
働きながら学び、自分のペースで学
習できる通信制・単位制高校です。
高校所在地：神戸市長田区
対象：県内在住または勤務で義務教
育を修了した方
出願期間：2/18（月）～ 25（月）
※ 19・23 日は除く
必要経費：年間 2 万円程度
問合先：県立青雲高等学校
☎ 078-641-4200

県立青雲高等学校入学生募集
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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時：12/4（火）　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
場所：市民会館（午前・午後）、地域交流センター（午前）
■法務局における人権相談所　☎0795㊷0201
日時：月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
場所：神戸地方法務局社支局（木曜日は人権擁護委員が対応）
■心配ごと相談・法律相談・身体障害者福祉相談　☎㊸0303
日時：12/27（木）　9:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館内　※法律相談は受付10名まで
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　☎㊸0303
日時・場所：12/13（木）　13:30 ～ 16:00　健康福祉会館内
■知的障害者福祉相談　☎㊷6700
日時：12/12（水）　10:00 ～ 12:00
場所：健康福祉会館ふれあいの間3
■精神障害者福祉相談　☎㊷8725
日時・場所：12/26（水）　13:00 ～ 15:00　市役所5階大会議室
■行政相談（行政に係る諸問題）☎㊷8739
日時：12/27（木）　13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階ワークルーム
■市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎㊷8739
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■消費生活相談（商品購入に関するトラブル等）☎㊷8739
日時：月火木金　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■教育相談（いじめ・不登校、子どもの教育の悩み等）☎㊷3730
日時・場所：月～金曜日　9:00 ～ 17:00　総合教育センター
■療育・養育相談（0 ～ 18歳までの子をもつ保護者対象）☎㊷6704
日時：月～金曜日　9:00 ～ 17:00
場所：健康福祉会館 家庭児童相談室
■母子・女性・DV 相談（母子家庭等に関する相談）☎㊷8709
日時・場所：月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所1階地域福祉課
■児童虐待・養育相談　☎㊷8709
日時・場所：月～金曜日　8:30 ～ 17:15　市役所1階地域福祉課
■高齢者に関する相談（高齢者の介護・医療・保健等）☎㊷7522
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所2階地域包括支援センター
■ボランティア相談　☎㊸8133
日時：12/6（木）　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館ふれあいの間1
■税理士による無料税務相談　☎0795-43-1217
日時：12/6（木）、20（木）、1/17（木）　13:00 ～ 15:30
場所：市役所6階会議室
■スマイル健康相談（食生活など健康に関する相談）☎㊷3621
日時：12/26（水）　受付13:00 ～ 14:00
場所：健康増進センター　※予約制
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：12/3（月）、17（月）、1/7（月）　13:30 ～ 14:30
場所：加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

相 談 おくやみ

敬称略。10月22日～ 11月19日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」に掲載を
希望される方は、ふるさと創造部秘書課（☎㊷8701）
までご連絡ください。

■ 2 か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：12/17（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 10 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：12/4（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成 24 年 7 月生まれの乳児
②日時：1/8（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成 24 年 8 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：12/11（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 23 年 6 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：12/19（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 12 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：12/18（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 21 年 10 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：12/20（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：12/13（木）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 か月の乳児の保護者
定員：10 人
■離乳食講習会中期（予約制）
日時：12/27（木）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 か月の乳児の保護者
定員：15 人
■プレママ教室（予約制）
日時：1/11（金）13:00 ～ 13:30
対象：妊娠 5 か月以降のママ・育児協力者

健診実施場所：健康増進センター

乳幼児健診

上記問合先：健康課☎㊷8723

■母子健康手帳の交付申請
【印鑑、妊娠届出書（産院でもらった方のみ）】

■妊婦健康診査費の助成申請
【印鑑、市内に住民票があることが

確認できる書類（免許証等）を持参。
母子健康手帳交付時にも申請可】
対象：妊婦
受付時間：平日の 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（市役所議会棟 1 階）

休日当直医

※診察時間は 9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず医療機関に電話確認
してください。加西消防署（☎㊷ 0119）で確認することもできます。

12 月 2 日（日）　横田内科医院  　☎㊷ 5715（北条町）　　　　
12 月 9 日（日）　坂部整形外科  　☎㊸ 1444（北条町）　　　　
12 月 16 日（日）　大杉内科医院  　☎㊼ 0023（別府町）　　　 
12 月 23 日（日）　西村医院  　☎㊾ 0001（中野町）　　　　
12 月 24 日（月）　小野寺医院　  　☎㊽ 3737（王子町）　　　
12 月 30 日（日）　北条田仲病院  　☎㊷ 4950（北条町）　　　　
12 月 31 日（月）　荒木医院  　☎㊸ 9711（北条町）　　　　

1 月 1 日（火）　おりた外科胃腸科医院 　☎㊷ 6000（北条町）　　　　
1 月 2 日（水）　つつみ神経内科 　☎㊺ 2050（野上町）　　　　
1 月 3 日（木）　みのりクリニック 　☎㊾ 8470（下宮木町）　　　
1 月 6 日（日）　米田病院　  　☎㊽ 3591（尾崎町）　　　　

★必ず母子健康手帳をお持ちください。

上坂清一 73 上坂和義 北条町北条

澤田末子 84 澤田公和 山下町

小田九郎 88 小田昭二 鴨谷町

柴田辨治 66 柴田貴信 若井町

佐伯ふじゑ 100 佐伯　豊 鶉野町

山下喜代子 90 山下成宏 窪田町

衣笠とめ 102 衣笠良治 和泉町

後藤十四子 87 後藤秀岳 大村町

柏原源次 89 柏原正則 東剣坂町

高田美代子 85 高田英彦 下道山町

芝　つるゑ 85 芝　明 三口町

柿本　幸 80 柿本　弥 東笠原町

竹内照英 99 竹内勝之 下道山町

松本正義 82 松本幸士 野条町

中村一二三 89 中村真輔 鶉野町

森本博昭 80 森本泰行 北条町北条

谷川きよの 86 谷川重之 中西町

永野マサヱ 97 永野善一 西上野町

中右貞子 89 中右　猛 市村町

上原綱子 92 上原　昇 東長町

内藤　茂 84 内藤寿英 河内町

黒田雄治 82 黒田敏文 北条町北条

野田悦増 83 野田政雄 北条町古坂

加古隆昭 82 加古安子 佐谷町

菅生主計 93 菅生　健 栄町

小林富美子 71 小林　茂 北条町西高室

鍛示高雄 86 鍛示和秀 北条町黒駒

難波ふみ子 76 難波義隆 佐谷町

金澤澄雄 84 金澤良行 上道山町

高橋春夫 85 藤原恭則 和泉町

松本正弘 69 松本真由美 山下町

長田秀雄 84 長田則昭 越水町

税

平成 24 年度固定資産税 3 期、国民
健康保険税（普通徴収）6 期の納期
限は 12 月 25 日（火）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

納期内完納にご協力をお願いします

個人の白色申告者で事業所得、不動
産所得または山林所得の合計所得が
300 万円を超える方に必要とされて
いた記帳と帳簿書類の保存が、これ
らの所得を生ずべき業務を行う全て
の方（申告の必要がない方を含む）
について、平成 26 年 1 月から同様
に必要となります。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。
問合先：社税務署☎ 0795-42-0223

税務署からのお知らせ

北条町にある五百羅石仏の保存やＰ
Ｒ・清掃活動をいっしょにしません
か（ボランティア）。
対象：住所、年齢不問
問合先：商工観光課☎㊷ 8740

五百羅漢 保存委員メンバー募集

兵庫県と県内すべての市町が連携し
て、個人住民税の特別徴収を推進し
ています。「特別徴収」とは、従業員
の給与から住民税を天引きし、事業
主が従業員に代わって住民税を納め
るものです。本人が年 4 回納める普
通徴収に比べ、納め忘れがなくなり、
年 12 回の支払のため 1 回あたりの
納税額が少なくて済みます。この制
度は、地方税法及び各市町の条例の
規定により、原則として所得税の源
泉徴収をする全ての給与支払者に義
務づけられています。特別徴収への
ご理解とご協力をお願いします。
問合先：税務課☎㊷ 8712

従業員の個人住民税は
特別徴収で納めましょう


