け いじ ん

イベント☆募集☆お知らせ

東日本大震災で被災され避難している皆さまへ
税金の軽減や免除などの特例について

大震災により被害を受けた人は、所得税の軽減や免除が受け
られ、税務署で手続きを行うことで所得税が還付になる場合が
あります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車とな
った自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳し
くは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホー
ムページ（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。
問い合わせ先 津山税務署（田町）322‑3144
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出雲 諫早
津山

友好交流都市30周年

津山市は、昭和56年に島根県出雲
市、長崎県諌早市と友好交流都市提
携を結びました。今年30周年を迎え、
７月29日には出雲市で三市による記
念式典が行われます。
問い合わせ先 秘書広報室332‑2026

法律に定める保存期間が過ぎ、
廃棄処分を行うため、写しの
発行を終了します。
発行終了日 ８月 日㈮
※廃棄後は、廃棄済み証明書
を交付します
問い合わせ先 市民課（市役
所１階２番窓口）
２
０５３

40

10

学生、看護学生、一般曹候
補生、自衛官候補生
受 験 資 格 日 本 国 籍 を 有 し、
平成 年４月１日現在で
歳以上 歳未満の人
試験日 ９月中旬～ 月中旬
受付期間 ８月１日㈪～９月
日㈮必着
※受験資格、受付期間などは
種目により異なります
問い合わせ先 自衛隊岡山地
方協力本部津山出張所
５
- ６３７

20

発行が終了します
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平成改製原戸籍の附票

25

戸籍をコンピュータ化する
前の住所の履歴を「平成改製
原戸籍の附票」といいます。

死亡した人の市税の証明書を
申請できるのは民法に規定され
ている相続人（相続する権利のある
人）となります。市では、戸籍謄本で
相続人の確認を行っています。そのた
め、戸籍謄本が必要になります。
そのほか、申請には、相続人の印鑑
または委任状が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ先 税制課332‑2017

技術短期大学校 ０８９８
ところ 市役所東側駐車場集
合
- ５
- ２７ ８ ０ ８ ９ ８
人
- ５
- ０３８ namikata 定員
※申し込み多数の場合は抽選
-info@mtea.ac.jp
参加費 小中学生１０００円、
平和・命の尊さを考えよう
高校生以上１５００円
申込方法 電話、ファクスま
第 回津山市民平和祭
たは直接申し込む
締め切り ８月６日㈯
◆夏休み親子映画会「ぞう列
車がやってきた」
とき ８月６日㈯午後１時
分～
ところ 津山市総合福祉会館
入場料 無料
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 人権啓発課
（アルネ・津山５階）
００８８
２
- ５３４

死亡した父名義の固定資産評
価証明書を取りに市役所へ行き
ました。窓口で戸籍謄本が必要と言わ
れました。なぜ戸籍謄本が必要なので
すか？

◆平和のための戦争パネル展
とき ８月１日㈪～５日㈮
※オープニングセレモニーは
１日午前９時～
ところ 市役所１階市民ロビ
ー
内容 写真パネル 平
･ 和に関
する書類の展示など
◆夏休み親子体験バスツアー
「ピースおおさか」見学
とき ８月 日㈯午前８時出
発

死亡した人の
市税に関する証明
書の交付について

50

お急ぎください
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個人等設置の農作物鳥
獣害防護柵設置補助

15

対象 個人などの農業者で新
規に ｍ 以上の防護柵を設
置する人
補助率 資材経費の２分の１
以内（上限 万円）
締め切り ７月 日㈮
問い合わせ先 農業振興課
２
- ０７９、または各
支所産業建設課

24

募集しています

10

８月は北方領土返還運動全国強調月間です。
募集作品 ｢標語」｢キャッチコピー」の区分を明記してひらがなで読み方を記載
応募条件 入選した場合、氏名と住所（市町村名）を公表
応募方法 ①作品②郵便番号③住所④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥性別⑦電話番号⑧職業を明記して応募
締め切り ９月30日㈮（当日消印有効）
問い合わせ先 〒110‑0014 東京都台東区北上野1‑9‑12住友不動産上野ビル９階独立行政法人北方領土問
題対策協会303‑3843‑3630

陸・海・空自衛官

3
22

北方領土に関する標語・キャッチコピー募集

募 集 種 目 防 衛 大 学 校 学 生、
防衛医科大学校学生、航空

震災関連情報ホームページ
税の控除が受けられます
（ http://www.soumu.go.jp
）
をご覧ください
被災地への
き
ふ
問い合わせ先 津山税務署
「ふるさと寄附金」
３
- １４４
被災地の自治体への寄附金
オープンキャンパスをします
や、自治体を通じての義援金
は「ふるさと寄附金」として
国立波方海上技術
住民税・所得税の控除が受け
短期大学校
られます。日本赤十字社や中
央共同募金会などへの義援金
国内航路の船舶職員（船
も同様に控除が受けられます。 長 ・ 機 関 長 ・ 航 海 士 ・ 機 関
詳しくは、総務省東日本大
士）の養成を行う学校です。
《体験型コース》
とき ７月 日㈯、 日㈯
内容 実習体験・練
習船体験乗船など
（昼食付き）
《見学型コース》
とき
月 日㈯
内容 授業・施設・寮
見学ツアー、質疑応答など
・・・・・・・・・・・・・
ところ 国立波方海上技術短
期大学校（愛媛県）
入学資格 高等学校を卒業し
た人（平成 年３月高等学
校卒業見込みの人を含む）
または、学校教育法施行規
則第１５０号各号の一に該
当する人
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問い合わせ先 国立波方海上

ば

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

3
32
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活、
あなたの就 ます
支援し

《就職支援セミナー》
とき ８月２日㈫午前10時30分〜
午後３時30分
ところ 市立図書館（アルネ・津山４階)
内容 企業が求める人物像と効果的な自
己ＰＲ法、模擬面接とマナー講座など
対象 就職活動中の人（40歳ぐらいまで)
定員 30人程度（先着順）
受講料 無料
申込方法 電話やファクス、ホームペー
ジで申し込む
問い合わせ先 おかやま若者就職支援セ
ンター（津山圏域雇用労働センター内)
323-0850523-1007 ホームページ
http://www.y-workokayama.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・
《大学等就職面接会（就活応援フェア)》
とき ８月17日㈬午後１時30分～４時
ところ 市文化展示ホール（アルネ・津
山４階）
対象 平成24年３月卒業予定の学生（大
学・短大・高専・専門学校)、既卒３
年以内の人
参加企業 津山・真庭・美作地域の事業
所約30社
参加費 無料
問い合わせ先 ハローワーク津山3352675

７月24日にアナログ放送終了

デジサポ岡山では地デジのあらゆる相談にお応えす
るための臨時相談コーナーを開設しています。
とき 毎週月〜金曜日午前10時〜午後３時（８月26日
まで）※祝日は開設しません
ところ 市役所１階市民ロビー
問い合わせ先 総務省岡山県テレビ受信者支援センタ
ー「デジサポ岡山｣3086‑899‑6060（平日：午前９時
〜午後９時、土･日曜日･祝日：午前９時〜午後６時)
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