お知らせ

30

登記無料相談会

とき ７月 日㈭午前９時
分〜午後３時 分
ところ 法務局津山支局︵田
町︶
内容 土地分筆︑地目の変更︑
建物新築などの表示登記︑
不動産の相続などの登記
岡山県土地家屋調査士会津
山支部☎ ︲５０７３
﹁相談﹂は ページにも掲載
しています

津山市民間保育所保育
士採用共通一次試験

12

狩猟免許試験

25

32

29

ところ 津山市総合福祉会館
申込方法 事務局などに備え
付けの申込書に必要書類を
添えて申し込む
締め切り ７月 日㈬午後４
時必着
津山市民間保育事業協会事
務局︵津山市総合福祉会館
内︶☎ ︲７０８０

10

児童扶養手当の現況届

32

野生鳥獣を狩猟するには︑
免許が必要です︒
■岡山会場
とき ８月７日㈭午前９時〜
ところ 体験学習施設百花プ
ラザ︵岡山市︶
締め切り ７月 日㈮
■倉敷会場
とき ９月２日㈫午前９時〜
ところ マービーふれあいセ
ンター︵倉敷市︶
締め切り ８月 日㈮
・・・・・・・・・・・・・
試験内容 適性・技能・知識
試験
申込方法 美作県民局森林企
画課に備え付けの申請書
︵ 県 ホ ー ム ペ ー ジ http://w
か
ww.pref.okayama.jp
ら印刷可︶に記入し︑必要
書類を添えて申し込む
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
美作県民局森林企画課☎
︲１３８４

農業振興地域内農用
地からの除外申し出

農業振興地域内農用地を宅
地などに転用する場合は︑事
前に農用地からの除外手続き
が必要です︒

22

5

24

30

区分
①
臨時職員

②
育児休業
代替任期
付職員

受付期間 ８月１日㈮〜９月
１日㈪
農業振興課︵市役所４階︶
☎ ︲２０７９

子どものショートステイ

子育て中の人が︑病気や家
族の看護などで育児ができな
い時に子どもを預かります︒
利用期間 ７日以内
利用施設︵児童養護施設︶ わ
かば園︵二宮︶︑立正青葉学
園
︵西寺町︶
︑津山二葉園
︵林
田︶
料金︵日額︶ ２歳未満児＝５
３５０円︑２歳以上児＝２
７５０円
※利用条件など︑詳しくはお
問い合わせ下さい
こども子育て相談室︵津山
すこやか・こどもセンター︶
☎ ︲７０２７

経営者保証に関する
ガイドライン

経営者が個人保証無しで金
融機関から融資を受けたり︑
事業が破綻しても一定の生活
費などを残したりできるよう
になりました︒詳しくは︑お
問い合わせ下さい︒
独立行政法人中小企業基盤
整備機構中国本部︵広島市︶
☎０８２︲５０２︲６５５５

32

職種

人員

転入
出生

高等学校卒業以上の学歴を有し、パソコ
60人程度 ン（ワード、エクセル）の基本操作ができ
る人

事務職

高等学校卒業以上の学歴を有する昭和
10人程度 35年４月２日〜平成８年４月１日に生
まれた人

保育士・
幼稚園教諭

10人程度

保育士資格または幼稚園教諭免許を有す
る昭和35年４月２日以降に生まれた人

保健師

５人程度

保健師免許を有する昭和35年４月２日
以降に生まれた人

182人
55人

7

納

198人
117人
税

固定資産税
都市計画税
国民健康保険料
（普通徴収）
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）

株式会社ホープ
☎092-716-1404

︵有料広告︶

︵有料広告︶
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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。

１期

広報つやま広告募集

〒708-8501津山市山北520人事課
（市役所３階）☎32-2043

ೋ५ಎڠࡑ·ρΑര༡ਬ

１期

日曜納税窓口
７月27日㈰ 午前9時〜午後4時
納税課
（市役所2階1番窓口）

試験日 ８月23日㈯ 試験内容 筆記試験、面接
申込方法 人事課または各支所市民生活課に備え付けの申込書（市ホー
ムページからも印刷可）を郵送または直接、提出
締め切り ８月１日㈮午後５時15分必着
※①と②は併願ができます。詳しくは、お問い合わせ下さい

ၛ45ා͈ঐ൵ୡȊ

２期

介護保険料（普通徴収） ２期
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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。

月 の

転出
死亡

（納期限：7 月 31 日㈭）

受験資格

事務補助

月中のひとの動き
（ 6 月 1 日現在）

人口 104,951 人（前月比△78）
男 50,123 人（同△39）
女 54,828 人（同△39）
世帯 44,591 世帯（同△21）

平成26年10月以降に採用する
津山市（臨時・育児休業代替任期付）職員登録試験

23

32

31

８月以降も引き続き受給を
希望する人は︑現況届を提出
してください︒支給停止中の
人も︑必ず提出してください︒
２年間未提出の場合は︑受
給資格が消滅します︒
受付期間 ８月１日㈮〜 日
㈮の執務時間内︵金曜日は
午後７時まで︶
こども課︵津山すこやか・
こどもセンター︶☎ ︲ ２
０６５

31

32

障害福祉課☎32-2067

受験資格 保育士資格を有す
る人または今年度中に取得
見込みの人
試験日 ８月８日㈮

10

法人市民税法人税割
の税率変更

※詳しくは、お問い合わせください

27 22

30

税制改正に伴い︑地方法人
税が創設され︑法人市民税の
法人税割の税率が引き下げら
れます︒
変更後の税率
・１％
月１日以後に開
適用時期
始する事業年度
課税課︵市役所２階３番窓
口︶☎ ︲２０１５

補助金額
400,000円
2,000,000円
2,000,000円

11

罠免許等取得補助金制度

工事金額
800,000円
4,000,000円
4,500,000円

10

わな猟免許または銃猟免許
を︑初めて取得した人に免許
の取得費を補助しています︒
締め切り
月 日㈮
※詳しくは︑お問い合わせく
ださい
森林課︵市役所４階︶☎ ︲
２０７８

民間都市施設バリアフリー化のた 32
めの工事費の一部を補助します。
補助額 工事費用の２分の１以内
（上限200万円）
32
対象工事 出入り口の自動ドア化・
障害者用トイレの設置・視覚障害
者用誘導ブロック設置・出入り口
のスロープ設置など段差を解消す
る工事など
10
民間都市施設 病院、診療所、老人
福祉施設、福祉センター、保育所、
共同作業所、映画館など（個人宅、
神社仏閣、倉庫を除く）
補助金額の例

各種福祉手当の所得状
況届と現況届の提出

■特別児童扶養手当の所得状
況届
８月以降の支給の要否を確
認するため︑所得状況届を提
出してください︒
支給停止中の人も︑必ず提
出してください︒
■特別障害者手当などの現況
届
障害児福祉手当︑特別障害
者手当︑経過的福祉手当を受
給している人は︑必ず現況届
を提出してください︒
・・・・・・・・・・・・・
受付期間 ８月 日㈪〜９月
日㈬の執務時間内
障害福祉課︵市役所１階
番窓口︶☎ ︲２０６７
︲２１５３

民間都市施設 バリアフリー化補助金
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