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■ねひめキッズからのお知らせ
●クリスマス会
日時：12/15（金）11:00 ～ 12:00
●講座「手作り大型絵本とお手玉で遊ぼう」
日時：12/14（木）11:00 ～ 11:30
講師：いずみ会
●すくすく・かんがるーひろば
子どもの身体測定やママ同士でお話をしましょう。
日時：12/19（火）10:30 ～ 11:30
問合先（場所）：ねひめキッズ☎ 42-5710
※ 12/28 ～ 1/4 は休園

わくわく子育て情報 ■ほくぶキッズからのお知らせ
●育児学習会～子育てポイント・冬編～
日時：12/6（水）10:00 ～ 11:30
講師：市健康課の職員（保健師、栄養士）
●母のリフレッシュ講座
　「骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～」
日時：12/11（月）10:00 ～ 11:00　※要申込
講師：竹内佳津子さん（スポーツインストラクター）
対象：産後 5 年未満の方（子どもも可）
申込・問合先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆℻ 44-0719

■愛の光キッズからのお知らせ
●リトミック＆クラフト
日時：12/11（月）10:30 ～ 11:30　参加費：無料
●心を育てる簡単料理
日時：12/18（月）10:00 ～ 13:00 
定員：20 人　　参加費：500 円
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、飲み物
●オーロラ英語遊び
日時：12/19（火）10:30 ～ 11:00　参加費：無料

対象：0 ～ 3 歳児と親　※全て要申込
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

■ぜんぼうキッズからのお知らせ
●クリスマス会「ハンドベル、ペープサートなど」
日時：12/20（水）10:00 ～ 11:00
対象：子育て中の親子
問合先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆℻ 48-3404

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：12/26（火）14:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

特設人権相談を開設
法務省と人権擁護委員連合会は、毎
年 12 月 10 日の「世界人権宣言」
採択日を最終日とする１週間（12
月 4 ～ 10 日）を「人権週間」と定
めています。同週間にあわせて「特
設人権相談」を設けています。「い
じめ」「差別」「プライバシーの侵害」
などでお悩みの方は、ご相談くださ
い。
日時：12/5（火）13:00 ～ 15:00
※相談は無料。秘密は厳守されます。
場所：市民会館 1 階会議室、アスティ
アかさい 3 階地域交流センター
問合先：人権推進課☎ 42-8727

都市計画マスタープラン
 中間見直しの説明会

日時：12/8（金）
19:00 ～
場所：市役所 1 階
多目的ホール
※東玄関からお入りください。
※ 12 月 22 日までパブリックコメ
ントも募集中です。
問合先：都市計画課☎ 42-8753

■加西こども園で遊ぼう「かさいっこクラブ」
日時：12/20（水）9:30 ～ 11:00
対象：加西中学校区の未就園児と親
参加費：1 人 50 円（傷害保険料）
場所・申込先：加西こども園☎ 49-2363

12/10 ～ 16 は「北朝鮮人
 権侵害問題啓発週間」

法務省は、北朝鮮当局による日本人
拉致、その他人権侵害問題に関する
認識を深めることを目的として，毎
年 12 月 10 日から 16 日までを「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定め
ています。この機会に、拉致問題に
ついての関心と認識を深めましょう。
問合先：人権推進課☎ 42-8727

国民年金保険料の納め忘れ
 はありませんか？

老齢基礎年金（65 歳から受け取ら
れる年金）は、20 歳から 60 歳ま
での 40 年間保険料を納めなけれ
ば、満額の年金を受け取ることがで
きません。保険料の納め忘れなどに
より、納付済期間が 40 年に満たな
い場合は、60 歳から 65 歳までの
間に国民年金に任意加入し、保険料
を納めることで、満額に近い年金を
受け取ることができます。老齢基礎
年金を受けるためには、保険料の納
付済期間や保険料の免除期間などが
原則 10 年以上必要となりますが、
65 歳でこの要件を満たしていない
場合は、さらに 70 歳になるまで任
意加入することができます。また、
海外に在住する日本国籍を持つ方
も、任意加入することができます。
問合先：市民課☎ 42-8722　加古
川年金事務所☎ 079-427-4740
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商品が届かない！ ネットでの買い物は慎重に！！
【事例】孫が欲しがっているランドセルをインターネットで探したら、定
価の半額で販売しているサイトを見つけ、申し込んだ。翌日、受注メール
が届き、振込先口座にお金を振り込んだ。入金後、1 週間で届くはずが 1
カ月経っても届かない。その後、メールや申し込みフォームから催促をし
ても返信がない。サイトには住所、電話番号は書かれていない。

問合先：加西市消費生活相談窓口（月火木金 9:00 ～ 16:30 ※祝日除く）
☎ 42-8739、消費者ホットライン（平日 9:00 ～ 17:00、土日祝 10:00
～ 16:00）☎局番なし 188 番　※消費者ホットラインは、一部の PHS、
IP 電話、プリペイド式携帯電話からは利用できません。

【解説】このような詐欺的なサイトで購入したことによるトラブルが多く
見られます。以前、おせち料理が写真と全く違うものが送られてきて問題
にもなりました。商品が届く前に代金を支払ってしまうと、トラブルが
あった場合に被害金を取り戻すことが難しくなります。前払いによる購入
には十分注意しましょう。 通信販売にはクーリング・オフ制度がないので、
返品制度について事前に説明を受けましょう。
　また、インターネット通信販売では、サイト内に事業
者の名称、所在地などを表示しなければなりません。表
示のないサイトでの買い物は控えましょう。分からない
ことや不安なことがあれば、ご相談ください。
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弁護士による無料法律相談
疑問に思っていることや悩んでいる
ことなど、どんなことでもご相談く
ださい。事前予約制です。
日時：12/20（水）13:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階ワー
クルーム
相談：兵庫県弁護士会の弁護士
定員：6 人（1 人 30 分程度）
予約先：ふるさと創造課☎ 42-8706

就職支援セミナー
■アピール度 130％、物言う応募
書類の作成法
日時：12/15（金）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：中本渉さん（産
業カウンセラー・キャ
リアコンサルタント）
定員：先着 20 人
受講料：無料
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600

期限内納付にご協力を
平成 29 年度固定資産税 3 期、国民
健康保険税 6 期の納期限は 12 月
25 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

東播都市計画の決定及び
 変更（案）の縦覧

内容
県決定／区域区分の変更案（繁昌町国
道 372 号沿線地区の市街化区域編入）
市決定
・用途地域の変更案（市街化区域編
入地区の工業地域の決定等）
・公共下水道区域の変更案
・繁昌町国道 372 号沿線地区地区
計画の決定原案
・横尾南部地区地区計画の決定原案
・加西東産業団地地区計画の変更素案
・鶉野飛行場跡地東部産業拠点地区
地区計画の決定素案
縦覧期間：12/12（火）～ 26（火）
※加西東産業団地及び鶉野地区のみ
12/5（火）～ 19（火）
閲覧場所：市都市計画課※県決定は
県都市計画課で縦覧できます。
意見提出：市民または利害関係者で、
縦覧期間中に住所・氏名・年齢を明
記のうえ、県決定は県知事へ、市決
定は市長へ意見書を提出できます。
問合先：市都市計画課☎ 42-8753
県都市計画課土地利用班地域計画担
当（県決定）☎ 078-362-3588

平成30年度から個人住民
 税特別徴収の完全実施

特別徴収は従業員の給与から住民税
を天引きし、事業主（給与支払者）
が従業員に代わって住民税を納める
制度です。平成 30 年度から兵庫県・
大阪府・京都府・和歌山県の全市町
村で特別徴収を完全実施することに
なりました。未実施の事業主様はご
準備をお願いします。詳しくは、兵
庫県ホームページをご覧ください。
問合先：兵庫県市町振興課財政班
☎ 078-362-3099

兵庫県特定最低賃金改正
県内の塗装製造業などの特定（産業
別）最低賃金が改正されました。最
低賃金はパートタイマー、アルバイ
トなど全ての労働者に適用されます。
改正された金額などは、兵庫労働局
のホームページでご確認ください。
問合先：兵庫労働局労働基準部賃金
室☎ 078-367-9154

コミュニティ助成事業によ
 り山田町の神輿を大修理

山田町は、宝くじの受
託事業収入を財源とす
るコミュニティ助成事
業により、神輿の修復、
全体の金箔貼り、漆塗り、長い間壊
れて据え付けできなかった小鳥も復
活。新調したかのように蘇り、10
月 8 日に日吉神社の大祭で披露し
ました。今回の修復で、将来にわた
り町の団結の証として生かしていく
ことができます。
問合先：人口増政策課☎ 42-8700


