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くらし

期限内納付にご協力を

令和 2 年度固定資産税 4 期、国民

健康保険税 8 期の納期限は 3 月 1

日（月）です。

問合先：税務課☎㊷ 8712　

令和3年度

就学援助制度の申請

学年により異なっていた就学援助の

申請時期を、令和 3 年度から全学

年 5 月に統一します。申請用紙は、

5 月に学校を通じて配布します。

受付期間：5 月中旬頃

提出先：学校教育課または学校

要件等詳細については、5 月号広報

でお知らせします。

問合先：学校教育課☎㊷ 8772
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健康情報テレホンサービス

曜日ごとにテーマを変え、3 分程度の

健康・医療情報を聴くことができます。

☎ 0120-979-451（通話無料）

2 月のプログラム：11 日（木・祝）

は水曜日のテーマを放送します。

月曜日／いじめ

火曜日／ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞかなと思ったら

水曜日／脈が飛ぶとき - 期外収縮っ

てなぁに

木曜日／乳がんの早期発見・早期治療

金土日／新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症について

問合先：兵庫県保険医協会

☎ 078-393-1840

入札参加資格登録の補充受付

令和 2・3・4 年度建設工事、測量・

建設コンサルタント等に係る入札参

加資格審査申請の補充受付を行いま

す。詳しくは市ホームページをご覧

ください。

受付期間：3/1（月）～ 10（水）

（平日 8:30 ～ 17:15）

申請様式：国土交通省（地方整備局

等）様式など

提出方法：

市内・準市内業者／郵送または持参

市外業者／郵送のみ

※郵送の場合は 3/10 消印有効

その他：物品の製造・買入れ、売払い、

役務提供等に係る入札参加資格審査

申請書の受付については随時行って

います。

受付・問合先：管財課☎㊷ 8704

大人のよか余暇くら部

スポーツ等を通じて健康づくりに取

り組みます。

日時：2/26（金）19:00 ～ 20:30

対象：20 歳～ 60 歳の方

定員：先着 20 名　※無料

開催場所：勤労者体育センター

内容：バレーボール

( ソフトバレーボールを使用 )

持ち物：運動靴、飲み物

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

コロナ禍で外出自

粛や在宅勤務の導

入が進む中、需要

が 高 ま る ネ ッ ト

ショップセミナー

を開催します。

●ネットショップ開業のための基礎

を学ぼう

日時：2/16（火）13:30 ～ 15:30

●選ばれるネットショップを作ろう

日時：2/24（水）13:30 ～ 15:30

※ 2 日間とも受講が必要です。

場所：ｱｽﾃｨｱかさい 3 階集会室

講師：宇田 名保美さん

対象：ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟの開業を目指してい

る方、興味のある方

定員：20 名（参加無料）

申込期限：2 月 10 日（水）17:00

一時保育：無料・要予約（1 歳半～

就学前のお子さんが対象・定員 6 名）

持ち物：ｽﾏｰﾄﾌｫﾝまたはﾀﾌﾞﾚｯﾄ

申込方法：持参もしくは電話・FAX

申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

FAX㊷ 8745

男女共同参画計画セミナー

「ネットショップにチャレンジ！」

鶉野飛行場や戦争関連の

資料をご提供ください

（一社）鶉野平和祈念の碑苑保存会

では、鶉野飛行場や加西市での戦争

関連の資料を集めています。時代の

経過とともに、当時の記録はますま

す貴重なものとなりつつあります。

ご協力をお願いします。

問合先：同保存会（三宅）☎㊾ 0759
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ＡＴＭで還付金は受け取れません。還付金詐欺にご用心！

Ｑ . 役所の職員を名乗る者から「百万円以上残高のある通帳を持って手

続きをすれば、口座に還付金 2 万 8 千円が振り込まれる」という電話が

あったので、通帳を持ってスーパーの ATM に行った。

指示された番号に電話し、担当者から言われた暗証番号

982337 を入力し操作をした。還付金が振り込まれたと

思い、残高を確認したところ、98 万 2337 円が他人の口

座に振り込まれていることが分かった。

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）

Ａ . 市役所や年金事務所などの公的機関の職員になりすまして電話をか

け、「保険料を払いすぎていますから返金します」「医療費を還付します」「今

日までです」などと言って、無人出張所やスーパー、コンビニ内のＡＴＭ

に誘導し、携帯電話で指示をしながら被害者にＡＴＭを操作させ、被害者

が気付かないまま犯人側の口座に現金を振り込ませる手口です。

医療費などの還付金がＡＴＭで支払われることは絶対にありません。「お

金が返ってくるので、携帯電話を持ってＡＴＭへ行くように」と言われた

ら、還付金詐欺です。

　特に、ＡＴＭの操作に不慣れな高齢者を対象として被害が多く発生して

います。お金が返ってくるなどという電話があったら、ＡＴＭへ行く前に、

すぐに警察や加西市消費生活センターにご相談ください。困ったときは、

１人で悩まず、お金を払う前にご相談ください！

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。

日時：2/25（木）14:00 ～

場所：市役所 1 階多目的ホール

問合先：教育総務課☎㊷ 8770

10 月分～ 1 月分の児童

手当の支給日は2/10（水）

入金は通帳記帳等でご確認くださ

い。申請時期により振込日が変わる

ことがあります。現況届を提出され

ていない方は至急ご提出ください。

問合先：地域福祉課☎㊷ 8709

水道管の凍結にご注意を

寒さは、水道管の大

敵です。気温がマイ

ナス 4 度以下（風当

たりの強い所はマイ

ナス 1 度～マイナス

2 度）になると水道管が凍結して水

が出なくなったり、水道管が破裂し

たりすることがあります。特に「低

温注意報」が発表された日の夕方か

ら翌朝にかけては注意が必要です。

水道メーターも凍結し破損すること

がありますので、定期的にご確認く

ださい。

問合先：上下水道課☎㊷ 8760

たい肥を無料配布します

堤防の刈草から作った堆肥を希望者

に無料で配布します。夏野菜の土壌

作りなどに活用ください。

日時：3/4 ㊍ 9:00 ～ 11:00、14:00

～ 16:00（小雨決行、荒天の場合は

3/5 に順延）※無くなり次第終了

場所：小野市下来住町加古川堤防上

（大住橋南約 1300 ｍ）

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大に伴い中止

または延期することがあります。

※詳細な場所や荒天順延などの情報

は姫路河川国道事務所のホームペー

ジをご覧ください。

配布方法：現地の重機と操縦士で積

み込みます。自身で積み込む場合は

必要な道具を持参してください。

問合先： 国土交通省姫路河川国道

事務所（代）☎ 079-282-8211 まで、

平日 9:00 ～ 17:00 ※申込不要

テレビ受信障害の対策

携帯電話の新しい電波の利用が開

始されることに伴って、3 月 18 日

（木）（予定）に試験電波を発射する

ため、一部の地域においてテレビの

映像が乱れる可能性があります。影

響が予想される地域には、（一社）

700MHz 利用推進協会（総務省の

認定を受けた携帯電話事業者 4 社

が設立した団体）より 2 月上旬頃

から周知チラシが配布されます。

問合先：700MHz テレビ受信障害

対策コールセンター☎ 0120-700-

012 ※ IP 電話等でつながらない場

合は、☎ 050-3786-0700（受付時

間：9:00 ～ 22:00）


