
広告広告

18

広報かさい　2019.5 月号

自動交付機停止のお知らせ

新元号のシステム改修作業のため、
住民票、印鑑登録証明書、税証明の
自動交付機を停止します。
停止期間：4/30（火）～ 5/2（木）
※ 5/3（金）以降は、通常通りの時
間でご利用いただけます。
市役所１階／ 7:30 ～ 20:00 まで
アスティアかさい／9:00～20:00まで
問合先：市民課☎㊷ 8720

新しい行政相談員

行政相談員は、国の仕事等に関する
苦情や意見などを受け付け、その改
善を図るために活動される方です。
次の１名が 4 月 1 日付で総務大臣
から委嘱されました。
行政相談員：常峰正美さん
※行政相談の日程等は 23 ページの
相談コーナーをご覧ください。
問合先：市民相談係☎㊷ 8739

期限内納付にご協力を

平成 31 年度軽自動車税、自動車税
の納期限は 5 月 31 日（金）です。
問合先：税務課（軽自動車税）☎㊷8712
加東県税事務所（自動車税）☎0795-
42-9331

平成31年度の所得・課税
証明書の発行について

平成 31 年度（平成 30 年中所得）
の税務課窓口での所得・課税証明書
の発行開始時期は次のとおりです。
対象／発行開始時期：
市県民税が給料天引きのみの方／ 5
月中旬
上記以外の方／ 6 月中旬
必要な物：
本人または本人と同じ住民票にある
親族が申請する場合 ･･･ 申請（窓口）
に来られる方の運転免許証などの本
人確認書類と印鑑
上記以外の方が申請する場合 ･･･ 委
任状（本人が自署、押印）と申請（窓
口）に来られる方の運転免許証など
の本人確認書類と印鑑
手数料：1 通 300 円
自動交付機での発行は、6 月中旬か
ら（手数料は、1 通 250 円）
問合先：税務課☎㊷ 8712

カラーズ「ハートサロン」
メンバーを募集中！

市内在住の障害者の方（手帳所持者）
をはじめ、うつ病など心の病気、ひ
きこもり、発達障害などさまざまな
事情を抱えた方にご利用いただけま
す。自家焙煎コーヒーやお菓子とと
もに友達づくり、悩み相談、創作活
動などを楽しみませんか。
場所：地域活動支援センターカラー
ズ（北条町古坂 1 丁目 24-16 ２F）
時間：9:00 ～ 15:00（平日のみ）
内容：各々の創作活動等を支援員が
サポートします。なお、専門的なカ
ウンセリング等は提供できません。
問合先：地域活動支援センターカ
ラーズ☎ 0790-33-9885

献血は身近にできる
ボランティア

安定した血液確保のため、一人でも
多くの方の献血協力が必要となりま
す。皆さまのご協力をお願いします。
全て 400ml 献血のみの受付です。
日時：5/11（土）10:00 ～ 12:00
13:15 ～ 16:00
場所：イオンモール加西北条
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：健康課☎㊷ 8723

地球にやさしい環境都市を
目指して

電気自動車・プラグインハイブリッ
ド自動車の導入費用を補助します。
対象者：①市民、②市内に事務所等
がある法人、③市内に事務所等があ
る市外の個人事業主、④「①～③」
に電気自動車・プラグインハイブリ
ッド自動車を貸与するリース事業者
補助額：10 万円 / 台（5/7 から受付）
※詳しくはお問い合わせください。
問合先：環境課☎㊷ 8716

ねっぴ～商品券取扱
加盟店を募集

市内経済の活性化と
商業の振興を図るこ
とを目的に、7 月（予
定）から 10% のプ
レミアム付商品券

（ねっぴ～商品券）
5,500 万円分を抽選により販売しま
す。販売に先立ち、取扱加盟店を募
集します。詳しくは、お問い合わせ
ください。
募集期間：5/14（火）まで
※昨年度の加盟店は「加盟店継続申
込書」のご提出をお願いします。
問合先：加西商工会議所☎㊷ 0416
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５月は消費者月間です！
ともに築こう 豊かな消費社会　～誰一人取り残さない 2019 ～

　昭和 63 年以降、毎年 5 月の「消費者月間」に、消費
者・事業者・行政が一体となって、消費者問題に関する
啓発・教育等の事業を集中的に行っています。消費者が
安全・安心で豊かに暮らすことのできる社会の実現に向
けて、消費者の利益のために、加西市は消費生活センター

（アスティアかさい３階）を設置しています。商品やサービスに関する苦
情や事業者とのトラブルについての相談、消費生活に関する問い合わせを
受け付けています。また、「エシカル消費」の普及・啓発を含む消費者教
育の推進や、消費者志向経営の推進、食品ロス削減を目指し、子どもの事
故防止のための啓発活動も行っていきます。

問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）　☎㊷ 8739
消費者ホットライン  188（局番なし 平日9:00～17:00、土日祝10:00～16:00）

就職支援セミナー

●職業適性検査～自分の性格特性と
職業適性を探ろう～
日時：5/15（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：宇陀泰広さん（ひょうご・し
ごと情報広場）
定員：先着 20 名（受講無料）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600

小・中学生への就学援助の
申請を受付します

経済的な理由によって、小・中学校
への就学が困難な児童生徒の保護者
に対して、学校で必要な経費（給食
費、学用品費等）の一部を援助しま
す。学校を通じて案内文書を配布し
ますので、ご確認ください。なお、
小学 1･5 年生、中学 1･3 年生で、
2 月に申請された方については、再
度の申請は不要です。
受付期間：5/13（月）～ 5/23（木）
提出先：学校教育課または学校
問合先：学校教育課☎㊷ 8772

●消費生活相談員による講座
タイトル：契約あるある トラブル撃退！
日時：5/16（木）13:30 ～　　　場所：アスティアかさい３階　集会室
参加費：無料　　　　　　　　  　申込：不要

いちごくらぶからの
お知らせ

①アロマ教室（ハンドクリーム作り）
開催日：5/8（水）・5/10（金）
※先着 5 組（各回）
②すくすく広場
開催日：5/13（月）
③体育あそび　
開催日：5/14 （火）
持ち物：水筒・上履き（親子とも）
④リトミック・クラフト・楽器
開催日：5/15（水）・5/22（水）
持ち物：上履き（親子とも）
⑤スクラップブッキング教室
開催日：5/16（木）　※先着 5 組
持ち物：お子さまの写真 4，5 枚
⑥ピラティス教室
開催日：5/28（火）※先着 10 組
持ち物：ヨガマット
開催時間：10:15 ～ 11:30
対象：未就園児親子（参加無料）
場所：善防こども園☎㊽ 3765
①⑤⑥は予約が必要です。4/26（金）
9 時半より予約受付を開始します。

高齢者夫婦記念撮影
希望者受付中

市内在住の高齢者夫婦を対象に記念
撮影を行います。記念写真は額に入
れて贈呈します。
撮影日：7/17（水）～ 19（金）
※撮影日は 3 日間のいずれか 1 日
で、撮影日時は指定できません。撮
影場所はご自宅です。
対象：夫婦とも数え年の 75 歳以上
で、その合計が 159 または 160 歳
撮影者：宮本久雄さん（㈲栄光社）
額提供：加西市社会福祉協議会、加
西市共同募金委員会
募集期間：5/24（金）まで
※市老人クラブ連合会で申し込みを
された方は、必要ありません。
申込先：各町単老人クラブ会長また
は市ボランティア・市民活動セン
ター☎㊸ 8133　fax㊷ 6655 まで

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：5/30（木）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770


