
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

☆★ 香住天文館 ★☆

星を見る会のご案内星を見る会のご案内
とき

11 月 10 日（土）、11月 24 日（土）
いずれも受付 19:00 ～、観望 19:30 ～
ところ

香住天文館（香住区一日市 47）
※雨・曇の場合は館内で映像鑑賞
問い合わせ先

町教育委員会香住区生涯学習センター（香住区中央公民館）

15 14
11 12

本格的な雪シーズンを迎えます

除雪作業にご協力をお願いします除雪作業にご協力をお願いします
　指定した道路に 15㎝以上の積雪がある場合、除雪車

などによる除雪作業を行いますので次のことにご協力を

お願いします。

① 路上駐車は絶対しないでください。

② 作業中の除雪車は大変危険なので、近寄らないでください。

③ 道路脇の植木鉢や有害鳥獣対策の電気柵はあらかじめ

片付けてください。

④ 道路への雪出しはしないでください。

⑤ 除雪作業後に残る玄関前の雪は、各自で除雪してくだ

さい。

問い合わせ先

役場建設課、各地域局

※ 問い合わせは、各区長（自治

会長）を通してお願いします。



けいじばんけいじばん 　文化・観光による但馬地域の活性化をテーマ

とした専門職大学の模擬講義を行います（入場

無料、要申し込み）

とき

第 1回 11 月 18 日（日）15:00 開講

第 2回 12 月 16 日（日）13:30 開講

ところ

第 1回 あさご・ささゆりホール（朝来市新井 73-1）

第 2回 浜坂多目的集会施設（新温泉町浜坂 2673-1）

講師

平田オリザ氏

内容

第 1回 観光と文化によるまちづくり

第 2回  演劇的手法を用いたコミュニケーショ

ン教育～合意形成能力の育成～

定員（先着順）

各 100 人

申し込み方法

　電話、メール、FAX で氏名、電話番号をお

知らせください。

問い合わせ（申し込み）先

NPO法人プラッツ

℡ 0796・34・6078　ｆ 0796・24・3004

ｅ info@platz-npo.com

　開校 4年目を迎えた出石特別支援学校みか

た校の学習発表会を開催します。

　児童生徒たちが趣向を凝らし、一生懸命に練

習を重ねたステージ発表や作品展示を行います。

とき

11 月 17 日（土）9:45 ～ 12:00

ところ

射添体育館、出石特別支援学校みかた校

問い合わせ先

出石特別支援学校みかた校　℡ 0796・95・1225

　母子等専門相談員（弁護士）が専門的な法律

相談にあたります。

　遺産相続・財産分与の問題、養育費や親権の

問題、損害賠償やサラ金など、誰にも言えず悩

んでいませんか。

　秘密は厳守しますので、安心してご相談くだ

さい（要予約）。

対象者

母子家庭、寡婦、父子家庭の人

相談日

12 月 14 日（金）

会場

豊岡市役所立野庁舎（豊岡市立野町 12-12）

費用

無料

申し込み期限

12 月 4日（火）

問い合わせ（申し込み）先

新温泉健康福祉事務所

℡ 0796・82・3161

　「借金の支払いに困っている」「契約したが気

になることがある」「インターネットでのトラ

ブルに悩んでいる」など消費生活問題の相談に

応じます。

とき

12 月 2日（日）10:00 ～ 12:00

ところ

但馬消費生活センター（豊岡市幸町 7-11 豊岡総合庁舎内）

相談電話番号

℡ 0796・23・0999

問い合わせ先

但馬消費生活センター

℡ 0796・23・1490

募　　集募　　集

▼町臨時職員▼町臨時職員

募集職種と採用予定人数
①施設管理兼事務補助員…1人
②給食センター調理員…1人
③事務補助員…1人
勤務場所

①兎和野高原野外教育センター（村岡区宿 791-1）
②香住学校給食センター（香住区香住 864-1）
③香住 B&G海洋センター（香住区境 1125）
勤務時間（勤務日）

①③ 8:30 ～ 17:15（週 5日勤務、土日勤務あり）
② 7:45 ～ 16:30（週 5日）
応募資格

①～③ 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

① 施設清掃や施設管理業務に従事でき、普通自
動車運転免許を持つ人

③ 運動指導の補助ができ、普通自動車運転免許
を持つ人
採用予定日

①② 12月 1日付、③平成 31年 1月 4日
賃金など（①～③共通）

日額 6,900 円
・通勤手当別途支給、期末一時金あり
・社会保険および雇用保険に加入
応募方法

　市販の履歴書（写真添付）を提出してください。
応募期限（①～③共通）

11 月 22 日（木）
面接試験（①～③共通）

　11 月下旬に面接を行います。日時、場所な
どは個別に通知します。
問い合わせ先

役場総務課、各地域局

対象

聴覚に障害のある幼児

募集人数

3 歳児～ 5歳児　若干人

受付期間

平成 31年 1月 8日（火）～ 18日（金）

9:00 ～ 16:00（土、日を除く）

※出願する前に、事前にご連絡ください。

入学選考会

平成 31年 2月 6日（水）9:30 ～ 11:00

問い合わせ先

県立豊岡聴覚特別支援学校教育相談係

（豊岡市三坂町 2-9）

℡ 0796・22・2114

受付期限

11 月 20 日（火）　※最終日消印有効

試験日

12 月 22 日（土）

試験会場

兵庫県警察本部

受験資格

次の①～④のいずれにも該当する人

①年齢が 59歳以下

②警察官としての勤務経歴が 4年以上（都道府県は不問）

③結婚、出産、育児、介護などを理由にやむを得ず退職

④離職機関が 15年以内

問い合わせ先

兵庫県警察官採用センター

℡ 0120・145・314 または兵庫県ＨＰ

◇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 12 月 1日（土）和田山ジュピターホール

 ② 12 月 8日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 12 月 15 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

11 月 17 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

12月 15 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）

　「児童虐待かな？」と思ったら、すぐに

役場福祉課または豊岡こども家庭センター

に連絡（通告）してください。虐待とは、

①身体的虐待… 殴る、蹴る、投げ落とす、

激しく揺さぶるなど

②性的虐待… … 子どもへの性的行為、性的

行為を見せるなど

③ネグレクト… 家に閉じ込める、食事を与

えないなど

④心理的虐待… 言葉による脅し、無視、兄

弟間での差別扱いなど

　連絡は匿名でも構いません。連絡者や内

容に関する秘密は守られます。また、児童

虐待の通告は守秘義務違反にはなりません。

問い合わせ先

豊岡こども家庭センター

℡ 0796・22・4314（平日）

児童虐待防止 24時間ホットライン

℡ 0796・22・9119（夜間・休日）

役場福祉課

とき

12 月 24 日（月）13:00 ～（12:30 開場）

婚活イベント参加者は 10:50 ～

ところ

ウエスティンホテル淡路（淡路市夢舞台 2）

対象

はばタン会員、あいサポ会員、一般独身男

女およびその親など約 300 人

内容

・ステージイベント

・独身の子を持つ親向けセミナー、交流会

・ セミナー講師、センター職員などによる

ミニセミナー、個別相談

・市町、関係団体などの広報コーナー

・婚活イベント（男女各 40人）

・婚活イベント参加者向けセミナー

問い合わせ先

ひょうご出会いサポートセンター

（神戸市中央区下山手通 4-16-3 兵庫県民

会館 公益財団法人兵庫県青少年本部内）

℡ 078・891・7415

とき

12 月 6日（木）14:00 ～ 16:00

ところ

じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

その他

・ 16:00 ～ 16:30 の間、平成 31 年 10 月

から実施される消費税の軽減税率制度な

どに関する説明会を開催します。

・ 記帳、帳簿などの保存制度、青色申告決

算書、収支内訳書の作成方法などを説明

します。

・ 筆記用具および電卓など計算用具をご持

参ください。

・ 説明会場では、個別の申告相談は行いま

せん。

問い合わせ先

豊岡税務署個人課税第 1部門

℡ 0796・22・2144

税務署に出向く必要なし

　作成した申告書などは印刷

し、郵送などにより税務署に

提出することができます。

● マイナンバーカードがなく

ても e-Tax で申告できます

　ID・パスワード方式を利用して e-Tax で

送信することで申告が完了します。

問い合わせ先

豊岡税務署個人課税第 1部門

℡ 0796・22・2144

とき

平成 31年 4月 4日（木）8:00 ～ 15:00

ところ

豊岡市立総合体育館

▼チケット先行販売

とき

11 月 25 日（日）10:00 ～ 15:00

ところ

じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

問い合わせ先

大相撲コウノトリ豊岡場所実行委員会

℡ 0800・800・7999（平日 10:00 ～ 17:00）

　12月 1日（土）、全国で「住生活総合調査」

が行われます。

　この調査は、住生活基本法に基づく住生

活の安定・向上に係る総合的な施策を推進

する上で必要となる基礎資料を得るために

行うものです。

　今回は、10 月に実施した「住宅・土地

統計調査」に回答いただいた世帯の中から

一部を選び、全国で約 12 万世帯を対象に

行います。

　11 月下旬からポスティングにより調査

票を配布し、郵送・オンラインにより回収

しますので、ご協力をお願いします。

住生活総合調査ＨＰ

ｈ  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

house/jyuseikatsu_sougou_chousa.html

問い合わせ先

平成 30年住生活総合調査事務局

℡ 0120・467・060（フリーダイヤル）

　11月は児童虐待防止推進月間です　11月は児童虐待防止推進月間です

虐待から子どもを守りましょう！虐待から子どもを守りましょう！

　　公益財団法人兵庫県青少年本部50周年記念事業公益財団法人兵庫県青少年本部50周年記念事業

出会い・結婚フェア出会い・結婚フェア
　税務署からのお知らせ　税務署からのお知らせ

決算説明会の開催決算説明会の開催
　税務署からのお知らせ　税務署からのお知らせ

申告書は、国税庁ＨＰで作成できます！申告書は、国税庁ＨＰで作成できます！
　　春巡業 大相撲コウノトリ豊岡場所春巡業 大相撲コウノトリ豊岡場所

　5年に1回「住まい」の調査　5年に1回「住まい」の調査

住生活総合調査にご協力を住生活総合調査にご協力を

FAXFAX

　年金記録や将来の年金受給見込み額を確

認し、未来の生活設計について考えてみま

せんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、

いつでもご自身の年金記録を確認できる他、

将来の年金受給見込み額について、ご自身

の年金記録を基にさまざまなパターンの試

算をすることもできます。

　「ねんきんネット」については、日本年

金機構のＨＰをご確認ください。

問い合わせ先

豊岡年金事務所

℡ 0796・22・0948

　11（いい）月30（みらい）日は　11（いい）月30（みらい）日は

「年金の日」です「年金の日」です

▼▼但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業
　　プレカレッジプレカレッジ

▼出石特別支援学校みかた校 学習発表会▼出石特別支援学校みかた校 学習発表会

▼消費生活休日無料相談会▼消費生活休日無料相談会

▼母子家庭などのための法律相談▼母子家庭などのための法律相談

とき

11 月 17 日（土）、12月 15 日（土）

いずれも13:30～16:00（受付は15:30まで）

ところ

じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

内容

遺言・相続の相談

問い合わせ先

兵庫県行政書士会但馬支部

℡ 079・662・6569

　行政書士による無料相談会　行政書士による無料相談会

遺言・相続なんでも相談遺言・相続なんでも相談

▼▼平成30年度退職警察官の再採用選考試験平成30年度退職警察官の再採用選考試験

▼▼県立豊岡聴覚特別支援学校幼稚部入学幼児県立豊岡聴覚特別支援学校幼稚部入学幼児


