
20

広報かさい　2019.4 月号

● 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：4/25（木）13:00 ～ 13:45
対象：2019 年 2 月生まれの乳児
● 4 カ月児健診
①日時：4/2（火）13:00 ～ 13:45

対象：2018年11月生まれの乳児
②日時：5/14（火）13:00 ～ 13:45

対象：2018年12月生まれの乳児
● 1 歳 6 カ月児健診 
日時：4/9（火）13:00 ～ 13:45
対象：2017 年 10 月生まれの幼児
● 2 歳児教室
日時：4/17（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：2017 年 4 月生まれの幼児
● 3 歳児健診
日時：4/16（火）13:00 ～ 13:45 
対象：2016 年 2 月生まれの幼児
●乳幼児保健相談
日時：4/18（木）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
●離乳食講習会初期（予約制）
日時：4/22（月）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
①プレママ教室パート 1（予約制）
②プレママ教室パート 2（予約制）
①日時：4/26（金）13:00 ～ 13:30
②日時：5/17（金） 9:00 ～ 9:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育
児協力者
※時間は全て受付時間

健診実施場所：健康福祉会館

乳幼児健診

問合先：健康課☎42-8723

●母子健康手帳の交付申請
個人番号通知カードまたは個人番号
カード、運転免許証等、印鑑、妊娠
届出書（産院でもらった方）を持参
●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。
受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（健康福祉会館）

消費税軽減税率制度説明会
2019 年 10 月から始まる消費税
軽減税率制度では、①取扱商品が
軽減税率 8％か標準税率 10％か
の判断、②軽減税率対象品目が仕
入れや経費にある場合の税率ごと
の区分経理への対応、③複数税率
に対応したレジやシステムの改修
などの準備が必要です。社税務署
は、軽減税率制度や事業者支援措
置の理解を深め、準備を進めてい
ただくために、軽減税率制度の説
明会を開催します。
日時：4/26（金）13:30～14:30
場所：社納税協会 2階

（加東市社 7-2）
定員：先着 20 名（要予約）
問合先：社税務署法人課税第１部門
☎0795-42-8263

まちづくり・ひとづくり
 青少年育成支援事業

（一社）加西市民会議所では、まち
づくり・ひとづくりに取り組む団
体、個人の活動を支援しています。
対象：市内で活動する団体、個人
助成額：5 ～ 10 万円 ※補助額は総
事業費の半分を上限とする
対象事業：子育て・青少年育成に関
する事業、加西市の魅力を発信し広
く PR する事業、国際交流事業など
手続き：5 月末までに下記まで申請
問合先：加西商工会議所内 （一社）
加西市民会議所事務局☎ 42-0416

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。
日時：4/17（水）16:00 ～
場所：市役所 5 階大会議室
問合先：教育総務課☎ 42-8770

加西市クリーンセンター
 特別開場のお知らせ

平成 31 年度の特別開場・年末特別
開場を下記日程で実施します。
特別開場日：5/26･7/28･11/24（日
曜日 8:30 ～ 11:30）
年末特別開場日：12/22 ㊐ 8:30 ～
16:30 ※ 12:00 ～ 13:00 を除く）
問合先：同センター☎ 46-0602

花と緑の協会　会員募集
個人会員／年会費 500 円。花の苗
を年間 2 回、10 ポットずつ配布。
法人会員／年会費 2,000 円。花の
苗を年間 2 回、40 ポットずつ配布。
※花の育成管理、水やり等に参加し
ていただけるボランティアも募集中
申込先：都市計画課☎ 42-8753

　かさい広報 6 月号で、平成の時代の加西市を皆さ
まからご応募いただいた写真や思い出とともに振り
返ります。家族での楽しかった思い出の一枚や懐か
しい建物、祭り、町内イベントの様子などなんでも
かまいません。

●募集期限：4 月 26 日（金）まで　　　　　　●募集件数：一人一枚
●応募条件：平成元年から応募期限の間に加西市内で撮影された写真
●応募方法：メールまたは郵送で①氏名、住所、電話番号 ②写真 ③写真のタ
　イトル ④写真に対するコメント（50 字程度）⑤撮影時期を送付してください。
●掲載方法：かさい広報 6 月号または市ホームページ等
●問合先：〒 675-2395（住所表記不要）加西市役所秘書課 ☎ 42-8701
　hisho@city.kasai.lg.jp　※応募多数や誌面の都合で、すべての写真が掲 
　載できない場合があります。詳細は、市ホームページをご覧ください。

加西 IC 開通式（平成 4 年）

～写真で振り返る平成の加西市～  平成の写真を募集！
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●相談コーナー（子育て / 健康・医療 / 障がい / 一般）

相談内容 日時・場所
妊娠・出産・子育て応援！すくすく相談窓口☎ 42-8723 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 健康福祉会館 健康課
産後ケアダイヤル（出産後おおむね 1 年以内の母親）☎ 42-0727 平日 9:30 ～ 16:00 ※年末年始を除く
児童虐待・18 歳までの子育てに関する相談☎ 42-8709 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 市役所 1 階家庭児童相談室
療育・養育相談（18 歳までの子をもつ保護者）☎ 42-6704 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 健康福祉会館 児童療育室
母子・父子家庭相談☎ 42-8709 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 市役所 1 階地域福祉課
いじめ・教育相談（いじめ・不登校等）☎ 42-3730 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 総合教育センター
スマイル健康相談（食生活などの健康等）☎ 42-6700 4/24（水）13:00 ～ 14:00 健康福祉会館※予約制
こころのケア相談☎ 0795-42-9367 4/25（木）13:00 ～ 加東健康福祉事務所※予約制
身体障害者福祉相談☎ 43-1281 4/11（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館
知的障がい者・児福祉相談☎ 42-8725 4/19（金）10:00 ～ 12:00 健康福祉会館 ふれあいの間①
精神障害者福祉相談☎ 42-8725 4/24（水）13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室
心配ごと相談☎ 43-0303 4/11（木）、5/9（木）13:30 ～ 15:30 健康福祉会館
人権相談（人権問題に係る相談）☎ 42-8727 4/2（火）13:30 ～ 15:30 市民会館
法務局における人権相談所☎ 0795-42-0201 月～金曜日（祝日を除く）8:30 ～ 17:15 神戸地方法務局社支局
行政相談（行政に係る諸問題）☎ 42-8739 4/25（木）13:30 ～ 15:30 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）☎ 42-8739 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 アスティアかさい 3 階市民相談室
法律相談☎ 42-8706 ※予約制（1 日（休日時はその翌日）より） 4/18（木）13:00 ～ 16:00 アスティアかさい 3 階ワークルーム
ＤＶ相談（電話・来所相談）☎ 42-8736 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 ※電話でお問い合わせください。
高齢者に関する相談（介護・医療・保健等）☎ 42-7522 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 健康福祉会館内地域包括支援センター

外国人生活相談と外国人に関する相談 ☎ 33-9455 日・火・水・木・土曜日9:00 ～18:00
アスティアかさい2 階ねひめカレッジ ※通訳あり（予約制）

ボランティア相談☎ 43-8133 4/4（木）13:30 ～15:30 健康福祉会館

若年無業者に関する相談☎ 078-915-0677 4/15（月）13:00 ～ 15:50
アスティアかさい 3 階ワークルーム

税理士による無料税務相談☎ 42-1245 ※予約不要 4/4（木）、4/18（木）13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

おくやみ
死亡者 年齢 喪主 町名

死亡者 年齢 喪主 町名 死亡者 年齢 喪主 町名

※敬称略。2/13 ～ 3/6届出・掲載承諾
※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（☎42-8701）まで。

個人情報の取り扱いに配慮し、市ホームページに
掲載する広報かさい PDF の「おくやみ」欄の内
容は割愛させていただきます。ご了承ください。


