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◎法律相談（予約制）
２月10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
２月  2日㈪   9:00～12:00　市コミュニティプラザ
２月  6日㈮   9:00～12:00　備中総合センター
２月  9日㈪    9:00～12:00　川上総合学習センター
２月18日㈬    9:00～12:00　有漢保健センター
２月20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
２月13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
２月17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
２月  3日㈫   9:00～12:00　市役所別館第４会議室
２月  6日㈮   9:00～12:00　備中総合センター
■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

◎ふれあい相談
身体障害者相談
２月  5日㈭  10:00～15:00　高梁総合福祉センター 

　福祉総合相談
２月19日㈭  10:00～15:00　高梁総合福祉センター
■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

◎備北保健所の定期相談・検査（予約制）
　病態栄養相談　　　　　２月12日㈭  10:00～11:00
　精神保健福祉相談　　　２月18日㈬  14:00～16:00
　エイズ・性感染症検査　２月25日㈬  13:00～14:00
　Ｂ型・Ｃ型肝炎検査　　２月25日㈬  13:00～14:00
　骨髄ドナー検査登録　　２月25日㈬  13:00～14:00
　■問い合わせ　備北保健所備北保健課  ☎21-２８３６

税（料）目 期 納期限
（口座振替日）

市民税・県民税（普通徴収） ４期

２月２日㈪
国民健康保険税（普通徴収）

７期介護保険料（普通徴収）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）
【予告】　２月の納期限（口座振替日）

・固定資産税・都市計画税（普通徴収／４期）
・国民健康保険税（普通徴収／８期）
・介護保険料（普通徴収／８期）
・後期高齢者医療保険料（普通徴収／８期）
※納期限（口座振替日）＝３月２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 　１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

求人情報（12 月 25 日現在）

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

２月  １日㈰ 藤本診療所（松原通）
備中診療所（備中町）

☎ 22- ３７６０
☎ 45- ９００１

２月  ８日㈰ 高梁整形外科医院（本町）
三村医院（巨瀬町）

☎ 22- １５３１
☎ 25- ９０１０

２月 11 日㈬ 成羽病院（成羽町） ☎ 42- ３１１１

２月 15 日㈰ 仲田医院（落合町）
野村医院（巨瀬町）

☎ 22- ０５１１
☎ 25- ０００３

２月 22 日㈰ 池田医院（中間町）
有漢診療所（有漢町）

☎ 22- ２２４４
☎ 57- ３１４１

※休日当番医が変更になる場合があります。受診前に電
話でご確認ください。

休日当番医

お知らせ
アナログ放送が終了します
　地上デジタル放送移行への暫定措置として、吉備ケー
ブルテレビがデジタル放送をアナログ放送に変換して放
送していますが、平成 27 年３月で暫定措置が終了しま
す。デジタル放送対応テレビをお持ちでない人は、地デ
ジチューナーの購入など、対応が必要です。

■問い合わせ　総務省地デジコールセンター
　　　　　　　☎０５７０- ０７- ０１０１

ケーブルテレビ加入者の皆さんへ

～新成人のみなさんへ～　２０歳になったら国民年金

■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- ０５７２

国民年金

職　　種 所在地 賃金月額

土木作業員 有漢町 176,000 円～ 220,000 円

自動車整備士 鉄砲町 150,000 円～ 250,000 円

警備員 横町 日給  6,000 円～ 8,500 円

自動車部品の製造 落合町 日給  8,000 円

土木作業及び施工管理 川上町 177,600 円～ 300,000 円

運転手 成羽町 215,000 円～ 245,000 円

製缶工 高倉町 時給  1,700 円

ホールスタッフ 栄町 時給  720 円～ 750 円

歯科衛生士 中原町 時給  1,250 円

清掃作業員 成羽町 時給  720 円～ 750 円

○ 国内に在住する 20 歳以上 60 歳未満の全ての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることになります。
（ただし、他の年金に加入されている人は除きます）

○ 他の年金に加入していない人には、20 歳になると年金機構から加入手続きの案内書が送付されます。加入手続き
を市役所本庁・各地域局・年金事務所等で行ってください。

○ 収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は「学生納付特例制度（学生のみ）」や「若年者納付猶予制度（30 歳未満）」
等の保険料免除制度があります。

　国民年金（基礎年金）の３つのメリット
　１．老後を支えます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・老齢基礎年金
　２．病気やケガで障害の状態になったときに支えます・・・・・・・・・・・・障害基礎年金
　３．加入者が亡くなったとき、子を扶養している配偶者・子等を支えます・・・遺族基礎年金

◎身体障害者巡回更生相談
　岡山県身体障害者巡回更生相談（肢体のみ）を行い、身
体障害者の義肢・装具・車椅子の購入・修理の相談を受
け付けます。また、補装具購入費の交付判定も実施しま
すので、希望者は事前に福祉課へ申請書を提出してくだ
さい。
　日　時　２月17日㈫　10:00～12:00（受付11:30まで）
　場　所　高梁総合福祉センター
　相談料　無料
　■問い合わせ　福祉課障害福祉係☎21- ０２８４

～凍結・破裂に気をつけて～

■問い合わせ　　上下水道課上水道業務係☎ 21- ０２４２、各地域局地域振興課

水道の防寒対策
　冬季になると、水道管の凍結や破裂が多発します。特に屋外にある水道管や水道
メーターなどは凍結しやすいので、布や保温材を巻きつけるなどして凍結を防ぎま
しょう。凍結した場合は、蛇口を開けて、凍った部分にタオルなどをかぶせ、その
上からぬるま湯をゆっくり、満遍なくかけてください。
　なお、水道メーターから宅内の水道管については、個人管理となりますので、破
裂した場合は、市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。


