
固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧について
《縦覧》市で課税している土地・
家屋の評価額などを記載した縦覧
帳簿を見ることができます。
縦覧できる方：固定資産税の納税
者本人または代理人（納税者本人
と同居されていない方については、
納税者本人の委任状が必要）
縦覧期間：4/1（火）～ 4/30（水）
まで（平日 8：30 ～ 17：10）
《閲覧》
閲覧できる方：固定資産税の納税
者本人、借地人・借家人（借地、
借家人については、賃貸契約書等
の権利の資格を証明できる書類が
必要）または代理人（納税者本人
と同居されていない方については、
納税者本人の委任状が必要）
閲覧期間：4/1（火）～平成 21/3/31
（火）まで（平日 8：30 ～ 17：10）
縦覧および閲覧場所：税務課資産
税係（市役所２階）
問合先：税務課資産税係☎42 8713

　固定資産税の評価額に不服があ
る場合は、固定資産評価審査委員
会に審査の申し出が出来ます。
対象者：固定資産税の納税者また
は代理人
期間：納税通知書を受取った日の
翌日から 60 日以内
申出方法：審査申出書を固定資産
評価審査委員会に提出
問合先：固定資産評価審査委員会
事務局（総務課内）☎42 8702

ボランティアグループ紹介
ビデオ貸し出します
　加西のボランティアグループの
紹介ビデオを作成しました。ただ
いま貸出し中です。
貸出ビデオ：①調理ボランティア
グループ②配達ボランティアグ
ループ③体験指導（車いす）ボラ
ンティアグループ④手引きボラン
ティアグループ⑤朗読ボランティ
ア「かしの実グループ」
申込・問合先：加西市ボランティ
ア・市民活動センター（社会福祉
協議会内）　☎438133   ℻  426658

加西市教育委員募集！
応募資格：下記①～③の要件をす
べて満たす方
①学校教育、生涯教育、スポーツ、
文化の振興、教育行政全般に情熱
と識見をもって取り組み、平日の
会議に出席できる。②日本国籍を
有する保護者。性別、年齢問わず。
③市内に居住している。
応募期間：3/17（月）～ 4/11（金）
　（消印有効）
応募方法：次の書類を角型２号封
筒に入れ、下記あてに郵送または
持参。（封筒の表面に「教育委員
候補者応募申込書」と朱書き）
①履歴書（市販のもの）②保護者
と証明できるもの（子供の保険証
の写し等）③課題論文「加西の教
育をこう変えたい」（2000字程度）
④第１次選考通知用封筒（申込者
の宛名を明記し 80円切手を貼付）
選考方法：１次…履歴書、課題論
文。２次…個別面接。
処遇・待遇：特別職の市職員（非
常勤）。報酬は年額601,200円(予定)。
任期：４年（H24年6月26日まで）
職務の概要：月１回の定例教育委
員会、不定期の臨時教育員会、学
校を訪問、文化・芸術・スポーツ
関係の行事に出席等。
問合・申込先：教育総務課
　☎428770

公民館長（臨時職員）募集！
応募資格：教育全般、生涯学習、
公民館の振興と改革に情熱と識見
をもって取り組んでいただける方。
募集人員：1名
応募期間：3/31（月）まで（必着）
応募方法：①～③を封筒（表面に「公
民館長応募」と朱書き）に入れ下記
まで持参または送付。
①履歴書（手書き、市販のもの）
②職務経歴書（A4。様式、枚数自由。
手書きは不可。職務経験のない場
合は、ボランティア歴等を記入）
③課題論文「私ならこんな公民館
にする」（2,000字程度、手書き不可）
選考：１次…書類審査、２次…面接
　いずれも４月上旬実施予定
採用年月：平成20年4月中（予定）
任期：1年（更新可）
報酬：年額　300万円（予定）
問合・応募先：生涯学習課☎428772

自動交付機の利用料金が　
　安くなります
　現在、住民票・印鑑証明を取得
される場合は 300 円の手数料が
必要ですが、4/1（火）から自動
交付機で取得された場合には手数
料が 250 円になります（世帯員
数が 6人以上の住民票謄本の場合
は手数料が変わります）。自動交
付機を利用するにはパスワードの
設定をした加西市民カードが必要
です。まだの場合は、ご本人が印
鑑および本人確認書類をお持ちの
うえ、手続きをお願いします。
問合先：市民課　☎42 8720

 市立幼稚園の入園料が　　 
　  ２人目から免除
　少子化対策の一環として、同一
世帯の 2 人目以降のお子さまが
市立幼稚園に入園される場合、入
園料（年額 8,000 円）が免除とな
ります。該当される方は既にお渡
ししている「幼稚園入園料減免申
請書」に記入のうえ、4/11（金）
までに各幼稚園に提出してくださ
い。なお、申請書をお持ちでない
方は、各幼稚園にあります。
問合先：幼児対策課　☎42 8774

戦没者等のご遺族の皆さまへ
　第8回特別弔慰金の請求時効が
迫っています。まだ手続きがお済
みでない方はお急ぎください。
対象：戦没者等の死亡当時のご遺
族で、平成17年4月1日において、
妻・子・孫・兄弟姉妹など、また
は生計関係を有する３親等内親族
のうち支給要件を満たす最優先順
位者の方。
請求期限：3/31（月）
※この期限までに請求をしないと
時効により権利が消滅します。
支給内容：額面40万円、10年償
還の記名国債
請求・問合先：
社会福祉課生活支援係  ☎427520

一乗寺本堂の一般公開始まる
　平成の大修理が行われていた国
重要文化財一乗寺本堂が完成し、
一般公開が始まります。
公開日時：4/1（火）8：30 ～
問合先：法華山一乗寺　
　☎482006
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4 月市長サロン
　他の公務のためお休みとさせてい
ただきます。ご了承ください。
問合先：秘書課　☎42 8701
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くらし 「歯の健康づくり」　　　　
　　　　　新規事業開始！
平成20年度から、歯の健康づくり
に関する新規事業が始まります。
①２歳児教室
　２歳児とその保護者を対象にむ
し歯予防と食生活に関心をもって
もらうための教室です。
※対象者には個別で案内を送付。
②町ぐるみ健診歯周疾患検診
　従来の町ぐるみ歯科健診に加
え、新たに歯槽膿漏などの歯周疾
患に着目し、歯周ポケットを測定
する項目を実施します。１回300
円で、節目年齢者（40、50、60、
70歳）は無料です。
※広報と同時に配布している町ぐ
るみ健診申込書で申込みが必要です。
「体の健康はお口から」皆さんも、
歯の健康づくりを始めましょう。
問合先：国保健康課健康係 ☎428723

児童扶養手当のお知らせ
　平成20年4月より児童扶養手当
法の改正に伴い、受給年数が 5年
経過などの要件に該当する場合
は、手当が一部支給停止になりま
す。しかし、就業されている方、
求職活動をされている方などは、
書類の提出があれば、一部支給停
止の措置はありません。要件に
該当される方には、「手続きに関
するお知らせ」と「必要書類」を、
随時お送りしますので、書類の提
出をお願いします。
問合先：子育て支援課   ☎428726

麻しん風しん混合第3期第4
期の予防接種について
　平成 20 年 4 月から中学 1 年生
（第 3 期）と高校 3 年生（第 4 期）
に麻しん風しん混合の予防接種を
実施することになりました。
　麻しん・風しんはウイルスに
よって引き起こされる、急性の感
染症ですが、追加の予防接種を受
けることで、より強い予防効果を
得ることができます。3 期対象者
には学校を通じて、また、4 期対
象者は直接自宅に案内と予診票を
配布しますので、届き次第早目に
接種をしましょう。
接種方法：麻しん風しん混合ワク
チンを各期 1 回接種
対象年齢：・平成 20 年度に 13
歳に達する方（中学 1 年生）およ
び、18 歳に達する方（高校 3 年生）
※幼児期に、麻しん風しんのワク
チンを接種した場合でも、追加の
接種が必要です。
　予防接種を受ける時は、母子健
康手帳と体温計を医療機関に持っ
て行きましょう。
問合先：国保健康課健康係健康係
　☎42 8723

国民年金の保険料が改定されます！
　平成 20 年 4 月から月々の保険料が引き上げられ、月額
14,410 円となります。これは、年金を支える力と給付のバ
ランスを取るためです。

　※国民年金保険料の納付は、
　口座振替がだんぜん便利でお得です！
口座振替なら一度手続きするだけで預（貯）金口座から自
動的に保険料を納めることができますので、納め忘れの心
配がなく、納めに行く手間が省けてとても便利です。
　口座振替による毎月納付を当月末振替による早割にされ
ますと、月々 50 円お得になります。また、口座振替によ
る前納にお申し込みいただきますと、6ヶ月分（4～ 9月、
10～翌年3月）で980円、1年分（4月～翌年3月）では3,620
円とより一層お得になります。

※ 4月分から口座振替をご希望の場合は、申出書を社会保
険事務所へ 3月末日までに提出してください。

国民年金保険料（１年分）
・毎月納付の場合 ･･･172,920 円（14,410 円× 12 ヶ月）
・当月末振替による早割の場合 ･･･
　　　　　　　　　172,320 円（14,360 円× 12 ヶ月）
・６ヶ月分を口座振替で前納した場合 ･･･
　　　　170,960 円（1年あたり 1,960 円お得です！）
・1年分を口座振替で前納した場合 ･･･
　　　　169,300 円（1年あたり 3,620 円お得です！）
口座振替 ( 早割・前納 ) のお申し込み方法：
口座振替希望の金融機関の窓口または社会保険事務所へ、
所定の申出書を提出してください。
＊申出書は、金融機関・社会保険事務所・市役所国民年金
窓口にあります。
必要なもの：通帳、通帳届出印、国民年金保険料納付案内
書または年金手帳

問合先：加古川社会保険事務所　☎ 079-427-4511、市市民課　☎42 8722

JOB フェア in 播磨 開催
　JOB フェア in播磨（合同就職面接
会）を開催します。
日時：4/21（月）、4/23（水）
　13：00 ～ 16：00
場所：加古川プラザホテル２階
　「鹿児の間」
対象者：①平成21年3月新卒予定
者②平成20年3月学校卒業者

労働保険年度更新の時期です
事業主の皆さまへ
　労働保険料の申告・納付は 4/1（火）
～ 5/20（火）までとなっています。
期間内に手続きをお済ませください。
　兵庫労働局　労働保険適用室

緊急交通路予告標識を　　
　　　　設置します
　大規模な災害が発生した場合、
広域的な緊急輸送を円滑に行うた
め、緊急自動車やあらかじめ登録
された車両以外の通行を制限する
「緊急交通路」が指定されます。そ
の指定を円滑に行うため、緊急交
通路の予定路線として県内18 ルー
トを事前指定しています。
　県・県警・国交省では、平時か
らその路線をお知らせするため、
標識を県内41箇所に設置します。
詳しくは、県警ホームページ
http://www.police.pref.hyogo.jp/
seikatu/saigai/index.htm　をご覧
ください。


