
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
12 1

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。

　退職金の請求について

林業退職金共済制度（林退共）林業退職金共済制度（林退共）
　以前、林業の仕事に従事したことがあり、林退共制度
に加入していた、もしくは加入していたかもしれない人
で、退職金請求手続きをしたお心当たりのない人は、お
気軽にお問い合わせください。
　また、林退共事業本部では、被共済者に確実に退職金
を受け取っていただくことなどを目的として、現況調査、
アンケート調査を実施しています。
問い合わせ先

林業退職金共済事業本部　℡ 03・6731・2889



けいじばんけいじばん
募　　集募　　集

試験日

平成 31年 1月 20 日（日）

受付期間

・ インターネット…12 月 18 日（火）～平成

31年 1月 10 日（木）

・郵送、持参…12月18日（火）～12月28日（金）

※ 郵送、持参の受付は本部（警察官採用セン

ター）のみ

受験資格

　大学または高等学校などを平成 31年 3月ま

でに卒業見込みの人

問い合わせ先

美方警察署

℡ 0796・82・0110

募集部門

短歌、俳句、冠句、川柳、詩（5行詩を含む）

応募資格

　但馬在住者および但馬のグループに所属して

いる人（ただし、小、中、高校生は除く）

応募期限

12 月 19 日（水）

参加料

1 部門 1,500 円

問い合わせ（申し込み）先

「但馬文学のつどい」企画運営委員会事務局（但馬文教府内）

℡ 0796・22・4407

とき

12 月 23 日（日）13:45 ～ 16:15

ところ

兵庫県立大学大学院豊岡ジオ・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、入試についての説明

・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（申し込み）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

とき

12 月 22 日（土）13:00 ～ 15:00

ところ

県立コウノトリの郷公園（豊岡市祥雲寺 128）

内容

コウノトリの巣作りを体験

参加費

無料

定員（先着順）

15 人（小学 4年生以上で小学生は保護者同伴）

問い合わせ（申し込み）先

県立コウノトリの郷公園

℡ 0796・23・5666　Ｅ regist@stork.u-hyogo.ac.jp

◇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 1 月 5日（土）和田山ジュピターホール

 ② 1月 12 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 1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

12 月 15 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

1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）

屋根の雪おろし費用に対して助成金を交付します屋根の雪おろし費用に対して助成金を交付します

相談時間

平日、土曜日…18:00 ～翌日 8:00

日曜日、祝日、年末年始…8:00 ～翌日 8:00

電話番号

・ #8000（携帯電話、市外局番が 06、078 以

外のプッシュホン回線の人）

・ 078・304・8899（市外局番が 06、078、

ダイヤル回線、IP 電話の人）

問い合わせ先

県健康福祉部健康局医務課

℡ 078・341・7711（内線 3219）

とき

12 月 18 日（火）10:00 ～ 22:00

内容

電話による法律相談会

電話番号

0120・158・794

相談料

無料

問い合わせ先

兵庫県弁護士会

℡ 078・341・7061

　就労や起業について、話を聞いてほしい

など、ぜひご相談ください（要予約）。

相談日

水・金曜日の 10:00 ～ 16:00

相談場所

但馬県民局（豊岡市幸町 7-11）

℡ 0796・23・1001

問い合わせ先

（一財）兵庫県雇用開発協会

℡ 078・362・6583

　　子どもの急な病気やけがで悩んだときは…子どもの急な病気やけがで悩んだときは…

兵庫県子ども医療電話相談兵庫県子ども医療電話相談
　日本弁護士連合会・各弁護士会による　日本弁護士連合会・各弁護士会による

全国一斉「生活保護ホットライン」全国一斉「生活保護ホットライン」 　55歳以上の就労をサポートします　55歳以上の就労をサポートします

高齢者就労相談窓口高齢者就労相談窓口

　町内公的医療機関　町内公的医療機関

年末年始の診療体制のお知らせ年末年始の診療体制のお知らせ 年末年始のごみ収集・持ち込みのお知らせ年末年始のごみ収集・持ち込みのお知らせ

▼コウノトリの巣作り体験▼コウノトリの巣作り体験

▼▼兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科
　　冬のオープンキャンパス冬のオープンキャンパス

対象者

　上記の助成金受給者で、助成金の算定額が

同一年度内において 25,000 円を超える人

助成金の額

　香美町社会福祉協議会の助成金の算定額か

ら 25,000 円を除いた額で、10,000 円を限

度とします。

申請時期と提出書類

　業者への支払い終了後、3月末日までに申

請書と費用明細書などを提出してください。

問い合わせ（提出）先

役場福祉課、各地域局

　上記の助成金支給事業に加えて、町の助成事業もご利用いただけます。

　ただし、対象者は限られます。

●対象者

　次の①から④のいずれかに該当し、Aから

Dのすべての条件を満たす人

　① 65 歳以上の一人暮らし高齢者世帯

　② 一人暮らしの障害者世帯

　③ 75 歳以上の高齢者のみの世帯

　④  65 歳以上の高齢者と障害者の二人暮ら

しの世帯

　A  町内に住所があり、助成金を受けようと

する家に住んでいること

　B 住んでいる家が自家であること

　C  住んでいる人の町民税が非課税、または

均等割のみであること

　D  扶養義務者の市町民税が非課税、または

均等割のみであること

　高齢者世帯などで、屋根の雪おろしを業者に頼んだ時に、その費用の一部を助成します。

★香美町社会福祉協議会の屋根の雪おろし費用の一部助成金支給事業★

●助成額　

　作業員 1人当たり時間単価のうちの 1,000

円を助成します。

　※支払いを先に済ませてください。

　※  1 世帯に 1年間に助成できる限度額は

25,000 円まで。

●問い合わせ（提出）先

香美町社会福祉協議会

　・本　　所　℡ 0796・39・2050

　・村岡支所　℡ 0796・98・1000

　・小代支所　℡ 0796・97・2202 

　年末年始のごみ収集およびクリーンパー

ク北但への持ち込みは、下表のとおりです。

詳しくはごみカレンダーをご覧ください。

平成 30 年 12 月 平成 31 年 1月

24 日（月）
25 日（火）～
29 日（土）

30 日（日）～
3日（木）

4日（金）

ごみ収集 休業 通常 休業 通常

クリーン
パーク北但

休業
開場

（8:30 ～ 16:30）
休業

開場
（8:30 ～ 16:30）

問い合わせ先

・役場町民課

・クリーンパーク北但　℡ 0796・21・9110

【ご注意ください】

※ クリーンパーク北但の受付時間は

8:30 ～ 16:30 です。

※ 年末年始はごみ収集の間隔があきます。

収集日を確認して、適正にごみを出し

てください。

※ 年末のクリーンパーク北但への持ち込

みは混雑が予想されます。早めの持ち

込みをお願いします。

※ 直接持ち込みする場合も、きちんと分

別をしてください。

※ クリーンパーク北但への持ち込みの際

は、シートをかけたりロープで縛った

りしてごみを落とさないように注意し

てください。また、搬入道路や施設内

は制限速度を守って走行してください。

※ 手数料は 10㎏当たり 100 円です。そ

の場で現金による支払いになります。

※ 休診期間中（12/29 ～ 1/3）の救急患者については、公立香住病院は 7:00 ～ 21:00 まで、公立村岡病院は 8:30 ～
17:00 まで対応します。

▼平成30年度第3回兵庫県警察官▼平成30年度第3回兵庫県警察官

▼たじま作品集（短詩型文学）作品▼たじま作品集（短詩型文学）作品

医療機関名

（市外局番：0796）

平成 30 年 12 月 平成 31 年 1月

26 日
（水）

27 日
（木）

28 日
（金）

29 日
（土）

30 日（日）～
３日（木）

4日
（金）

5日
（土）

公立香住病院
　（℡ 36・1166）

通常
診療

休診
通常
診療

休診

公立村岡病院
　（℡ 94・0111）

通常
診療

休診
通常
診療

休診

佐津診療所
　（℡ 38・0459）

休診

兎塚診療所
　（℡ 96・0012）

通常
診療

休診

川会診療所
　（℡ 95・0024）

休診
通常
診療

休診

兎塚歯科診療所
　（℡ 96・0846）

通常
診療

休診
通常
診療

休診

川会歯科診療所
　（℡ 95・0223）

休診
通常
診療

休診

小代診療所（医科）
　（℡ 97・2023）

通常
診療

休診
通常
診療

休診

小代診療所（歯科）
　（℡ 97・2396）

通常
診療

休診

とき

12 月 15 日（土）、1月 19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


