
16広報　　　　　11月号　vol.12217 広報　　　　　11月号　vol.122

◎法律相談（予約制）
12月  9日㈫ 13:00～16:00　市役所別館第５会議室
■問い合わせ・申し込み　市民課市民係  ☎21- ０２５４

◎行政相談
12月  1日㈪　9:00～12:00　市コミュニティプラザ
12月  5日㈮　9:00～12:00　備中総合センター
12月  9日㈫　9:00～12:00　川上総合学習センター
12月11日㈭　9:00～12:00　有漢農業構造改善センター
12月19日㈮ 10:00～15:00　成羽総合福祉センター
■問い合わせ　市民課市民係  ☎21- ０２５４、 各地域局

◎司法書士相談
12月12日㈮ 10:00～12:00　市役所別館第４会議室
■問い合わせ　市民課市民係  ☎21- ０２５４

◎消費生活相談
12月16日㈫ 10:00～15:00　市役所分庁舎会議室Ａ
■問い合わせ　市民課市民係  ☎21- ０２５４

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
12月  2日㈫　9:00～12:00　市役所別館第４会議室
12月  5日㈮　9:00～12:00　備中総合センター
12月  9日㈫　9:00～12:00　川上総合学習センター
12月11日㈭　9:00～12:00　有漢農業構造改善センター
12月11日㈭　9:00～12:00　成羽文化センター
12月24日㈬　9:00～12:00　松原町コミュニティハウス
■問い合わせ　岡山地方法務局高梁支局  ☎22- ２３１８

◎職業相談
　　月～金  8:30～17:15　高梁公共職業安定所

■問い合わせ　高梁公共職業安定所  ☎22- ２２９１

国民年金
　配偶者の暴力（ＤＶ）により配偶者（ＤＶ加害者）と住居が異なる人であって、国民年金保険料の納付が経済的
に困難な場合、納付が免除になります。
◆ＤＶ被害者が保険料の免除をうけるには？・・・本人（ＤＶ被害者）の申請が必要です。
　・ 配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または、一部が免除になります。
　　注：世帯主は、所得審査の対象となる場合があります。
◆申請手続き・・・まずはお近くの年金事務所へご相談ください。

・平成 26 年４月より、申請時点の２年１カ月前まで免除を申請できるようになりまし
た。過去２年間に国民年金保険料の未納期間がある人は、ご相談ください。

　・免除となる期間は、毎年７月～翌年６月までです。
　・申請および住居に関する申し出は、毎年必要です。
　・ 初回申請の際、婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行す

る証明書（配偶者からの暴力に関する証明書）の添付が必要です。

○ 11 月 30 日は「年金の日」です！
　高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日として、1

い
1
い
月 3

みらい
0 日を「年金の日」としました。年金記録や将

来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？
　高梁年金事務所では、11月 30日㈰  午前９時 30分～午後４時まで、休日年金相談会を実施します。

○国民年金保険料のご案内を「民間委託」しています！
　日本年金機構は、国民年金保険料を納め忘れた人に対して、電話・文書・個別訪問による納付の案内や免除等の
申請手続きの案内を民間事業者へ委託して行っています。
〔平成 26年 10月から案内業務を行う委託事業者〕東京ソフト㈱☎０５７０- ０００- ３２８

■問い合わせ　市民課戸籍住民係☎ 21- ０２５２、日本年金機構高梁年金事務所☎ 21- ０５７３

ＤＶ被害により国民年金保険料の納付が困難な人へ！

税（料）目 期 納期限
（口座振替日）

国民健康保険税（普通徴収）

５期 12月１日㈪介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

【予告】　12月の納期限（口座振替日）
　・固定資産税・都市計画税（３期）
・国民健康保険税（普通徴収／６期）
・介護保険料（普通徴収／６期）
・後期高齢者医療保険料（普通徴収／６期）
※納期限（口座振替日）＝ 12月 25日㈭

【お願い】
　口座振替を登録されている人は、振替日前に預金
残高の確認をお願いします。

税  金 　11 月納期限（口座振替日）

■問い合わせ　税務課収税係☎ 21- ０２１５
　※後期高齢者医療保険料は、保険課健康保険係☎ 21- ０２５８

各 種 相 談

■問い合わせ　ハローワークたかはし☎ 22- ２２９１

　Information - 生活支援情報

職種 所在地 賃金月額

現場主任者（土木部） 小高下町 180,000 円～ 300,000 円

現場作業員 下町 180,000 円～ 240,000 円

大型トラック運転手 落合町 250,000 円～ 280,000 円
営業員（ＮＨＫ放送
受信料契約収納業務） 落合町 160,000 円

入出庫作業、機械修理等 落合町 170,100 円～ 261,300 円
林業に携わる一般業務・
建設業務 玉川町 日給 8,000 円

和菓子製造 成羽町 145,000 円～ 194,000 円

ゴム製品製造の補助作業 松山 時給  800 円～ 900円

施術助手 段町 時給  750 円～ 850円

経理事務 落合町 時給  800 円～ 900円

求人情報（11 月５日現在）

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

12月　7日㈰ 高梁中央病院（南町） ☎22-３６３６

12月 14日㈰ 西医院（中之町）
まつうらクリニック（成羽町）

☎22-２８２０
☎42-２３１５

12月 21日㈰ 高梁整形外科医院（本町）
川上診療所（川上町）

☎22-１５３１
☎48-４１８８

12月 23日㈫ 大杉病院（柿木町） ☎22-５１５５

12月 28日㈰ 藤本診療所（松原通）
野村医院（巨瀬町）

☎22-３７６０
☎25-０００３

12月 29日㈪ 備中整形外科病院（成羽町）
三村医院（巨瀬町）

☎42-４３１１
☎25-９０１０

12月 30日㈫ 成羽病院（成羽町） ☎42-３１１１

12月 31日㈬ 池田医院（中間町）
備中診療所（備中町）

☎22-２２４４
☎45-９００１

※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。

休日当番医

◎備北保健所の定期相談・検査（予約制）
　病態栄養相談　　 　　12月25日㈭  10:00～11:00
　精神保健福祉相談　 　12月10日㈬  14:00～16:00
　　　　　　　　　　 　12月24日㈬  14:00～16:00
　エイズ・性感染症検査 12月24日㈬  13:00～14:00
　Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 　12月24日㈬  13:00～14:00
　骨髄ドナー検査登録 　12月24日㈬  13:00～14:00
■問い合わせ　備北保健所備北保健課  ☎21- ２８３６

お知らせ
　平成 25 年の１年間に全国で新たなＨＩＶ感染者数は
1,106 件（過去２位）で、新規エイズ患者数は 484件（過
去最多）でした。累計の報告数は 23,000 件を超え、地
域・年齢ともに広がりを見せ、予断を許さない状況です。
ＨＩＶに感染していても症状がなく、検査をしなければ
発見できません。早期に発見できれば、エイズの発症を
防ぐことが可能となっています。
　備北保健所は、世界エイズデーに合わせて定期外の検
査を次のとおり実施します。まずは、備北保健所までご
相談ください。
・日 時…12月２日㈫　午後３時～午後７時
・会 場…備北保健所
※ 無料で匿名可能。予約が必要です。エイズの定期検査

は、毎月第４水曜日（無料・匿名）です。

12 月１日は世界エイズデー

◎ふれあい相談
　　10:00～15:00　高梁総合福祉センター
　心配ごと相談・高齢者サービス相談　12月18日㈭
　身体障害者相談　　　　　　　　　　12月  4日㈭
　福祉総合相談　　　毎週月～金曜日（祝日は除く）

■問い合わせ・相談予約
　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


