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問 ハローワークたかはし ☎（22）２２９１

求 人 情 報（９月１日現在）

職　種 所在地 賃　金　月　額

一般事務・法律事務 弓之町 150,000 円～ 170,000 円

配管工 南町 日給 8,500 円～ 10,000 円

受付・医療事務 落合町 134,300 円～ 200,700 円

工場内作業員 段町 日給 7,000 円～ 8,000 円

金型設計業務 玉川町 154,000 円～ 202,500 円

臨時給食調理員 落合町 日給 7,400 円

製造管理業務 成羽町 195,000 円～ 250,000 円

商品の受注・発送・
荷造り（パート） 上有漢 時給 750 円～ 1,000 円

一般家電販売（パー
ト） 落合町 時給 830 円～ 880 円

２ｔトラック運転
手（パート） 宇治町 時給 1,600 円

予告…10 月納期限／口座振替日＝ 10 月 31 日（月）
　 市民税・県民税（３期）・国民健康保険税・介護保険

料・後期高齢者医療保険料（４期）（すべて普通徴収）
お願い
・ 口座振替を推進しています。登録を希望する人は、

市内の金融機関で手続きをお願いします。
・ 口座振替を登録している人は、振替日前に預金残高

の確認をお願いします。
問 税務課 ☎（21）０２１５
　 後期高齢者医療保険料…医療連携課 ☎（21）０２５８

税 金 ９ 月納期限（口座振替）

税（料）目 納 期 限
（口座振替日）

国民健康保険税（３期）
介護保険料（３期）
後期高齢者医療保険料（３期）

（すべて普通徴収）

９月 30 日（金）

年 金  
国民年金付加年金制度のお知らせ

　将来受け取る老齢基礎年金を増やしたい人のために、
付加年金の制度があります。
　平成 28 年度の国民年金保険料は月額 16,260 円と
なっています。この保険料に付加保険料（400 円）を上
乗せして納付すると、将来、老齢基礎年金に加えて付加
年金を受け取ることができます。
対象… 国民年金第１号被保険者、任意加入被保険者（65

歳以上の人を除く）
※ 保険料納付猶予・免除・学生納付特例を受けている人

や国民年金基金の加入者は利用できません。
※ 申し込みした月から加入となります。
支給される付加年金額…200 円×付加保険料納付月数
　例えば、付加保険料を 10 年間納めると、月額 400
円× 120 月分 =48,000 円を負担することとなります
が、支給時の上乗せされる付加年金額は、
200 円× 120 月分（10 年）= 年額 24,000
円となるため、付加年金を 2 年間受給する
と納めた付加保険料と同額になり、3 年目
以降はお得です。

問 市民課 ☎（21）０２５２
　 日本年金機構高梁年金事務所 ☎（21）０５７０

各 種 相 談・教 室（10 月）
◎健康相談
10月４日（火）　午

前10時～正午・午
後１時～午

後３時　高梁保健センター

問 健康づくり課 ☎（21）０２６７

◎行政相談
10 月７日（金）　午

前９時～正午　川上総合学習センター
10 月７日（金）　午

前９時～正午　備中総合センター
10 月 13 日（木）　午

前９時～正午　有漢保健センター
10 月 17 日（月）　午

前９時～正午　コミュニティプラザ
10 月 21日（金）　午

前10 時～午
後３時　成羽総合福祉センター

問 市民課 ☎（21）０２５４／各地域局

◎法律相談（要予約）
10 月 11日（火）　午

後１時～午
後４時　市役所４階会議室２・４

◎消費生活相談
10 月 18 日（火）　午

前10 時～午
後３時　市役所２階研修室

◎司法書士相談
10 月１日（土）　午

前10 時～午
後４時　成羽総合福祉センター

10 月 14 日（金）　午
前10 時～正午　市役所４階会議室１・３

問 市民課 ☎（21）０２５４

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
10 月４日（火）　午

前９時～正午　市役所２階研修室
10 月７日（金）　午

前９時～正午　川上総合学習センター
10 月７日（金）　午

前９時～正午　備中総合センター
10 月 13 日（木）　午

前９時～正午　有漢保健センター

問 岡山地方法務局高梁支局 ☎（22）２３１８

◎ふれあい相談 （福祉総合相談）
毎週月～金曜日（祝日を除く）　午

前８時 30 分～午
後５時 15 分

問 高梁市社会福祉協議会地域福祉課   ☎（22）７２４３
　 有漢支所 ☎（57）３２１８   成羽支所 ☎（42）２００５
　 川上支所 ☎（48）９７７０    備中支所 ☎（45）３１３１

◎無料調停相談会
　裁判所の調停委員がご相談をお受けします。予約は不
要です。
10 月７日（金）　午

後１時～午
後３時　高梁市文化交流館

内容… 土地、建物、交通事故、金銭貸借など

問 高梁調停協会事務局 ☎０８６５（22）２０５１

◎悩みごと無料相談
10 月７日（金）　午

前10 時～午
後３時　高梁市労働会館第２会議室

内容… 労働、福祉、相続、債務、離婚などの法律相談

問 ライフサポートセンターつやま ☎０８６８（35）２４３３

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

10月２日（日） 藤本診療所（松原通）
野村医院（巨瀬町）

☎（22）３７６０
☎（25）０００３

10月９日（日） 備中整形外科（成羽町） 
三村医院（巨瀬町）

☎（42）４３１１ 
☎（25）９０１０

10月10日（月） 成羽病院（成羽町） ☎（42）３１１１

10月16日（日） 池田医院（中間町）
備中診療所（備中町）

☎（22）２２４４
☎（45）９００１

10月23日（日） まつうらクリニック（成羽町） 
有漢診療所（有漢町）

☎（42）２３１５ 
☎（57）３１４１

10月30日（日） 高梁中央病院（南町） ☎（22）３６３６

休日当番医（10 月）

※ 休日当番医が変更になる場合がありますので、受診前
に電話でご確認ください。

◎備北保健所の定期相談・検査（要予約）
エイズ・性感染症検査　10 月 25 日（火）　午

後１時～午
後２時

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査　10 月 25 日（火）　午
後１時～午

後２時
骨髄ドナー検査登録　10 月 25 日（火）　午

後１時～午
後２時

◎精神保健福祉相談（要予約）
10 月５日（水）　午

後２時 30 分～午
後４時 30 分　備中地域局

10 月 21日（金）　午
後２時 30 分～午

後４時 30 分　備北保健所

問（予約先） 備北保健所備北保健課 ☎（21）２８３６

◎病態栄養相談 （要予約）
10 月 13 日（木）　午

前10 時～午
前11時　備北保健所

◎酒害相談 （要予約）
10 月 21 日（金）　午

後２時 30 分～午
後４時 30 分　備北保健所

問（予約先） 備北保健所備北保健課 ☎（21）２８３５

◎日曜公証相談
10 月２日（日）　午

前10 時～午
後３時　笠岡公証役場

内容… 遺言・任意後見、離婚、尊厳死宣言、借地借家の
賃貸借、定款、認証など

問 笠岡公証役場 ☎０８６５（62）５４０９

◎「法の日」無料法律相談
　10 月１日の「法の日」に合わせて、無料法律相談・
人権相談所を開設します。
日時…10 月３日（月）　午

前９時 30 分～午
前11時 30 分　 

会場…岡山地方・家庭裁判所倉敷支部会議室

問  岡山家庭裁判所事務局総務課庶務係 ☎０８６（８９９）
１１１０

献  血
　次のとおり献血を行います。ご協力をお願いします。

月　日 場　所 受付時間

10 月 16 日（日） かわかみふるさと
物産まつり会場

午
前10 時～午

後２時

問 健康づくり課 ☎（21）０２２８

わーく相談会（障がい者就業・生活相談会）

　障がいがある人や、難病の人の仕事や暮らしの困りご
と、企業における障がい者雇用などに関する相談会を実
施します。事前予約は不要。相談は無料です。

（時間はすべて 午午
前10 時～正午）

９月20日（火） 川上総合学習センター１階相談室
９月27日（火） 市役所４階会議室４
10 月４日（火） 市役所４階会議室２
10月11日（火） 備中地域局１階会議室
10月18日（火） 川上総合学習センター１階相談室
10月25日（火） 市役所４階会議室２
11 月１日（火） 市役所３階研修室
11月８日（火） 備中地域局１階会議室
11月15日（火） 川上総合学習センター１階相談室
11月22日（火） 市役所４階会議室２
12 月６日（火） 市役所４階会議室２
12月13日（火） 備中地域局１階会議室
12月20日（火） 川上総合学習センター１階相談室

問  たかはし障害者就業・生活支援センター ☎ 080-2884-8743
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