
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

◆広報「ふるさと香美」に広告を掲載しませんか◆

●広告スペース　この記事の大きさ
●色　　　　　　モノクロ
●広告料　　　　1枠　5,000 円／号
●発行部数　　　約 7,200 部
● 申込方法　　　申込書に必要事項を記入し、広告原稿
を添えて提出してください。原稿案は、紙面に印刷し
た物でもお受けしますが、なるべく、CD-ROMなどの
磁気媒体でデータでの提出をお願いします。なお、掲
載希望月の 2カ月前の月末までに提出してください。
●問い合わせ先　役場企画課
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　１月１８日は何の日？

海のもしもは「１１８番」！海のもしもは「１１８番」！
　海上における緊急通報用の電話番号「１１８番」の周
知を図ろうと、平成 23年から 1月 18
日を「１１８番の日」としています。
　警察の「110 番」、消防の「119 番」
と同様に、海で起きた事件・事故の場
合は「１１８番」に通報してください。
問い合わせ先

香住海上保安署　℡ 0796・36・4999

消費税軽減税率制度説明会消費税軽減税率制度説明会
とき・ところ

① 3月 25日（月）13:30 ～ 14:30
　豊岡市民会館（豊岡市立野町 20-34）
② 3月 26日（火）13:30 ～ 14:30
　浜坂多目的集会施設（新温泉町浜坂 2673-1）
③ 3月 27日（水）13:30 ～ 14:30
　香住文化会館（香住区香住 100-2）
問い合わせ先

豊岡税務署法人課税第 1部門　℡ 0796・22・2159



けいじばんけいじばん
募　　集募　　集

申込受付期間

3 月 29 日（金）～ 4月 10日（水）

原則インターネット（http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html）での申し込み

受験資格・試験日など

国税庁ＨＰ（http://www.nta.go.jp）の「採用案内」

をご確認ください。

問い合わせ先

大阪国税局人事第二課

℡ 06・6941・5331

豊岡税務署総務課

℡ 0796・22・2101（音声案内に従い「2」を

選んでください）

申込受付期間

3 月 29 日（金）～ 4月 10日（水）

原則インターネット（http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html）での申し込み

受験資格・試験日など

厚生労働省ＨＰ（http://www.mhlw.go.jp）の「労

働基準監督官採用試験」をご確認ください。

問い合わせ先

兵庫労働局

℡ 078・367・9000

とき

4 月 7日（日）、14日（日）、21日（日）

時間はいずれも 13:00 ～ 15:00

ところ

今子浦テニスコート

※ 雨天時は香住 B&G海洋センター

受講料

1,000 円（何回でも同一）

申込期限

3 月 30 日（土）

問い合わせ（申し込み）先

香住 B&G海洋センター

香美町硬式テニス協会員

　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」が今年もチャリティー

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（月）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、

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・3322

　クリーンパーク北但の

里山をトレッキングして、

スプリング・エフェメラ

ル（春の妖精）と呼ばれ

る花や虫を観察します。

また、見つけた山菜は天

ぷらにして食べます。里山の春を楽しみましょ

う。

とき

4 月 14 日（日）

午前 9時集合、正午頃解散

ところ

クリーンパーク北但 里山・多目的工房

（豊岡市竹野町坊岡 943）

定員

30 人

※応募者多数の場合は、新規参加者を優先

参加費

無料

申込方法

　参加者の氏名・年齢・住所・電話番号を郵便、

FAXもしくは電子メールでお申し込みください。

申込期間

3 月 18 日（月）～ 4月 8日（月）

問い合わせ（申し込み）先

北但行政事務組合環境課（豊岡市竹野町坊岡 943）

℡ 0796・21・9110

ｆ 0796・21・9102

Ｍ hokutan@snow.ocn.ne.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 4 月 6日（土）和田山ジュピターホール

 ② 4月 13 日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 4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

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

4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）

主な変更点など

・ 佐津診療所は、月曜日と火曜日が 1日、

水曜日が午前のみの診療となります。

・ 佐津診療所以外の各診療所および歯科診

療所は、現在と同じ診療体制です。

・ 佐津診療所は、院外処方から院内処方に

変更となります（平成 31 年 7 月以降を

予定）。

　町立診療所の診療体制は、4月 1日から

下表のとおりとなります。ご確認いただき、

お間違えのないようお願いします。

問い合わせ先

役場健康課・各診療所

　県保険医協会では、曜日ごとにテーマを
変えて 24 時間いつでも健康・医療情報を
提供しています。テレホンサービスは、イ
ンターネット（http://www.hhk.jp/）でもご
覧いただけます。
テレホンサービス（通話料無料）

℡ 0120・979・451
問い合わせ先

兵庫県保険医協会　℡ 078・393・1840

　健康づくりにお役立てください　健康づくりにお役立てください

健康情報テレホンサービス健康情報テレホンサービス

FAXFAX

とき
3月16日（土）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

投票日

4 月 7日（日）4月 7日（日）
投票時間

午前 7時～午後8時午前7時～午後8時
（御崎の投票所は午後 7時まで）

　投票日当日、仕事や買い物、レジャーな

どの予定のある人は、期日前投票をするこ

とができます。

期日前投票のできる期間および時間

3 月 30 日（土）～ 4月 6日（土）

午前 8時 30分～午後 8時

期日前投票所

役場本庁舎、村岡地域局、小代区総合セン

ター（小代地域局）

※ 開票結果は、開票日（4月 7日）に県Ｈ

Ｐに掲載されますのでご確認ください

（町ＨＰからリンクできます）。

問い合わせ先

役場総務課

　平成 31 年度の「香住ふるさとまつり」
の開催日をお知らせします。
とき

7月 20日（土）
ところ

香住浜海上、香住浜一帯
※ まつりの予定は 1月 28 日現在のもので
す。都合により変更する場合があります。
問い合わせ先

役場観光商工課

　4月 1日からの診療体制のお知らせ　4月 1日からの診療体制のお知らせ

町立診療所の診療体制について町立診療所の診療体制について役場上下水道課からのお知らせ役場上下水道課からのお知らせ

　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

　投票に行きましょう　投票に行きましょう

兵庫県議会議員選挙兵庫県議会議員選挙

　香美町海の祭典　香美町海の祭典

第 42回香住ふるさとまつり第42回香住ふるさとまつり

▼平成31年度国税専門官採用試験▼平成31年度国税専門官採用試験

▼平成31年度労働基準監督官採用試験▼平成31年度労働基準監督官採用試験

▼春の植物観察会&新緑トレッキング▼春の植物観察会&新緑トレッキング

▼▼国際ソロプチミスト但馬 第 21回チャリティバザー国際ソロプチミスト但馬 第 21回チャリティバザー

▼初心者テニス教室▼初心者テニス教室

水道メーター確認のお願い
　上下水道料金は、2カ月ごとに行う水道

メーター検針（月初め）で確認した使用水

量に応じて算定します。

　万一、宅内水道管の破損などで漏水が発

生している場合、料金の算定に影響します。

　特に、冷え込みの厳しい時期は凍結によ

る破損が発生しやすいので、次回の検針ま

でに次の手順によって各家庭でご確認くだ

さい。

　コマが回っている場合は漏水している恐

れがありますので、速

やかに町指定工事店に

修理を依頼しましょう。

　漏水箇所によっては、

上下水道料金の一部を

軽減することができま

す。

上下水道料金の口座振替予定日
　4月以降の上下水道料金の口座振替予定

日は次表のとおりです。各期日までに振替

口座の残高を確認してください。

メーター検針にご協力を！
　水道メーターの検針は、上下水道料金の

算定に大切な役割を持っていますが、メー

ターボックスの上に自転車、バイク、植木

鉢などが置かれていると検針できない場合

があります。次回の検針ま

でに移動をお願いします。

　また、メーターボックス

の付近に犬をつながない

ようにしてください。

　スムーズな検針にご協

力をお願いします。

問い合わせ先

役場上下水道課

パイロットランプ
（銀色のコマ）

2019 年
5月 7日、5月 31日、7月 1日、
7月 31日、9月 2日、9月 30日、
10月 31 日、12月 2日、12月 30 日

2020 年 1月 31 日、3月 2日、3月 31日

① 宅内の蛇口をすべて閉める

② 水道メーター内のパイロットランプ

（銀色のコマ）の状態を確認する

診療所名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

佐津診療所
（℡38・0459）

午前 診療 診療 診療
休診 休診

午後 診療 診療 休診

兎塚診療所
（℡96・0012）

午前 診療
休診

診療
休診 休診

午後 往診など 往診など

川会診療所
（℡95・0024）

午前
休診

診療
休診

診療
休診

午後 往診など 往診など

兎塚歯科診療所
（℡96・0846）

午前
診療 休診 診療 休診 診療

午後

川会歯科診療所
（℡95・0223）

午前
休診 診療 休診 診療 休診

午後

小代診療所（医科）
（℡97・2023）

午前 診療 診療 診療 診療 診療

午後 往診など 往診など 往診など 往診など 往診など

小代診療所（歯科）※

（℡97・2396）

午前
診療 診療 診療 診療 診療

午後

▼町立診療所の診療体制（市外局番はいずれも0796）

※小代診療所（歯科）は、第 1、第 3、第 5土曜日の午前は診療を行います。


