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2016.5 月号

問合先／産業振興課☎42-8740 ℻43-1802
sangyo@city.kasai.lg.jp

勤労者住宅資金融資の案内
加西市は、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増改

■対象者（①～⑤の全てに該当する方）
①市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主や家族従

築等に必要な資金融資のあっせんを行っています。

業員は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務している方。

■融資の内容

または、市外在住の勤労者で、同一事業所に 3 年以上

対象

住宅の建築・購入・増改築

限度額

2,000 万円以内

期間

35 年以内

利率

固定金利型 年 1.87％（4 月 1 日～）
※ただし資金交付時の金利を適用

取扱金融機関

近畿労働金庫北播支店

勤務している方
②市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
③年齢が 20 歳以上 60 歳未満の方（ただし、完済時に 76
歳未満の方）
④市税を滞納していない方
⑤取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方

問合先／産業振興課☎42-8740 ℻43-1802
sangyo@city.kasai.lg.jp

中小企業事業資金融資の案内

加西市は、市内中小企業の方へ事業資金融資のあっせんを行っています。保証料や利子の一部を
市が負担します。4 月から特定非営利法人（NPO 法人）の方も利用できるようになりました。
■融資対象（①②どちらにも該当する方）
①市内に 1 年以上事業所を置く中小企業（NPO 法人含む）の方

②兵庫県信用保証協会の保証対象事業に該当する方

■融資の内容
資金使途・
最高限度額
融資利率

運転資金

800 万円以内

設備資金

1,000 万円以内

公害除去資金

500 万円以内

最高限度額
1,500 万円

年 1.1%（0.4% を市が利子補給）

貸付期間

500 万円以内

5 年以内

500 万円超

7 年以内

うち措置期間
6 カ月以内で可

その他

兵庫県信用保証協会の保証要（保証料の 20% を市が負担）

取扱金融機関

但馬銀行・みなと銀行・姫路信用金庫・但陽信用金庫・兵庫県信用組合の各加西支店、
播州信用金庫北条支店、日新信用金庫小野支店

第19回加西地区合同就職面接会

問合先／加西商工会議所（加西地区相談会）
☎42-0416

加西市雇用開発福祉協議会主催の合同就職面接会を開催します。事前申し込みは不要、参加費無料です。
■日時／ 6 月 23 日（木）13:30 ～ 15:30 受付 13:00 ～

■持ち物／履歴書

■場所／アスティアかさい 3 階地域交流センター

■参加企業／加西地区で正社員採用予定のある企業

■対象者／・平成 29 年 3 月新規学校卒業者

■内容／人事採用担当者と面接・相談ができます。県の

（大学、短大、高専、専門学校）
・一般求職者（既卒者・中途採用等）

地域雇用相談員と市の就労支援員が、就職・雇
用等についての相談や、市外からの U ターン
や移住をして仕事を探す方の相談に応じます。

北播磨学生就職フェア 2016（就職面接会）
日時／ 6 月 15 日（水）13:30 ～ 15:30

場所／小野市うるおい交流館エクラ（小野市中島町 72）

対象／ H29.3 月新規大学等卒業予定者、H26.3 月以降の既卒者（大卒等）
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参加企業／北播磨地域から約 25 社

問合先／ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

広報かさい

問合先／地域福祉課☎42-8709 ℻43-1801
kateijidou@city.kasai.lg.jp

特別支援児童就学援助金
心身に障がいのあるお子さんが、特別支援学校へ通学・

■月額支給限度額表

寄宿される際の費用に対して援助をしています。通学に
介護者が必要と認められる場合には、併せて援助金を支
給します。
援助金は、「通学・寄宿」に要する費用を援助するも
ので、往復ともスクールバス利用者や自転車通学、入院
中などの児童は対象外です。

2016.5 月号

学年等

幼・小中学部

高等部

通学児童

5,000 円

2,500 円

寄宿者への入所児童

3,000 円

1,500 円

付き添いの保護者

5,000 円

2,500 円

対象者

マイナンバー通知カードの受け取りは市民課まで

問合先／市民課☎42-8720 ℻43-8045
shimin@city.kasai.lg.jp

通知カードの保管期限は 6 月 30 日まで
マイナンバーが記載された「通知カード」が、昨年

■受取窓口／市役所 1 階市民課①窓口

11 月下旬から、全ての方の住所地に世帯主宛の簡易書

■受取時間／平日 8:30 ～ 17:15

留（転送不要）で送付されました。

※毎月第 2・4 水曜日は 19:00 まで
■必要な物／運転免許証などの本人確認できる物

配達時に不在などで郵便局での保管期間が過ぎた通知

■通知カードの保管期限／ 6 月 30 日（木）

カードは市役所に返戻されています。返戻された方には、

※通知カードは期限を過ぎ

市から受取方法についての案内を普通郵便で送付してい

ると廃棄します。再発行に

ます。

は、1 人 500 円 の 手 数 料

通知カードを受け取られていない方は、市民課窓口ま

が必要です。

で受け取りに来てください。

通知カードの表

こどもの読書週間イベント
５月 12 日までの「こどもの読書週間」にちなみ、図
書館ではイベントを開催します。

■おはなし会
図書館ボランティアによるおは
なし会です。
日時／ 5 月 7 日（土）

■キッズクラフト「ふりふり動物をつくろう」
紙コップを使って、左右に揺らすと首を振る動物人形

14:00 ～ 14:30
対象／幼児～小学低学年（申込不要）

を作ります。
日時／ 5 月 7 日（土）10:00 ～
定員／当日先着 40 人

参加費／無料

■アニマシオンと図書館クイズであそぼう
本を使ったゲーム（アニマシオン）やクイズにチャレ
ンジします。

■おはなしで遊ぼう「えほんのひろば」
乳幼児や保護者が一緒に楽しめるおはなし会です。

日時／ 5 月 8 日（日）11:00 ～ 12:00
対象／小学生（申込不要）

日時／ 5 月 7 日（土）11:00 ～ 11:30
対象／ 0 歳～親子で（申込不要）

場所・問合先／図書館☎ 42-3722

熊本地震災害義援金のお願い

熊本で発生した大規模な地震は、建物の倒壊、土砂災

害など甚大な被害をもたらしています。被災された方々

の再建と復興を願って、皆さまのご支援をお願いします。
募集期間：6/30（木）まで

募金箱：市役所 1 階ほか

問合先：総務課☎ 42-8702 ※日本赤十字社「熊本地震災
害義援金」
（http://www.jrc.or.jp/contribute/help/28/）
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