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　Information - 生活支援情報

月　日 医療機関名（所在地） 電話番号

10月４日（日） 西医院（中之町）
備中整形外科病院（成羽町）

☎22-２８２０
☎42-４３１１

10月11日（日） 高梁整形外科医院（本町）
川上診療所（川上町）

☎22-１５３１
☎48-４１８８

10月12日（月） 大杉病院（柿木町） ☎22-５１５５

10月18日（日） 藤本診療所（松原通）
備中診療所（備中町）

☎22-３７６０
☎45-９００１

10月25日（日） まつうらクリニック（成羽町）
三村医院（巨瀬町）

☎42-２３１５
☎25-９０１０

※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（10 月）

税（料）目 期 納 期 限
（口座振替日）

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
（いずれも普通徴収）

３期 ９月30日（水）

【予告】10月納期限（口座振替日）…11月２日（月）
　・市民税・県民税（普通徴収・３期）
　・国民健康保険税（普通徴収・４期）
　・介護保険料（普通徴収・４期）
　・後期高齢者医療保険料（普通徴収・４期）
【お願い】

・ 市は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

税  金　９月納期限（口座振替）

各 種 相 談（10月）

※会場の「高梁保健センター」は新しい市役所の２階です。
◎健康相談

10月９日（金） 10:00～12:00
13:00～15:00 高梁保健センター面談室

問 健康づくり課健康増進係 ☎21-０２６７

◎法律相談（要予約）
10月６日（火） 13:00～16:00 市役所４階会議室１
◎司法書士相談
10月９日（金） 10:00～12:00 市役所４階会議室２・４
◎消費生活相談
10月20日（火） 10:00～15:00 市役所２階研修室

問 市民課市民協働係 ☎21-０２５４

◎行政相談
10月２日（金） 9:00 ～ 12:00 備中総合センター
10月８日（木） 9:00 ～ 12:00 有漢保健センター
10月９日（金） 9:00 ～ 12:00 川上総合学習センター
10月16日（金） 10:00～15:00 成羽総合福祉センター
10月19日（月） 9:00 ～ 12:00 コミュニティプラザ

問 市民課市民協働係 ☎21-０２５４、各地域局

◎人権擁護委員によるなやみごと相談
10月２日（金） 9:00 ～ 12:00 備中総合センター
10月６日（火） 9:00 ～ 12:00 高梁保健センター面談室
10月８日（木） 9:00 ～ 12:00 有漢保健センター
10月９日（金） 9:00 ～ 12:00 川上総合学習センター

問 岡山地方法務局高梁支局 ☎22-２３１８

◎日曜公証相談
◆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、認証等
10月４日（日） 9:00 ～ 15:00 笠岡公証役場

問 笠岡公証役場 ☎０８６５-62-５４０９

◎ふれあい相談
　身体障害者相談
10月１日（木） 10:00～15:00 高梁総合福祉センター

　福祉総合相談・心配ごと相談・高齢者サービス相談
毎週月～金曜日（祝日を除く）　高梁総合福祉センター

問（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 問 ハローワークたかはし ☎ 22- ２２９１

職　種 所在地 賃　金　月　額

介護職員 高倉町 155,000 円～ 175,000 円

配管工 川面町 日給  9,000 円～ 11,000 円

輸送用機械器具製
造 落合町 171,000 円～ 253,500 円

仕上げ支度員 成羽町 日給  6,400 円～ 7,000 円

調理人 成羽町 200,000 円～ 250,000 円

技能職 有漢町 時給  900 円～ 1,100 円

製品検査員
（パート） 有漢町 時給  800 円～ 900円

包装作業員
（パート） 川面町 時給  750 円～ 800円
運行管理者の補助、
電 話 受 付、 タ ク
シー車両の配車業
務（パート）

南町 時給  1,000 円

健 康 管 理（機 能 訓
練）（パート） 落合町 時給  1,000 円～ 1,300 円

求 人 情 報（９月５日現在）

国 民 年 金 保 険 料
◎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27日（火） 13:00 ～ 14:00

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 10月27日（火） 13:00 ～ 14:00

骨髄ドナー検査登録 10月27日（火） 13:00 ～ 14:00
◎精神保健福祉相談（要予約）
10月14日（水） 14:30～16:30 備北保健所

10月23日（金） 14:30～16:30 備北保健所

問 備北保健所備北保健課 ☎21-２８３６

国民年金保険料の「10年の後納制度」は
９月 30日（水）で終了します
　過去 10 年間に納め忘れた国民年金保険料を納付する
ことができる「10 年の後納制度」が、９月 30 日（水）を
もって終了します。（本来、国民年金保険料は２年を経
過すると時効により納付することができません）
　終了後、10 月１日から３年間に限り、過去５年間に
納め忘れた国民年金保険料を納付することができる「５
年の後納制度」が始まりますが、10 年の後納制度より
も納付できる期間が短く、保険料の加算額が高くなりま
す。
　なお、老齢基礎年金を受給している人は、後納制度の
利用はできません。
　また、後納制度を利用するには、申し込みが必要で
す。

問 日本年金機構高梁年金事務所
　  ☎21-０５７０
　 国民年金保険料専用ダイヤル
　 ☎ ０５７０- ０１１- ０５０

身体・知的障害者相談
　身体・知的障害者相談員は、市の委託を受け、身体障
害や知的障害のある人や家族などからのさまざまな相談
に応じ、更生のために必要な指導や助言を行います。
　相談は無料で、相談の内容など秘密は固く守られます
ので、お気軽に相談ください。

問 福祉課障害福祉係　☎21-０２８４

島田　康二 巨瀬町 25-0018
沖嶋　博 落合町阿部 22-3205
村上　清夫 荒神町 22-5090
森末　萬治 玉川町下切 22-7464
岡田　菊二 落合町阿部 22-4993
上森　武 有漢町有漢 57-2790
佐分利　睦子 有漢町有漢 57-2707
流田　治男 成羽町羽根 42-4126
小原　和壽子 成羽町下日名 42-3269
高岡　芳夫 川上町七地 48-2362
福島　俊昭 川上町地頭 48-2072
小林　富男 備中町平川 45-2258
松岡　三郎 備中町布賀 45-3416

上原　増子 下町 22-2792
藤森　明美 中井町西方 28-2706
窪井　英子 巨瀬町 25-0704
石森　明子 有漢町上有漢 57-2258
広兼　裕美 成羽町布寄 45-2798
三村　則子 川上町仁賀 48-2620
村上　八壽子 備中町西油野 45-2528

身体障害者相談員

知的障害者相談員


