お知らせ
環境事業所 ・ 資 源 化
センターの 休 業
施設管理のため、ごみや資
源化物などの持ち込みはでき
ません。
ご協力をお願いします。
とき ５月４日㈷
対象 環境事業所（小桁）
、
資源化セ
ンター
（横山）
問環境事業所☎ ‐８２５５

国民年金
学生納付特 例 制 度
所得が少なく保険料を支払
うことが困難な学生が、本人
の申請で保険料の納付の猶予
を受けられる制度です。

町内清掃時 の お 願 い

（３月１日現在）

小・中学校就学援助制度

水道メーターの交換

されていた土地所有者の責
任で処理してください
問環境事業所☎ ︲８２５５

市教育委員会では、経済的
な理由によって就学すること
が困難な児童生徒に対し、就
学に必要な経費の一部を援助
します。
対象経費 ①学用品費など②
新入学児童生徒学用品費な
ど（１年生で当初認定者の
み）③修学旅行・校外活動
費④学校病（中耳炎、むし
歯など）を治療した時の医
療費⑤学校給食費の一部
対象 市立の小・中学校に就
学している児童・生徒
認定要件 保護者が次のいず
れかに該当し、援助の必要
があると認められる時
①生活保護を受けている（修
学旅行費、医療費のみ援
助）
②生活保護法に規定する「要
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猶予を受けた期間の保険料
は 年以内であれば、さかの
ぼって納めることができます。
対象 大学や各種学校などに
在学する 歳以上で、前年
所得が１１８万円以下の人
持ってくるもの ①学生証
（写し）または在学証明書
②年金手帳③印鑑（本人が
署名する場合は不要）④退
職して学生になった人は、
離職票または雇用保険受給
資格者証
納付猶予期間 １年間（４月
〜翌年３月）
※平成 年４月～ 年３月の
保険料の申請は、４月 日
㈫までです
※詳しくは、お問い合わせく
ださい
問保険年金課（市役所１階６
番窓口）☎ ︲２０７２ま
たは各支所市民生活課
25

水道メーターの使用有効期
間は法律で８年間と定められ
ています。水道局では正しく
水量を量るため、有効期限を
迎える前に水道メーターを交
換しています。
皆さんのご協力をお願いし
ます。
●交換作業は身分証明書を携
帯した水道局の指定工事業
者が行います
●交換作業は約 分間です
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ださい（処理方法が違うた
め）
●土砂は、トロ箱や発砲スチ
ロール（水が溜まらないよ
うに穴を開けたもの）に入
れる、または、まとめて野
積みにしてください
●缶やビン、ペットボトルな
どは不燃物用のボランティ
ア清掃袋に入れてください
●粗大ごみは町内会で処理施
設に持ち込んでください
※タイヤや家電リサイクル対
象品、消火器など、市で処
理できないものは搬入でき
ません
※不法投棄物の処理は、廃棄

１期
● 固定資産税

税
月 の 納

（納期限：４月30日㈫）

保護者」に準ずる程度で、
次のように経済的に困って
いる
・市民税が非課税、または減
免されている
・国民年金保険料が全額免除
になっている
・児童扶養手当（母子・父子
家庭または両親のいない児
童生徒に支給
される手当）
を受給してい
る など
申請方法 在籍する学校また
は市教育委員会に相談し、
申請書類に記入して学校に
申請
※平成 年度は内容が変更に
なる場合があります。詳し
くは、お問い合わせくださ
い
問学校教育課（市役所東庁舎
２階）☎ ︲２１１６

４

245 人
107 人
●作業中は、水道の使用はで
きません
●交換作業は不在の場合でも
行います
●交換作業で作業料をいただ
くことはありません
●水道メーターボックスの上
や周囲に物や車などがある
と交換作業に支障を来たす
ので、移動してください
にご
●交換後、まれに水が濁るこ
とがありますが、しばらく
水を出すときれいになりま
す
問水道局業務課☎ ︲２１０
６

都市計画の変更案の縦覧
都市計画道路・皿一宮線（津
山駅北口広場）の変更案の縦
覧を行います。意見のある人
は、縦覧期間内に意見書を提
出してください。
縦覧期間 ５月 日㈮～ 日
㈮の執務期間内（平日のみ）
縦覧場所 県都市計画課と市
都市計画課
意見書の提出方法 県・市都
市計画課に意見書（任意様
式）に意見を記入し提出
問 県 都 市 計 画 課（ 県 庁 ６ 階 ）
☎０８６︲２２６︲７４９
３、市都市計画課（市役所
５階）☎ ︲２０９６
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町内会な
どで地域の
清掃を行い、
集まったご
みを出す時
は、次のこ
とに気を付
けてください。
●家庭からのごみは出さない
でください
●集積場所は、なるべくまと
めて、分散しないようにし
てください
●草や木と、溝から出る土砂
は、必ず分別して出してく

けいじばん

日曜納税窓口
４月28日㈰ 午前9時〜午後４時
納税課（市役所 2 階 1 番窓口）
32
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32

都市計画税
10

月中のひとの動き

2

転出
死亡
187 人
64人
転入
出生

環境生活課☎32‑2055、県環境保健センターホ
ームページ http://homepage2.nifty.com/o
kayamataiki/top.htm
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人口 106,263 人 (前月比△101)
男 50,777 人 (同△32)
女 55,486 人 (同△69）
世帯 44,302 世帯（同△8）
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32
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光化学オキシダントとは
気温が高く、風が弱い日中に、自動車の排気ガ
スや工場の煙などに含まれる窒素酸化物と炭化水
素とが光化学反応を起こし、発生する大気汚染物
質の総称です。
健康被害の恐れがあるので、特に子どもや高齢
者は注意が必要です。
症状
目がチカチカしたり息苦しくなったりします。
対策
外出を控えたり、外気が室内へ入らないように
窓を閉めたりしましょう。
警報などお知らせ
県では、光化学オキシダントの大気中濃度を常
時測定していて、基準に応じて「情報」｢注意報｣
｢警報｣を発令しています。発令はホームページで
も確認できます。
市では、高濃度の光化学オキシダントが発生し
た場合、津山災害情報メールや広報車などでお知
らせします。
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光化学オキシダントに
ご注意ください

18
2013.4
2013.4
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４月10日〜９月10日は大気汚染防止夏季対策期間

