
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
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1 2

　最低賃金は全ての労働者に適用されます

兵庫県特定（産業別）最低賃金が改定されました兵庫県特定（産業別）最低賃金が改定されました
　県内の特定（産業別）最低賃金の時間額が次のとおり
改定されました。最低賃金はパートタイマー、アルバイ
トなど全ての労働者に適用されます。
▽塗料製造業 949 円▽鉄鋼業 943 円▽はん用機械器具
製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業
921 円▽電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気
機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 873 円▽輸
送用機械器具製造業 954 円▽計量器・測定器・分析機

器・試験機・測量機械器具製造業 875 円▽自動車小売
業 876 円▽繊維工業 871 円▽各種商品小売業 871 円
改正日

平成 30 年 12 月 1 日（繊維工業と各種商品小売業は平
成 30年 10 月 1日）
問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室
℡ 078・367・9154



けいじばんけいじばん
募　　集募　　集

　大地・自然・人のつながりを考え、地域に残

るいろいろな「資源」の発見や保全、活用を学

ぶ新しい学問・地域資源マネジメント学に興味

のある学生を募集します。

対象

・ 博士前期課程…大学卒業者（見込み含む）、

もしくは同等の学力があると認められる社会

人経験者や留学生

・ 博士後期課程…修士課程を修了もしくは同等

の学力のある人

募集人数

・博士前期課程 12人（A日程、B日程含む）

・博士後期課程 2人（第 1回を含む）

出願資格認定

1 月 20 日（日）～ 2月 2日（土）

願書受付

2 月 6日（水）～ 2月 19日（火）

試験日

3 月 3日（日）11:00 ～

試験会場

豊岡ジオ・コウノトリキャンパス（豊岡市祥雲寺 128）

神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町 8-2-1）

合格発表日

3 月 6日（水）10:00 ～

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

ｆ 0796・22・5200

Ｅ rrm@ofc.u-hyogo.ac.jp

　精神疾患の正しい知識や対応方法について学

び、情報交換を行う「こころの病家族教室」を

開催します。家族も元気になり、障害者の入院

期間の長期化防止、安定した地域生活の継続の

ため、ぜひご参加ください（参加費無料）。

とき

2 月 20 日（水）13:30 ～ 16:30

ところ

但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木 594-10）

内容

・講演「こころの病の治療と家族の理解」

　講師 但馬病院 加藤力敬院長

・ グループワーク「みんなで考えよう～家族の接し方」

対象者

障害者の家族、福祉関係者、ボランティアなど

申し込み期限　

2 月 8日（金）

問い合わせ（申し込み）先

豊岡健康福祉事務所地域保健課

℡ 0796・26・3672

　神戸新聞社では、恒例の「金婚夫妻祝福式典」

を次のとおり予定しています。

　今年結婚 50年目を迎えられるご夫妻は、ぜ

ひご参加ください。

とき・ところ

5 月 19 日（日）13:00 ～

ところ

豊岡市民会館（豊岡市立野町 20-34）

対象

　昭和 45年に婚姻届を出された、現在但馬地

域に在住のご夫妻

申し込み方法

　神戸新聞但馬総局、販売店に備え付けの申込

書に必要事項を記入の上、郵送してください。

募集期限

2 月 28 日（木）必着

問い合わせ先

神戸新聞但馬総局　℡ 0796・22・3121

◇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 2 月 2日（土）和田山ジュピターホール

 ② 2月 9日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 2月 16 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

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

2月 16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）

　県では、阪神・淡路大震災で悪化した財

政を立て直すため、平成 20 年度に全国で

初めて行革条例を制定し、県民の皆さんと

ともに行財政構造改革に取り組んできまし

た。

　目標年度の平成 30 年度を迎え、収支均

衡など全ての項目でおおむね目標を達成で

きる見込みとなりましたが、今後も厳しい

財政環境が続きます。

　このため、構造改革の成果を生かしつつ、

適切な行財政運営を進めていくため、新た

な条例と行財政運営方針を策定しました。

今後は、この方針などに基づき行財政運営

に取り組んでいきますので、引き続きご理

解とご協力をお願いします。

　取組内容の詳細は県ＨＰ（「兵庫 行財政

運営」で検索）に掲載しています。

問い合わせ先

兵庫県新行政課

℡ 078・362・3045

FAXFAX

　次の①と②の両方に該当する場合は、所

得税および復興特別所得税の確定申告（提

出、納税）が不要です。

① 公的年金などの収入金額の合計額が、

400 万円以下

② 公的年金などに係る雑所得以外の所得金

額が、20万円以下

　ただし、①と②の両方に該当する場合で

も、所得税および復興特別所得税の還付を

受ける人は、確定申告書の提出が必要です。

　また、所得税および復興特別所得税の確

定申告が不要でも住民税の申告が必要にな

る場合があります。

問い合わせ先

豊岡税務署個人課税第 1部門

℡ 0796・22・2144

　平成 29 年分の確定申告から、領収書の

提出の代わりに「医療費控除の明細書」の

添付が必要となりました。

※ 医療費の領収書は自宅で 5年間保存す

る必要があります（税務署から求められ

たときは、提示または提出しなければな

りません）。

※ 平成 29 年分から平成 31 年分までの確

定申告については、医療費の領収書の添

付または提示によることもできます。

問い合わせ先

豊岡税務署個人課税第 1部門

℡ 0796・22・2144

とき

1 月 19 日（土）、2月 16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

　税務署からのお知らせ　税務署からのお知らせ

公的年金など受給者の申告不要制度公的年金など受給者の申告不要制度

　税務署からのお知らせ　税務署からのお知らせ

医療費控除の明細書の提出義務化医療費控除の明細書の提出義務化

　兵庫県の行財政構造改革 目標達成！　兵庫県の行財政構造改革 目標達成！

新たな行財政運営方針などを策定新たな行財政運営方針などを策定
　平成31年度採用予定　平成31年度採用予定

町臨時職員を募集します町臨時職員を募集します

　危険ブロック塀等撤去支援補助制度をご利用ください！　危険ブロック塀等撤去支援補助制度をご利用ください！

危険ブロック塀などの撤去費用を補助します危険ブロック塀などの撤去費用を補助します

　北但行政事務組合からのお知らせ　北但行政事務組合からのお知らせ

入札参加資格審査申請（指名願い）の追加受け付け入札参加資格審査申請（指名願い）の追加受け付け

　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

▼2019年金婚夫婦祝福式典▼2019年金婚夫婦祝福式典

▼こころの病家族教室▼こころの病家族教室

▼▼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
　平成31年度入学者　平成31年度入学者

職種、採用予定人数など

下表のとおり。

応募資格

　下表に記載の資格の他、昭和 29年 4月

2日以降に生まれ、町内に住所のある健康

な人。

賃金など

下表のとおり。

・ 通勤手当支給、期末一時金あり（1日 6

時間勤務以上の職のみ）

・ 社会保険および雇用保険に加入（1日 6

時間勤務以上の職のみ）

　町では、ブロック塀などの倒壊による被

害の軽減および歩行者などの安全確保を行

うため、町内に設置してある危険ブロック

塀などの全部または一部を撤去する人など

に対して補助をします。

補助対象となるブロック塀など

　次の①～④のすべての条件を満たすもの

① 一般の通行に利用される道に面したもの

② 個人住宅、幼稚園、保育所、認定こども

園または社会福祉施設に付属するもの

③町内に設置されたもの

④ 工事が平成 31 年 3 月 31 日までに完了

するもの。または、すでに完了した工事

　平成 31年度に同組合が発注する建設工

事、測量・建設コンサルタントなどの業務、

物品製造などの入札に参加を希望する業者、

物品納入や役務の提供などの取引を希望す

る業者は、入札参加資格審査申請書（指名

願い）の提出が必要となります。

　なお、平成 30 年度にすでに登録済みの

業者は、平成 30 ～ 31 年度の 2カ年有効

なため、申請の必要はありません。

採用予定日

4 月 1日

応募方法

　市販の履歴書（写真貼付）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。

　2月上旬に面接を行います（日時、場所

などは応募者に個別に通知します）。

応募期限

1 月 25 日（金）

問い合わせ（提出）先

役場総務課、各地域局

のうち、平成 30 年 6 月 18 日以降に撤

去工事に着手したもの

補助対象者

補助対象ブロック塀などの所有者

補助対象経費

ブロック塀、レンガ、石造などの組積造の

塀の撤去工事にかかる経費（撤去費、整地費、

廃棄物運搬費、処分費、仮設費および諸経費）

補助金の額

補助対象経費の 3分の 2以内の額（個人

住宅の場合 20万円が上限）

問い合わせ先

役場建設課

申請書の受付期間

2 月 1日（金）～ 2月 28日（木）（必着・郵送可）

申請書の様式など

　申請書の様式や提出要領は、同組合事務

所窓口で配布しているほか、同組合ＨＰ

（http://www.hokutan.jp/）からも入手でき

ます。

問い合わせ（提出）先

北但行政事務組合環境課（豊岡市竹野町坊岡 943）

℡ 0796・21・9110

職種 主な勤務地
勤務時間
など

採用予定
人数

賃金（円） 特に必要な資格など

香住区

預かり保育専門員 香住幼稚園
授業日は、
授業後から
18時まで

1人 時給 1,040 円
保育士資格または幼稚園教諭
免許

放課後児童クラブ支援員
香住区内の放課後
児童クラブ

授業日は、
授業後から
18時まで

4人 時給 1,040 円
保育士資格、幼・小など教諭
免許または社会福祉士資格

放課後児童クラブ補助員
香住区内の放課後
児童クラブ

授業日は、
授業後から
18時まで

4人 時給　920 円

村岡区または小代区

放課後児童クラブ支援員
村岡区または小代
区内の放課後児童
クラブ

授業日は、
授業後から
18時まで

1人 時給 1,040 円
保育士資格、幼・小など教諭
免許または社会福祉士資格

放課後児童クラブ補助員
村岡区または小代
区内の放課後児童
クラブ

授業日は、
授業後から
18時まで

1人 時給　920 円

全域

介助員
町内の幼・小・中
学校

6時間 3人 6時間 5,520 円

＜職種、採用予定人数、応募資格など＞


