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放送大学4月生募集

2020 年 4 月入学生を募集します。
テレビ等の放送やインターネットを
通して学ぶ通信制の大学です。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然
科学など、幅広い分野を学べます。
出願期間：3/17（火）まで
問合先：放送大学姫路サテライトス
ペース☎ 079-284-5788

期限内納付にご協力を

令和元年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 3 月 31 日（火）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712　

くらし
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「裁判傍聴会」のご案内

兵庫県弁護士会では、2009 年度か
ら制度が開始された「裁判員制度」
や弁護士活動を、市民の方々に理解
していただくため、「裁判傍聴会」
を開催しています。
日時：3/11（水）9:15 ～ 13:00
集合場所：兵庫県弁護士会館（神戸
市中央区橘通 1-4-3）
定員：18 人（多数の場合は抽選）
申込方法：開催日、住所、氏名、職業、
年齢、電話番号を記入のうえ、はが
きまたはメール
申込期限：3/3（火）必着
申 込 先： 兵 庫 県 弁 護 士 会 司 法 問
題 対 策 委 員 会 ☎ 078-341-7061 
bengoshikai@hyogoben.or.jp

「働き方改革」皆さんの事
業所は大丈夫ですか？

2019 年 4 月 1 日から「働き方改革
関連法」が順次施行され、事業主に
は順守が求められています。
●概要
①時間外労働の上限規制を導入
時間外労働の上限を、原則として
45 時間、年 360 時間とします。臨
時的で特別な事情がある場合でも年
720 時間、単月 100 時間未満、複
数月平均 80 時間を限度としなけれ
ばなりません。
②年次有給休暇の確実な取得が必要に
使用者は、10 日以上の年次有給休
暇が付与される全ての労働者に毎年
５日、時季を指定して有給休暇を与
えなければなりません。
③正規雇用労働者と非正規雇用労働
者の不合理な待遇差が禁止
同一企業内で、正規雇用労働者と非
正規雇用労働者（パートタイム、有
期雇用、派遣）の
間で基本給や賞与
など個々の待遇差
が禁止されます。
問合先：兵庫労働局☎ 078-367-
0700 ※詳細はＱＲコードをご覧く
ださい。

農業者年金に加入しませんか

農業者年金は、農業者のための公的
年金です。国民年金第 1 号被保険
者で、年間 60 日以上農業に従事し
ている 60 歳未満の方ならどなたで
も加入することができます。
申 込 先： 農 業 委 員 会 事 務 局 ☎㊷
8782

～暮らしの法律～
身近なトラブルとその解決

誰もが巻き込まれかねない生活トラ
ブルについて、解決方法を教えても
らいます。
日時：3/5（木）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい３F 集会室
講師：安田孝弘弁護士
定員：40 名（要予約・受講無料）
申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

公開講座「先端技術と手作
業で歴史を守る」

災害は身近な文化財、個人の思い出
や歴史にも被害を与えます。今回は
テーマを「先端技術と手作業で歴史
を守る」とし、先端技術と人の手の
両面から文化財や歴史文化遺産の災
害対策と災害対応を紹介するととも
に、これらの技術を用いた新しい文
化財の活かし方を学びます。
日時：3/15（日）13:00 ～ 15:00
場所：健康福祉会館　研修室
定員：先着 60 人（参加費無料）
●講演①
講師：川中慶人・田畑徹也㈱アコード
演題：文化財の保護と活用を革新す
る三次元データ技術～五百羅漢像の
三次元データをもとに～
●講演②
講師：松下正和（神戸大学特命准教授）
演題：まだゴミにしないで、水害か
ら史料と思い出を救う
問合先：埋蔵文化財整理室☎㊷4401
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加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：3/27（金）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
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ネットで調べた水回り修理業者とのトラブル！！
【事例】
　トイレが水漏れしたので、ネットで検索した業者に修
理依頼の電話をした。すぐに来てくれ、「便器の交換が必
要。ほっておくと水漏れが広がり床の張り替え等が必要に
なり 200 万円ぐらいする工事となるが、今すぐ直すなら
50 万円ですむ。」と言われ、急ぎ修理する必要があると思い契約をした。

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）

B 型肝炎被害者救済のため
の無料相談・説明会

幼少時の予防接種により B 型肝炎
ウイルスに感染した被害者に対し
て、給付金を支払う特別措置法が制
定されました。給付金を受けるため
の手続きや制度の詳しい仕組みを説
明します。
日時：3/14（土）13:30 ～ 15:00
場所：加東市滝野公民館（滝野情報
交流館）講座室
問合先：全国 B 型肝炎訴訟大阪原
告団・弁護団☎ 06-6647-0300（平
日 10:00 ～ 17:00）

東播都市計画地区計画の縦覧

内容：「東高室地区地区計画」の変
更素案
期間：3/4 ㊌～ 3/18 ㊌まで
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）縦覧期間中は、参考図書
を市ホームページに掲載します。
意見提出方法：縦覧期間中に閲覧場
所で所定の意見書を提出することが
できます。提出方法については市
ホームページをご覧ください。
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

【解説】
　ネットで検索したり、チラシを見たりして頼んだ水道修理業者とのトラ
ブルの相談が寄せられています。広告には、「水漏れ修理　基本料金 3,000
円～」と表示されており、低料金ですむと思いがちですが、思いがけない
高額請求を受ける場合があります。作業前に作業の内容や料金の説明を求
めましょう。最初に依頼した修理と異なる工事を勧められても、すぐに契
約せずに他業者から見積もりを取るなどし、本当に必要かどうかも確認し
ましょう。水漏れは予期しないときに起こります。緊急時でも慌てず被害
を最小限にするために自分でも応急措置ができるよう元栓や止水栓の場所
と閉め方を確認しておくとよいでしょう。
　また、水道の配管工事については、加西市のホームページに掲載されて
いる指定工事店を利用しましょう。

防衛省 自衛官の募集

種目：①一般幹部候補生 ②歯科幹
部候補生 ③薬剤科幹部候補生
資格（年齢は R3.4/1 時点）：① 22
歳以上 26 歳未満の方（院卒または
予定者は 28 歳未満）② 20 歳以上
30 歳未満で正規の歯学の課程を修
めて大学を卒業した方③ 20 歳以上
28 歳未満で正規の薬学の課程（6
年制）を修めて大学を卒業した方
受付期間：R2.3/1 ㊐～ 5/1 ㊎まで
身分：特別職国家公務員
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

就職支援セミナー特別編

●不合格者の９割がやっている残念
な面接マナー
日時：3/9（月）12:30 ～ 13:20
●お祈り連発から内定連発に生まれ
変わった面接必勝法
日時：3/9（月）15:30 ～ 16:00
講師：桜井透氏（就職情報サイト 
はりまっち）
場所：アスティアかさい OA ルー
ム（JOB フェア in 加西の会場隣）
定員：先着 25 名（予約優先）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎㊷ 7600


