ
り、平成 年４月から平成
年３月までの１年間において
も、窓口負担が１割に据え置
かれることとなりました。
正式に内容が決定しました
ら、３月中に該当する人へ新
たな国民健康保険高齢受給者
証または岡山県老人医療費受
給資格証を郵送します。
問い合わせ先 保険年金課
（ 市 役 所 １階 ７番 窓 口 ）
︲２０７１、 ︲２０７３、
または各支所市民生活課

いや

32

●第１回癒しの百貨市inつやま

3

全長10ｍを超えるロードトレインが商店街を走り
ます。
とき ３月13日㈯・14日㈰
①午前10時〜正午
②午後１時〜４時
ところ アルネ・津山東広
場〜まちなかさろん再々
乗車料 １回200円
問い合わせ先 津山街づくり株式会社331‑2001

22

50

24

5
32

キッズフォトスクール

加茂の朝市

3
32

10

とき ３月21日㈷午前８時〜
ところ 加茂町インフォメーションセンター
問い合わせ先 加茂町観光協会342‑4
402

31

あっ晴れ！おかやま国文祭
プレ・イヤーフェスティバル
の一つとして開催します。
とき ３月 日㈯午前 時～
正午（雨天決行）
ところ グリーンヒルズ津山
リージョンセンター
内容 専門家の指導のもと、
春のグリーンヒルズ津山の
写真を撮影。撮影した写真
は地域交流センター（アル

●ロードトレインが街にやってくる!!

23

窓口）
︲ ２０１７、ま
お忘れなく
たは各支所市民生活課、二
輪車（１２５㏄ 超）＝中国
軽自動車等の変更手続き
運輸局岡山運輸支局（岡山
軽自動車税は毎年４月１日
市） ０５０︲５５４０︲
現在の所有者に課税されます。
２０７２、軽自動車＝軽自
市外への転出や所有者の死
動車検査協会岡山事務所
亡、軽自動車などの譲渡や廃
（ 岡 山 市 ） ０ ８ ６ ︲２ ４
棄などの場合は、３月 日ま
５︲３６００
でに手続きを行ってください。
証を差し替えます
市役所で転出や死亡の届け
出をしても、軽自動車などの
高齢者医療制度見直し
登録情報は自動的には変更に
なりません。個人売買した場
「国民健康保険高齢受給者
合など、名義変更の手続きが
証」と「岡山県老人医療費受
されていないことがあります
給資格証」について、負担割
のでご注意ください。
合部分に「２割（平成 年３
問い合わせ先 原動機付自転
車（１２５㏄以下）
・小型特
殊 自 動 車（ 農 耕 車 を 含 む ）
＝課税課（市役所２階３番

作州津山宮川朝市
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イベント☆募集☆お知らせ

ば
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とき ３月14日㈰午前８時〜正午
ところ 宮川河川敷
問い合わせ先 農業振興課332‑2079

毎週金曜日、市役所本庁舎では時間を延長して午後７時まで戸籍・住民票・
印鑑証明書の交付、印鑑登録、パスポートの交付、納税関係の証明書の交付、
納税相談、介護申請を行っています

け いじ ん

