
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：9月 22日（土）、10月 13 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：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）
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けいじばんけいじばん
無料

申込期限

9 月 28 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

とき

10 月 14 日（日）

ところ

兎和野高原野外教育センター（村岡区宿 797-1）

募集人数（先着）

120 人

コース

・特Aコース（定員15人）…瀞川滝コース（約10㎞）

　体力に自信のある人限定

・Aコース（定員105人）…瀞川渓谷コース（約9㎞）

　日本秘境 100 選瀞川渓谷、板仕野鍋、餅つ

き大会を満喫

参加費（昼食付き）

・大人（18歳以上）…1,000 円

・子ども（18歳未満）…500 円

問い合わせ先

兎和野高原野外教育センター「山岳歩こう会」

℡ 0796・94・0211

とき

① 10月 23 日（火） 13:30 ～（15:30 ～）

② 10月 24 日（水） 13:30 ～（15:30 ～）

　（　）は軽減税率制度説明会の開催時間

ところ

① じばさん TAJIMA（豊岡市大磯町 1-79）

② 新温泉町浜坂多目的集会施設（新温泉町浜坂 2673-1）

問い合わせ先

豊岡税務署法人課税第 1部門

℡ 0796・22・2159

　今年 3月に「山陰近畿自動車道」の佐津～

府県境間のルート帯案が決定されたことを受け、

町民意識の機運の醸成を図り、早期事業化を強

く訴えるため、促進大会を開催します。

とき

10 月 13 日（土）13:30 ～ 15:30

ところ

香住区中央公民館

内容

・ 公立豊岡病院但馬救命救急センター医師によ

る基調講演

・町内小中学生などの意見発表

・天神破魔太鼓保存会の演舞

問い合わせ先

役場建設課

　「明るく楽しい家庭生活を求めて～精神障害

者や、その家族がいきいきと暮らせる地域を目

指そう～」をテーマに、精神保健福祉研修会を

開催します。

とき

10 月 12 日（金）14:00 ～ 16:30

ところ

和田山ジュピターホール（朝来市和田山町玉置 877-1）

内容

・研修会

　 講演「但馬が日本の精神保健のトップラン

ナーでいるために」

　 講師：豊岡健康福祉事務所長 柳 尚夫氏

・シンポジウム

対象者

当事者、家族、一般町民、民生児童協力委員など

参加費

募　　集募　　集
▼▼第18回「秋の兎和野・瀞川平」山岳歩こう会第18回「秋の兎和野・瀞川平」山岳歩こう会

▼▼改正法人税等説明会・軽減税率制度説明会改正法人税等説明会・軽減税率制度説明会

▼防衛大学校・防衛医科大学校学生▼防衛大学校・防衛医科大学校学生

　次の 3つの条件をすべて満たす人

・公共職業安定所に求職申し込みをしている人

・ 公共職業安定所長の受講指示、受講推薦また

は支援指示を受けられる人

・ 訓練職種を生かし、早急に就職する必要のあ

る人

訓練期間および訓練場所

① 10月 16 日（火）～ 12月 14 日（金）

　学校法人大岡学園（豊岡市戸牧 500-3）

② 10月 16 日（火）～ 12月 14 日（金）

　職業訓練法人丹波職業訓練協会

　（丹波市柏原町柏原 3573）

募集定員

① 20人

② 10人

募集期限

① 9月 20日（木）

② 9月 21日（金）

選考日時および場所

① 10月 2日（火）10:00 ～（受付 9:30 ～）

　学校法人大岡学園

② 10月 4日（木）13:00 ～（受付 12:40 ～）

　職業訓練法人丹波職業訓練協会

受講料（①②共通）

無料（ただし、テキスト代など自己負担あり）

選考内容（①②共通）

筆記（中学生程度の数学、国語）、面接

問い合わせ先

ハローワーク香住

℡ 0796・36・0136

募集職種

①防衛大学校学生・一般

②防衛医科大学校学生・医学科

③防衛医科大学校学生・看護学科

④自衛官候補生・男子

⑤自衛官候補生・女子

応募資格

①～③高卒（見込みを含む）21歳未満

④⑤ 18歳以上 27歳未満

受付期間

①～③ 9月 5日（水）～ 28日（金）

④⑤年間を通じて受付

試験日（1次）

① 11月 3日（土）、4日（日）

② 10月 27 日（土）、28日（日）

③ 10月 20 日（土）

④⑤受付時にお知らせ

問い合わせ先

自衛隊兵庫地方協力本部豊岡出張所

℡ 0796・22・3978

訓練コース名

①ビジネスパソコン実務科

②ビジネスパソコン活用コース

応募資格（①②共通）

◇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 10 月 6日（土）和田山ジュピターホール

 ② 10 月 13 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 10 月 20 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

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

10月 20 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）

　現在、公立豊岡病院は、地域医療支援病
院の承認に向けて準備を進めています。地
域医療支援病院は、地域の病院や診療所な
どから紹介された患者や救急患者へ医療を
提供するとともに、地域の医療機関に対し、
医療機器の共同利用や医療従事者に対する
研修を行うなどの役割を担う病院です。
　地域医療支援病院に承認されると、法令
などにより、紹介状を持たずに初診で外来
受診する人には、次のとおり加算料を負担
していただきます。
　詳しくは、当院ＨＰをご覧ください。
非紹介患者初診加算料

　他の医療機関からの紹介状なく当院を初
診で受診する場合
・医科…5,000 円
・歯科…3,000 円
　ただし、次の人は紹介状がない場合でも
初診加算料を負担する必要はありません。

・ 診療科（医科、歯科は別）にかかわらず、
1年以内に当院を受診したことがある人

・ 当院近隣の医療機関には無い診療科（産
婦人科、泌尿器科など）を受診する人な
ど
再診加算料

　当院を受診後、症状が安定したため他の
医療機関へ紹介したが、自己判断で当院を
継続して再受診する場合（再診 1回受診
につき）
・医科…2,500 円
・歯科…1,500 円
運用開始時期

10 月 1日（月）
問い合わせ先

公立豊岡病院医事企画課
℡ 0796・22・6111
ｈ  http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/
toyooka/

の中から選ばれた約 600 世帯が対象です。

調査方法

　地域内を調査員が巡回した後、世帯を訪

問し、調査の協力を依頼します。インター

ネット回答、または紙の調査票で回答をお

願いします。紙の調査票での回答の場合は、

調査員が配布・回収し

ます。

問い合わせ先

役場企画課

　住宅・土地統計調査は、わが国における

住宅や土地の保有状況や住宅などに居住す

る世帯に関する実態を調査し、住生活関連

施策の基礎資料を得ることを目的として実

施されます。

　9月上旬から調査員が対象世帯に伺いま

す。対象世帯に選ばれた場合は、調査への

ご協力をお願いします。

調査期日

10 月 1日（月）

調査対象

　平成 27 年国勢調査の調査区の中から、

総務大臣が指定した調査区が対象となりま

す。本町では、37 調査区が指定され、そ

　ハロウィンジャンボ宝

くじの売上金の約 4割は、

県内市町の住み良いまち

づくりに活用されていま

す。売上金は、各都道府

県の販売実績などに応じ

て交付されますので、ぜ

ひ、県内の宝くじ売り場でお買い求めくだ

さい。

発売期間

10 月 1日（月）～ 23日（火）

抽選日

10 月 30 日（火）

問い合わせ先

（公財）兵庫県市町村振興協会

℡ 078・322・1151

　体力が衰えてきたことで運転に自信がな

くなったり、家族から「運転が心配」など

と指摘されたりしたときは、運転免許証の

自主返納について考えてみ

ませんか。

　免許証を返納すると、過

去の運転経歴を証明する

「運転経歴証明書」の交付

を申請することができます。

● 運転経歴証明書を提示するとさまざまな

優遇が受けられます

　県内在住の 65 歳以上の返納者には、県

内の公共交通機関の運賃や温泉宿泊施設の

利用料の割り引きなどの特典が受けられま

す。

　また町では、運転経歴証明書の交付手数

料（1,100 円）を補助金として交付するほ

か、平成 30年 4月以降の返納者にはタク

シー利用助成券を交付します。

町内で受けられる特典

　① 町民バス、全但バスの路線バス（高速

バスは対象外）の運賃が半額

　② かすみ・矢田川温泉、ハチ北温泉「湯

治の郷」、村岡温泉入浴料が割り引き

問い合わせ先

役場防災安全課・企画課

　公立豊岡病院からのお知らせ　公立豊岡病院からのお知らせ

紹介状を持たずに初診で外来受診される患者様へ紹介状を持たずに初診で外来受診される患者様へ平成30年住宅・土地統計調査にご協力を！平成30年住宅・土地統計調査にご協力を！

　まちづくりに役立つ　まちづくりに役立つ

ハロウィンジャンボ宝くじ発売ハロウィンジャンボ宝くじ発売

　　運転免許の自主返納を考えてみませんか？運転免許の自主返納を考えてみませんか？
　この機会にお気軽に遺言、離婚、任意後

見、金銭貸借・賃貸借などの大切な契約に

ついてご相談ください。

▼相談時間の延長（予約優先）

とき

10 月 1日（月）～ 5日（金）8:30 ～ 18:00

ところ

豊岡公証役場

▼休日相談所の開設（予約優先）

とき

10 月 7日（日）9:00 ～ 16:00

ところ

豊岡公証役場

問い合わせ先

豊岡公証役場（豊岡市寿町 2-20 寿センタービル 203）

℡ 0796・22・0796

　10月 1日～7日は「公証週間」　10月 1日～7日は「公証週間」

相談時間延長と休日相談所開設相談時間延長と休日相談所開設

▼離職者等再就職訓練の受講者▼離職者等再就職訓練の受講者

▼▼山陰近畿自動車道早期完成促進大会 in KAMI part Ⅱ山陰近畿自動車道早期完成促進大会 in KAMI part Ⅱ
「命の道は、待ったなし！」「命の道は、待ったなし！」

▼但馬地区精神保健福祉研修会▼但馬地区精神保健福祉研修会


