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年金情報をすぐに探せる
「年金ポータル」の利用を！

年金ポータル（https://www.mhlw.
go.jp/nenkinportal/）は、年金情報
を容易に見つけられるために、厚生
労働省が作成したポータルサイトで
す。日常生活の中のシーンに合わせ
たテーマや、年金制度の基本的な仕
組みについて、さまざまな関係機関
のホームページから情報を探すこと
ができます。専門用語をできるだけ
使わずに、図やイラストによる解説
でシンプルに説明しています。年金
について知りたいことがすぐに探せ
る「入口」としてご利用ください。
問合先：市民課☎㊷ 8722

骨髄バンク推進月間

一人でも多くの患者さんに移植の機
会が確保されるよう、骨髄バンクへ
のご登録をお願いします。
●姫路みゆき献血ルームのご案内
骨髄バンクのドナー登録ができます。
受付時間・問合先：10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00 ※年末年始を除く
☎ 0120-160-489
場所：姫路市駅前町 241 フェスタ
ビル北館 4F
問合先：健康課☎㊷8723

簡易耐震診断の無料実施

昭和 56 年 5 月 31 日以前に旧耐震
基準で建てられた木造住宅につい
て、無料で簡易耐震診断を行ってい
ます。詳しくは市ホームページをご
覧ください。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

老朽した危険なブロック塀
などの撤去費を助成

昨年 6 月 18 日に発生した大阪府北
部地震により、ブロック塀が倒壊し、
尊い命が犠牲となりました。ブロッ
ク塀が倒壊すると通行人に危害が及
ぶことや、避難や救助活動の妨げに
なる恐れがあります。加西市では、
危険なブロック塀等の撤去費に対し
て、補助金を助成しています。詳し
くは市ホームページをご覧ください。
※助成は本年度限りの予定です。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

赤い羽根共同募金運動に
ご協力を

10 月 1 日から 6 カ月間にわたって、
「助け合い広がるつながる赤い羽根」
をスローガンに、共同募金運動が全
国的に展開されます。募金は、小地
域福祉活動、老人福祉活動、障がい
者福祉活動、児童・青少年福祉活動、
福祉育成・援助活動、ボランティア
活動育成事業等、地域福祉推進のた
め配分しています。皆さまのご協力
をお願いします。
問合先：社会福祉協議会
☎㊷8888

住民票・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞなど
旧氏の併記ができます

11 月 5 日から、本人の申出により住
民票・マイナンバーカード・署名用
電子証明書に旧氏を 1 つ併記するこ
とができます。希望される方は、マ
イナンバーカード（通知カード）お
よび、旧氏が記載された戸籍謄本か
ら現在までの戸籍謄本を用意して、
住民票のある市区町村で手続きくだ
さい。
・旧氏を初めて併記する場合は、過
去の氏の中から 1 つ選んで併記す
ることができます。
・氏が変更した場合には、直前に使
用していた旧氏に変更することがで
きます。
・旧氏は削除することはできますが、
削除した旧氏を再度併記することは
できません。
・住民票等に、現在の氏または旧氏
の一方のみを表示することはできま
せん。
・他市に引っ越した場合、旧氏は引
き継がれます。
問合先：市民課☎㊷ 8720

県民税・国民健康保険税
期限内納付にご協力を

令和元年度市県民税 3 期、国民健
康保険税 4 期の納期限は 10 月 31
日（木）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712　

経営者の
退職金小規模企業共済制度

安心でお得な国の制度です。
①掛金は全額所得控除で、今日から
おトク（月々の掛金は、1,000 円～
70,000 円で自由に設定可能）。
②経営者の退職金として受け取れ、
未来もおトク（共済金の受け取り時
に、税制メリットがあります）。
※加入については、商工会議所・金
融機関等で手続きをしてください。
問合先：（独）中小企業基盤整備機構
☎ 050-5541-7171
産業振興課☎㊷ 8740
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Q. 携帯電話会社を装って「料金が高額になっているので確認
してください」とメールが届いた。記載されていた URL にア
クセスし、要求どおりに ID とパスワードを入力したら、不
正利用され、通販会社で 10 万円の買い物をされてしまった。
電話料金に上乗せで請求されているが支払いたくない。

携帯電話会社を装ったフィッシング詐欺にご注意！

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）

A. 高額料金の発生や不正利用の検知などを知らせるメールの本文中に記
載された URL にアクセスすると、偽の携帯電話会社のページに接続され
ます。そこで ID、パスワード、クレジットカード情報などの個人情報を
不正に取得されるなどの被害が発生しています。不正利用を携帯電話会
社に主張しても ID やパスワードの管理責任を問われて取り消しが難しく
なっています。また、通販会社が不正利用での購入であったことを認めて
も通販会社に過失がないので請求の取り下げは難しく、詐欺の犯人以外に
被害回復を請求する相手がいないと考えられます。
　不安をあおるような内容のメールが届いたら、まず詐欺を疑いましょう。
被害の未然防止のためにも、不審なメールの URL にアクセスしないよう
ご注意ください。

平成 30 年度教育委員会
点検評価を公表

教育委員会の事務の点検および評価
を行い、その結果を報告書にまとめ、
市ホームページで公表していますの
で、ご覧ください。
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

第2回加西市総合教育会議

市長と教育委員会が、教育の課題と
目指すべき姿などを共有し、連携し
ながら効果的な教育施策を推進して
いきます。どなたでも傍聴できます。
日時：10/21（月）15:30 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：人口増政策課☎㊷ 8700

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：10/21（月）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

知って得する税金の知識

10 月改正の消費税と確定申告に関
する「知って得する」情報をお伝え
します。
日時：10/28（月）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：中尾太俊税理士
定員：先着 30 名（受講無料）
募集開始：10 月 1 日から※要予約
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

消費税軽減税率制度説明会

消費税軽減税率制度や記帳方法等の
説明会です。
日時・場所・定員（申込不要）
① 10/17 ㊍ 15:00 ～ 16:00
加東市滝野文化会館大ホール（加東
市下滝野 1369-1）　400 名
② 11/6 ㊌ 15:00 ～ 16:00
小野市伝統産業会館大展示室兼研修
室（小野市王子町 806-1）　150 名
③ 11/8 ㊎ 15:00 ～ 16:00
アスティアかさい 3 階多目的ホー
ル　90 名
問合先：社税務署法人課税第一部門
☎ 0795㊷ 8263

年末調整説明会

日時：11/8（金）13:15 ～ 15:00
場所：アスティアかさい3階多目的
ホール
定員：90 名　※申込不要
問合先：社税務署法人課税第一部門
☎ 0795㊷ 8264

「税を考える週間」市内
小学生の書道・ポスター展

期間：10/12（土）～ 16（水）
場所：イオンモール加西北条 2 階

「HANAGOROMO」前通路
問合先：社税務署☎ 0795㊷ 0224


