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法務省は、北朝鮮当局による日本人

拉致、その他人権侵害問題に関する

国民の認識を深めることを目的とし

て，毎年 12 月 10 日から 16 日まで

を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

と定めています。

政府認定拉致被害者 17 人のうち、

兵庫県関係者は 2 人が認定を受けて

います。また、拉致の可能性を否定

できない行方不明者の中にも兵庫県

関係者がおられます。

拉致問題は一刻も早く解決しなけれ

ばならない人権侵害問題です。この

機会に、拉致問題についての関心と

認識を深めましょう。

問合先：人権推進課☎㊷ 8727

12/10 ～ 16は「北朝鮮人

権侵害問題啓発週間」

北播磨あつもり券の使用期限が近づ

いています。期限後の使用はできま

せんので、お早めに使用ください。

なお、使用されなかった商品券の払

い戻しはできません。

使用期限：Ｒ 3.1/31（日）まで

市内で商品券を使用できる店舗：お

かい、酒のスーパー足軽加西北条店、

かさい愛菜館、コタニ、ふく蔵、四

季創庫モリ、ten、高橋醤油　市外

の店舗は市 HP からご覧いただけま

す。※商品券の販売はすでに終了し

ています。

問合先：農政課 ☎㊷ 8741

北播磨あつもり券

使用はお早めに！

ひとり親世帯臨時特別給付

金の申請

家計が急変したひとり親家庭の方へ

ひとり親世帯臨時特別給付金の申請

は済んでいますか？

ひとり親世帯で

①新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて家計が急変するなど、収入

が児童扶養手当を受給している方と

同じ水準以下となっている。

（収入基準額の例：親 1 人・子 1 人

の世帯の場合、365 万円未満）

②児童扶養手当の支給要件に該当し

ている子を監護している。

（H14.4/1 以降に生まれた子が対象）

のいずれにも該当する方は、申請す

れば 1 世帯あたり 5 万円（第 2 子

以降 1 人につき 3 万円）が受け取

れる場合があります。お早めにご相

談ください。

令和 2 年 6 月分の児童扶養手当受

給者等へは既に振込済です。

問合先：地域福祉課☎㊷ 8709

東播都市計画変更案等の縦

覧について

都市計画決定に係る案の縦覧を次の

とおり行います。

縦覧・意見書受付期間：R3.1/13（水）

～ 1/27（水）（郵送の場合は必着）

縦覧内容：①東播磨地域都市計画区

域マスタープラン、区域区分

②用途地域、鶉野飛行場跡地東部産

業拠点地区地区計画、加西工業団地

地区地区計画、加西東産業団地地区

地区計画、中野地区地区計画

意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で

所定の意見書を提出することができ

ます。提出先は下記のとおりで、縦

覧期間中にそれぞれのホームページ

で参考図書を見ることができます。

提出・問合先：①兵庫県都市計画課

〒 650-8567　神戸市中央区下山手

通 5-10-1 ☎ 078-362-3578

②加西市都市計画課☎㊷ 8753

毎年12月3～ 9日まで

障害者週間

平成 16 年の障害者基本法の改正に

より、障がい福祉について関心と理

解を深めるとともに、障がいのある

人が、社会、経済、文化その他あら

ゆる分野の活動に積極的に参加する

意欲を高めることを目的として設定

されています。

加西市でも、障がいの有無に関わら

ず、誰もがお互いに人格と個性を尊

重し支え合う「共生社会」をめざし、

多くの皆さまが障がいについて考え

るきっかけにしていただけるよう、

ランドマーク展望台にグリーンの光

を灯しています。

点灯期間：12/3（木）～ 9（水）

17:00 ～ 22:00

問合先：地域福祉課☎㊷ 8725

市内の花卉農家をＰＲ

北播磨のハボタンＰＲについて

12 月 12 日と 13 日

に、神戸市垂水区に

ある「ブルメール舞

多聞」において、市

内生産者が栽培するハボタンのＰＲ

を行います。ハボタンはお正月の寄

せ植えという印象がありますが、市

内生産者のハボタンは、独自品種が

多数あり、クリスマスの雰囲気にも

合います。ハボタンの産地として、

市外に PR しています。

また、兵庫県立フラワーセンターで

は、播磨農業高校の生徒が育てたハ

ボタンを使った花壇を見ることがで

き、市内生産者のハボタンも購入す

ることができます。

問合先：農政課☎㊷8741
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ネットの危険を正しく知ろう！！

Ｑ．「料金未納が発生しています。本日中にご連絡なき

場合、訴訟に移行します」と（連絡先・ＵＲＬ）が書か

れているとメールが届いた。

問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）　☎㊷ 8739

消費者ホットライン  188（局番なし 平日9:00～17:00、土日祝10:00～16:00）

ねっぴーバスに交通事故防

止啓発用マグネットを貼付

加西警察署独自のキャラクター「パ

トルン」と「ミハルくん」を活用し

た「交通事故防止啓発用マグネット」

を加西市、加西交通安全協会、加西

警察署が共同で製作し、10 月 2 日

よりねっぴーバスに貼付し、現在運

行中です。これからは日没が早くな

りますので、車や自転車等車両の方

は早めのライト点灯を、歩行者の方

は反射材の着用や、明るい服装を心

掛け、「交通事故ゼロの街加西」を

目指しましょう！

問合先：加西警察署☎㊷ 0110

Ａ．メールやＳＭＳのメッセージのトラブルが急増しています。

ニセモノのメール等に安易に返信 ( 連絡 ) したり、メールやメッセージ内

の URL をクリックしてアクセスしたり、リンク先の入力フォームなどに

個人情報等を入力したりすると、相手に個人情報を知られたり、大量の架

空請求や不当請求のメール等が届いたりする可能性があります。メールへ

の返信や URL へのアクセス、個人情報の情報入力など、先方に連絡を取

るようなことは絶対にしないでください。迷惑メール対策として、プロバ

イダや携帯電話会社で提供している迷惑メール対策を利用する。アップ

デートで常に最新の状態にする。フィルタリング等でセキュリティを高め

るなど対策を実施してください。手口は常に変化しています。手口を知る

ことが被害にあわない最も有効な対策です。困ったときは、お金を払う前

にご相談ください！

パブリックコメント

ご意見募集

意見募集計画：

①加西市高齢者福祉計画・第 8 期

介護保険事業計画

②加西市障害者基本計画・第 6 期

加西市障害福祉計画・第 2 期加西

市障害児福祉計画

閲覧場所：市役所 1 階総合案内、

各公民館、健康福祉会館、地域交流

センター※市ホームページでも閲覧

できます。

閲覧期間：12/21（月）～ 1/14（木）

※作成状況により日程が前後する場

合がありますので、ホームページで

ご確認ください。

提出方法：それぞれ閲覧場所にある

「意見提出用紙」を提出

問合先：①長寿介護課☎㊷ 8788

②地域福祉課☎㊷ 8725

認知症初期集中支援チーム

に相談してみませんか

「同じものを毎回たくさん買い物し

ている」「話のつじつまが合わない」

等、いつもと違うなと感じられるこ

とはありませんか。認知症の方が生

活に困っておられるサインかもしれ

ません。医師・保健師・看護師・社

会福祉士・介護福祉士等の医療と介

護の専門家で構成する認知症初期集

中支援チームが日常生活での困りご

との改善のため、お手伝いします。

問合先：加西市地域包括支援セン

ター（健康福祉会館内）☎㊷ 7522

休日（年末年始）歯科診療

① 12/31 ㊍杉井歯科（和泉町☎㊺

1688）　② 1/1 ㊎西村歯科医院（北

条町北条☎㊷ 2292）　③ 1/2 ㊏塩

谷歯科医院（西笠原町☎㊽ 3690）　

④ 1/3 ㊐畑中歯科医院（北条町東

高室☎㊸ 0285）※時間は 9:00 ～

12:00 ※受診前に電話連絡が必要

市役所正面玄関とアスティアかさい

3 階に設置している住民票・印鑑証

明・税証明の自動交付機は、電気系

統の年次点検に伴う停電のため、下

記の期間はご利用いただけません。

● 12/12（土）自動交付機停止期間

市役所 1 階：7:30 ～ 14:00

アスティアかさい：9:00 ～ 14:00

ご不便をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。

問合先：市民課☎㊷ 8720

証明書自動交付機を

停止します


