
4 広報かさい　2017.3月号

市内企業の就職情報をインターネットに掲載 問合先／加西市雇用開発福祉協議会事務局
　　　　（加西商工会議所内）☎42-0416

　加西市は商工会議所と連携して、加西市出身や市外からの移住者の市内企業への就職を増やし、定
住人口の増加を図るために、平成 30 年 3 月卒業予定者や転職者の採用を行う市内企業の採用情報をイ
ンターネットの就職情報サイトに掲載しています。詳しくは、市ホームページの「加西市 UJI ターン
就職情報 NAVI」のバナーからご覧ください。加西市にはモノづくりに携わる企業が多数あり、高度な
技術力でグローバルに活躍し、商業やサービス業ともに国内外の産業振興に大きく貢献しています。このような企業の
情報を、より多くの大学生に発信するために、インターネットの就職情報サイトに掲載しています。

■北播磨地域　就職面接説明会 in 大阪
日時／ 3 月 11 日（土）13:30 ～ 15:30
場所／大阪新卒応援ハローワーク（大阪市北区角田町
　　　8-47　阪急グランドビル 18 階）
対象
①北播磨地域内に就職を希望する方
②平成 29 年 3 月または平成 30 年 3 月に大学・短大等
卒業予定の方
※平成30年3月卒業予定の方は採用面接は行いません。
内容
①北播磨地域の事業所による就職面接説明会（説明だけ
聞きたい方も参加可）
②北播磨地域への就職相談や企業情報・移住情報の提供
参加事業所／北播磨地域の事業所 8 社程度
問合先／ハローワーク西脇☎ 0795-22-3181

就職活動情報

■就活 OPEN フェア in 播磨（中堅中小企業就職説明会）
日時／ 3 月 15 日（水）13:30 ～ 16:00
　　　受付 12:30 ～ 14:30
場所／加古川プラザホテル 2 階鹿児の間（加古川市加
　　　古川町溝之口 800）
対象／平成 30 年 3 月に大学・短大等卒業予定の方
※面接会ではありませんので、お気軽に参加ください。
参加事業所／北播磨・東播磨の中堅中小企業約 30 社
問合先／ハローワーク加古川☎ 079-421-8638

■子育て女性のための就職支援セミナー
保険や税金の制度の最新情報や、市の子育て支援施策を
学びます。
日時／ 3 月 15 日（水）14:00 ～ 16:00
場所／アスティアかさい 3 階集会室
講師／藤原弥季さん（社会保険労務士）ほか
定員／先着 10 人※一時保育（生後 6 カ月～小学 6 年生）
　　　もあります。希望者は要予約。
受講料／無料
申込先／加西市ふるさとハローワーク☎ 42-7600

●子育てママ就職支援補助制度
出産や子育てのために就業していない女性が就職のため
に受講する講座費用の一部を助成します。
対象者／次の要件を全て満たす女性
①加西市に住民登録があり、引き続き加西市に住む方
②出産や子育てのため就業しておらず、就職を希望して
いる方
③小学生以下の自身の子どもを養育している方
④加西市ふるさとハローワークで相談を受け、就職のた
めの教育訓練の受講が必要であると認められた方
対象講座／厚生労働大臣が指定する教育訓練講座
対象経費／入学料及び受講料（国県等の教育訓練への給
付金等を受けている場合は、給付金額を差し引いた金額）
補助金額／経費の 1/2（上限 10 万円）
問合先／産業振興課☎ 42-8740

自動車の検査・登録の手続きはお早めに
　3 月末は自動車の検査・登録窓口が混雑します。手続きは 3 月中旬までにお済ませください。継続検査は、自動
車検査証の有効期間満了日の 1 カ月前から受けることができます。

区分 問合先
原動機付自転車（125CC以下）　小型特殊自動車 市税務課　☎ 42-8712
軽三輪自動車　軽四輪自動車 軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所☎ 050-3816-1848
	軽二輪車（125CC超 250CC以下）
二輪の小型自動車（250CC超） 姫路自動車検査登録事務所☎ 050-5540-2067

上記以外の自動車 神戸運輸監理部兵庫陸運部☎ 050-5540-2066
姫路自動車検査登録事務所☎ 050-5540-2067
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加西球場の愛称「アラジンスタジアム」 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　　℻42-8745  bunka@city.kasai.lg.jp

　加西市は、スポーツ振興施策の充実強化を図るため、加西球場のネ
ーミングライツ（命名権）を導入しています。4 月以降も「アラジン
スタジアム」として、株式会社千石と日本エーアイシー株式会社が継
続してネーミングライツスポンサーになりました。
■スポンサー／株式会社千石（別所町）
　　　　　　　日本エーアイシー株式会社（別所町）
■契約期間／平成 29 年 4 月 1 日～ 32 年 3 月 31 日（3 年間）
■契約金額／ 3 年で 200 万円

ぜんぼうグリーンパークの料金改正
　4 月 1 日からぜんぼうグリーンパーク
の使用料金を改正します。
使用料金／半面：1 時間 400 円
　　　　　全面：1 時間 800 円
問合先／加西勤労者体育センター
　　　　☎ 47-1420

住みよい地域社会づくりに貢献 問合先／ふるさと創造課（区長）☎42-8706
　　　　管理共済課（農会長）☎42-8717

■区長
氏名（町名） 在職年数など
山下公明 （南網引町） 4年（九会地区代表 1年）

平成 28年区長会・会長
村田克也 （西長町） 4年（賀茂地区代表 1年）

平成 27年区長会・副会長
小塩茂昭 （栗田） 4年（北条地区代表 1年）

平成 28年区長会・副会長
佐竹利昭 （西野々町） 2年（日吉地区代表 1年）

平成 28年区長会・副会長
黒田義昭 （鶉野中町） 8年（九会地区代表 1年）
山本義博 （横尾） 4年（北条地区代表 1年）
山下良雄 （山下中町） 4年（賀茂地区代表 1年）
仲井正人 （山枝町） 3年（富合地区代表 1年）
木村弘文 （福居町） 2年（富田地区代表 1年）
楠田太郎 （佐谷町） 2年（在田地区代表 1年）
渡邊俊彦 （福住西町） 8年
佐々木信行（南町） 4年
本玉佳伴 （荒神山住宅） 4年
高見和則 （戸田井町） 4年
高見　勉 （両月町） 4年
塚前信勝 （中西南町） 4年
三宅芳広 （中野町） 4年
菅野敏彦 （繁昌町） 4年
田中　勤 （上宮木町） 4年

■農会長
氏名（農会名） 在職年数など
玉置清和 （西長町） 4年（賀茂地区代表 2年）

平成 28年農会長会・会長
中村泰仁 （牛居町） 6年（下里地区代表 1年）
永峯敏秀 （山下中町） 4年（賀茂地区代表 1年）
前田秀男 （両月町） 4年（下里地区代表 1年）
大西克美 （繁昌町） 4年（九会地区代表 1年）
山本壯一 （横尾） 3年（北条地区代表 1年）
田先賢三 （鴨谷町） 3年（在田地区代表 1年）
増田昌洋 （畑町 2） 2年（富田地区代表 1年）
杉本正人 （別所町） 2年（在田地区代表 1年）
小西優司 （東野田町） 6年
小松章二 （小谷） 4年
岡田正徳 （東南） 4年
青田一夫 （坂元町 1） 4年
伊賀友紀 （福居町 2） 4年
松本　功 （山下東町） 4年
玉置　弘 （東長町） 4年
山田　篤 （戸田井町） 4年
洞井勝彦 （栄町） 4年
西村　勝 （上宮木町） 4年
高見勝信 （広原町） 4年

　2 月 4 日に健康福祉会館で開催された「区長会・農会長会」で、明るく住みよい地域社会づくりのため、地区代表の区長
や農会長を務められた方、また区長や農会長を 4 年以上務められた方で、退任された方に「市長感謝状」をお贈りしました。

臨時福祉給付金の申請受付は 3月27日から 問合先／福祉企画課☎42-8724　℻43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　平成 26 年 4 月から消費税率が引き上げられたことに
伴い、所得の低い方への影響を緩和するため、「臨時福
祉給付金（経済対策分）」が支給されます。
　対象となる可能性がある方には、3 月下旬に案内文書
を送付します。

■申請方法／申請書に必要事項を記入・押印し、次の書
類を返信用封筒に入れて郵送または窓口で申請。
・対象者全員の本人確認書類（免許証、住基カード、マ
イナンバーカード、旅券、健康保険証など）の写し
・振込口座の通帳またはキャッシュカードの写し
■申請期間・場所（平日 8:30 ～ 17:15）
3 月 27 日（月）～ 5 月 31 日（水）／市役所 1 階特設窓口
6 月 1 日（木）～ 8 月 31 日（木）
市役所 1 階　福祉企画課
※郵送の場合は 8 月 31 日（木）当日消印有効

■対象者／平成 28 年 1 月 1 日時点で加西市に住民登
録があり、平成 28 年度市民税が課税されていない方
※市民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護の
受給者、申請前に死亡された方は対象外です。
■支給額／対象者 1 人につき 15,000 円


