
いきいきカレンダーいきいきカレンダー

※受付時間の記載のあるものは、その時間内に会場で受け付けをお済ませください。※いきいきカレンダーへの各種イベントの掲載希望があれば役場企画課にご連絡ください。

公立香住病院 36・1166

公立村岡病院 94・0111

香住老人福祉センター 36・5008

村岡老人福祉センター 98・1000

小代高齢者生活支援センター 97・2202

（すべての施設の市外局番：0796）

議会事務局 36・1963

村岡地域局 94・0321（代表）

小代地域局 97・3111（代表）

町教育委員会 94・0101

　香住区中央公民館 36・3764

　村岡区中央公民館 98・1366

　小代地区公民館　97・3966

役場本庁舎 36・1111( 代表 )

　総　務　課 36・1111

　財　政　課 36・1942

　企　画　課 36・1962

　防災安全課 36・1190

　税　務　課 36・1113

　会　計　課 36・4321

　町　民　課 36・1110

　消費生活センター36・1941

　健　康　課 36・1114

　福　祉　課 36・1964

　農林水産課 36・0846

　観光商工課 36・3355

　建　設　課 36・1961

　上下水道課 36・0420

15 14
4 5

　海のもしもは

迷わず・素早く「１１８番」へ！迷わず・素早く「１１８番」へ！
　毎年春先から、マリンレジャーが活発となり、それに
伴い海での事故が増える傾向にあります。
　海での事故を防ぐため、プレジャーボートで遊ぶ人は
「気象・海象の確認」「機関の点検」を確実に行い「ライ
フジャケットを着用」してください。
　事故が発生した時や事故を目撃した時は迷わず素早く
118 番へ通報してください。
問い合わせ先

舞鶴海上保安部　℡ 0773・76・4120



けいじばんけいじばん

とき

5 月 20 日（日）9:00 ～ 12:00

ところ

クリーンパーク北但（豊岡市竹野町坊岡 943）

定員

先着 30人

参加費

無料

申込期間

4 月 16 日（月）～ 5月 2日（水）

問い合わせ（申し込み）先

北但行政事務組合環境課

ｔ 0796・21・9110 ｆ 0796・21・9102

ｅ hokutan@snow.ocn.ne.jp

問い合わせ先

役場総務課、各地域局

陶芸教室会員
　「生きがいづくり活動」の一環として行って

いる陶芸教室の会員を募集します。

とき

火曜日（月３回）　午前の部、午後の部

ところ

香住高齢者生産活動センター（香住区森 78）

対象者

おおむね 60歳以上の人

会費

3,000 円 / 月

受付

随時

問い合わせ先

役場福祉課

春のオープンキャンパス

兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科
　受験生などの皆さんにより詳しく知っていた

だくために「春のオープンキャンパス」を実施

します。

とき

5 月 5日（土）13:45 ～ 16:15

　5 月 2 日（水）～ 5 月 5 日（土）の間、個

別面談を毎日受け入れます。随時受け付けをし

ていますので、希望日時と話を聞きたい教員を

お知らせください。

ところ

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡市祥雲寺 128）

内容

・研究科の概要、カリキュラム、入試の説明

・施設やフィールドの見学

・展示による大学院生の研究紹介

・個別相談、在学生との交流など

問い合わせ先

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス経営部学務課

℡ 0796・34・6079

ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

テーマは「やさしい心を伝えたい」

国際ソロプチミスト但馬 チャリティーバザー
　国際ソロプチミストとは、人権と女性の地位

向上のための奉仕活動を行っている世界的組織

です。

　その組織の一つである「国際ソロプチミスト

但馬」が、20 回目となるチャリティーバザー

を開催。その収益金は、地域社会や福祉の発展

に寄与する目的で全額寄付されます。

　ぜひ皆さんもご来場ください。

とき

4 月 29 日（日）10:00 ～ 15:00

ところ

豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

内容

・ 協賛店の出品物のほか、福祉団体の手作り品、

同会員の持ち寄り品、手作り品、リサイクル

品などのバザー

・お茶席や福引

問い合わせ先

国際ソロプチミスト但馬

℡ 0796・32・2905

募　　集募　　集
町臨時職員
募集職種、主な勤務地

①介護支援専門員…役場福祉課

②給食調理員…香住学校給食センター

③学校用務員…柴山小学校

④病児保育保育士…香住病院内病児保育室

⑤病児保育看護師…香住病院内病児保育室

⑥事務補助員（農林水産課事務）…村岡地域局

勤務時間、賃金など

①④ 1日、7,800 円

②③⑥ 1日、6,900 円

⑤ 1日、8,200 円

・通勤手当支給、期末一時金あり

・社会保険、雇用保険に加入

採用予定人数、採用予定日

①②③⑥各 1人、6月 1日（金）

④⑤各 1人、6月 11日（月）

特に必要な資格など

①介護支援専門員、普通自動車運転免許

④保育士

⑤看護師または准看護師

応募資格

　特に必要な資格などのほか、昭和 32年 4月

2日以降に生まれ、町内に住所のある健康な人

応募方法

　市販の履歴書（写真添付）と希望職種の資格

を持つ人はそれを証明する書類の写しを提出し

てください。

　5月上旬に面接を行います。日時、場所など

は個別に通知します。

応募期限

4 月 27 日（金）

◇司法書士による無料法律相談会
（登記・多重債務・消費者問題・成年後見など）要予約

とき、ところ（時間はいずれも13:00～ 16:00）

 ① 5 月 5日（土）和田山ジュピターホール

 ② 5月 12 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 5月 19 日（土）豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

予約先（相談日の2日前、平日17:00まで）

兵庫県司法書士会但馬支部（予約専用）　℡ 0796・23・8011

開　　催開　　催

　土地建物登記、土地境界に関する相談

◇土地家屋調査士による無料相談会
●とき、ところ

4 月 21 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

5月 19日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

●問い合わせ（申し込み）先

兵庫県土地家屋調査士会但馬支部

℡ 0796・52・6901（前日の 17:00 までに）

ＤＶＤＶ（ドメスティックバイオレンス）は犯罪です！は犯罪です！
　配偶者やパートナーなどか
ら身体的暴力や言葉の暴力を
受けていませんか。一人で悩
まずご相談ください。
ＤＶ相談ダイヤル

　℡0570・0・55210

　（最寄りの相談窓口を案内します）

FAXFAX

　水稲共済では、被害

にあった際に補償さ

れる 1㎏当たりの補償

金額を選択すること

ができます。

平成30年産水稲共済単位当たり共済金額

・最高額…177 円（手続き不要）

・そのほかの選択できる金額

　 159 円、142 円、124 円、106 円、89円

最高額以外を選択する場合の注意点

・ 低い金額を選択すると、被害を受けた際

に支払われる共済金が少なくなり、十分

簡易耐震診断推進事業
　3,090 円の負担（木造戸建住宅の場合）

で、簡易耐震診断員（建築士）の住宅耐震

診断を受け、ご自宅の安全性を確認してみ

ませんか。

対象

昭和 56年 5月 31 日以前に着工した住宅

 （ただし、平成 12～ 14 年度に「わが家の

耐震診断推進事業」を受けた家屋は対象外）

実施予定戸数

10 戸

申込方法

　役場建設課備え付け

の申込書（町ＨＰから

も入手可能）に必要事

項を記入し、12 月末

までに提出してくださ

い。

香美町住まいの耐震化促進事業
　耐震改修の計画策定と工事にかかる費用

の一部を助成します。

対象

　昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工し、耐

震診断で安全性が低いと判断された住宅で、

県住宅再建共済制度に加入しているもの

助成金額

①計画策定費補助

　費用の 3分の 2以内で助成

　（戸建て20万円、共同住宅12万円/戸を上限）

②改修工事費補助

　・戸建て：定額 100 万円を上限に助成

　・共同住宅： 費用の 2分の 1以内で 40

万円 / 戸を上限に助成

③建替工事費補助

　現地建替えに要する費用（定額100万円）

問い合わせ（申し込み）先

役場建設課

な補償が受けられません。

・ 選択される単位当たり共済金額に応じて、

損害防止事業助成金の助成額が少なくな

ります。

手続き方法

　5月 8日（火）までに、所定の「農作物（水

稲）共済単位当たり共済金額個人選択申出

書」に必要事項を記入して提出してくださ

い。

問い合わせ先

NOSAIみかた（美方郡広域事務組合共済課）

℡ 0796・92・2410

　お口の健康維持は、質の高い生活を営む

ための重要な要素の一つであり、健康寿命

を延伸させるために欠かせない役割を担っ

ていることが分かってきました。

　しかし、障害や病気のある人や介護が必

要な高齢者などへの十分なお口のケアなど

が提供されていないのが現状です。

　美方郡歯科医師会では、あらゆる人のお

口に関する相談窓口を開設しています。

　「通院が難しいので訪問歯科診療をして

くれる歯医者さんを教えて

ほしい」などさまざまな相

談に応じます。

相談窓口

・小代診療所（歯科） ℡ 0796・97・2396

・蔵野歯科医院 ℡ 0796・36・3333

・吉田歯科医院 ℡ 0796・82・1116

　認知症介護の悩みを抱えている介護者同

士の情報交換や、介護の工夫などをお茶を

飲みながらゆっくりと語り合いませんか。

とき

5 月 7日（月）、6月 4日（月）、

7月 2日（月）、8月 6日（月）、

9月 3日（月）、10月 1日（月）、

11月 5日（月）12月 3日（月）、

平成 31年 1月 7日（月）、2月 4日（月）、

3月 4日（月）の 13:30 ～ 15:30

ところ

民宿安助（香住区七日市 249）

費用

茶菓子代 100 円

問い合わせ先

香美町社会福祉協議会

℡ 0796・39・2050

　2 月 15 日（木）から次のとおり、香美

町商工会館（本所）を移転しましたので、

お知らせします。

　商工会は会員事業の経営支援を積極的に

行っています。新会館への移転に伴い、相

談コーナー、個別相談・会議などを行う部

屋を設置し、充実した環境の中で事業を行

います。

新住所

香美町香住区若松 620-3

（旧但馬銀行香住港支店）

問い合わせ先

香美町商工会

℡ 0796・36・0123

ｆ 0796・36・3322

電話番号、FAX番号は変更ありません。

　平成30年産水稲共済　平成30年産水稲共済

単位当たり共済金額のお知らせ単位当たり共済金額のお知らせ

　ご利用ください　ご利用ください

簡易耐震診断推進事業・香美町住まいの耐震化促進事業簡易耐震診断推進事業・香美町住まいの耐震化促進事業
　美方郡歯科医師会　美方郡歯科医師会

お口のなんでも相談窓口お口のなんでも相談窓口
　認知症カフェ「えんがわ」　認知症カフェ「えんがわ」

介護者の交流会介護者の交流会

香美町商工会館（本所）移転のお知らせ香美町商工会館（本所）移転のお知らせ

FAXFAX

　協会けんぽの保険料率が、3月分（4月
納付分）から下表のとおり改定となります。
「インセンティブ制度が始まります」
　これまでは地域の加入者の皆さんの医療
費などにより保険料率を算出していました
が、それに加えて、加入者の皆さんの健康
づくりの取組（健診受診率・特定保健指導
実施率など各指標）が直接保険料率に反映
されます。
問い合わせ先

全国健康保険協会兵庫支部
℡ 078・252・8702

　　協会けんぽ兵庫支部の加入者の皆さんへ協会けんぽ兵庫支部の加入者の皆さんへ

保険料率が変わります保険料率が変わります
　クリーンパーク北但　クリーンパーク北但

イモ植え＆シンボル・ツリーに名前をつけようイモ植え＆シンボル・ツリーに名前をつけよう

現行 平成 30 年 3月分～

健康保険料率 10.06% 10.10%

介護保険料率 1.65% 1.57%


