広報あかし

兵庫県南部地震から23年

平成30年（2018年）1月15日

【地震への備えを確認しましょう！】
○家具の固定や配置の見直し
○非常持ち出し品や備蓄品の準備
○避難場所、避難経路の確認
○家族との連絡方法や、災害時の
情報入手方法の確認 など

保険料の納付済額確認書を送付
平成29年中
（1月1日～12月31日）
に納付された
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の
「納付済額確認書」
を1月22日に発送します。
保険料は、社会保険料控除の対象となりますので、
確定申告などに利用できます。
【国民健康保険】
送付対象／普通徴収
（納付書または口座振替）
およ
び特別徴収
（年金天引き）
により保険料を納付され
たすべての世帯
（世帯主あてに送付）
お問い合わせ／国民健康保険課
（t918-5023
f918-5105）
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総合安全対策室

お 知 ら せ

～あらためて地震への備えを～ （t918-5069 f918-5140）

1月17日で兵庫県南部地震発生から23年を
迎えます。今後発生が危惧されている南海トラフ
地震では、明石市内でも大きな被害が予想され
ています。
過去の災害の教訓から、地震の際はまず｢自分
の身は自分で守る｣ことが重要だと言われていま
す。いつ起こるか分からない地震から命を守るた
め、日ごろから備えをお願いします。
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●コミセン職員
（小学校・中学校）
（平成30年4月以降採用予定）
募集職種・人数／①事務職員
（昼間勤務）
・15人程度
②非常勤嘱託
（夜間勤務）
・40人程度 ※①②いず
れも週3日程度の勤務。勤務時間は勤務地によっ
て異なる 試験日／2月10日
（土） 試験内容／適
正検査、個人面接 申し込み／募集案内
（市ホーム
ページに掲載するほか、同課、あかし総合窓口
（パピ
オスあかし６階）
、各市民センター、各サービスコー
ナー、各コミセンなどで配布）
で詳細を確認し、2月
6日までにコミュニティ推進課
（t918-5004
f918-5131）
で直接受け付け
（郵送不可）
●
（一社）
明石観光協会 契約職員
（平成30年3月以降採用予定）
募集職種／事務職 勤務地／あかし市民広場事務
所、観光協会事務所、明石観光案内所のうち、本人
の適正を踏まえ配置を決定 採用人数／1人 賃金
（月給）
／15万7300円 内容／催事・企画・総務等
業務、観光客誘致、
イベントプロモーション、観光案
内所業務など 応募条件／次の①～④をすべて満
たす人 ①高校卒業以上 ②パソコンの基本操作
ができる ③土・日・祝日出勤可 ④宿泊を要する
出張可 期間／1年
（更新あり） 選考方法／書類
審査・個人面接 申し込み／1月31日までに観光協
会
（〒673-0886 東仲ノ町6-1 t918-5080）
へ持参または郵送
（必着）
。詳細は同協会ホームペー
ジで確認を

傍聴者募集

▶第6回地域総合支援センター設置検討委員会
日時／1月23日
（火）
午後2時～ 場所／市民会館
第1会議室 内容／要援護者地域包括ケアシステ
ムの見直しなど 定員／5人 申し込み／電話か
1月17日
（水）
に実施する｢シェイクアウト訓
ファクシミリ
（参加者の住所・氏名・同委員会傍聴
練｣の訓練開始合図として、防災行政無線のほ
希望を記入）
で、1月15日午前9時から高年介護室
か、緊急速報メールと防災ネットあかしによる
（t918-5289 f918-5133）
で先着順に受
メール配信を行います。
け付け
特に緊急速報メールを受信すると、市内に
▶第１回再犯の防止等の取組みを推進するための
ある携帯電話、スマートフォンがマナーモード
条例の検討会
の設定に関わらず鳴動しますのでご注意くだ
日時／1月31日
（水）
午前10時～ 場所／県水産
さい。なお、電波状況や配信状況により、受信
会館4階第5会議室 内容／再犯の防止等の取り
が数分遅れることがあります。
組みを推進するための条例の検討など 定員／10
個人、自治会や町内会、企業などの訓練参
人 申し込み／1月15日午前9時から福祉総務課
加者募集中！
更生支援担当
（t918-5286 f918-5049 m
参加登録は1月16日
（火）
午後5時まで
hukushi@city.akashi.lg.jp）
で先着順に受け付け
▶第8回明石市障害者の差別の解消を支援する地
域づくり協議会
日時／2月6日
（火）
午後2時～4時 場所／市役所
議会棟大会議室 内容／障害者の差別の解消に
【後期高齢者医療制度・介護保険】
向けた取り組みについて 定員／10人 申し込み
送付対象／次のいずれかに該当する人 ①普通徴
／1月15日午前9時から福祉総務課障害者施策担
収
（納付書または口座振替）
により納付された保険
当
（t918-5142 f918-5048 mhukushi
料のある人 ②遺族・障害年金からの特別徴収
（年
で先着順に受け付け
金天引き）
により納付された保険料のある人
（遺族・ @city.akashi.lg.jp）
▶第4回明石市地域自立支援協議会
障害年金は非課税のため、源泉徴収票が送付され
日時／2月7日
（水）
午後2時～ 場所／市役所本庁
ません） ※老齢（退職）基礎年金などからの特別
舎806AB会議室
内容／地域における障害者等
徴収のみで納付した人には、納付済額確認書は送
への支援などに関する課題および市障害福祉計画
付しません。保険料の還付を受け、金額が変更と
（第5期）
・市障害児福祉計画
（第1期）
策定に係る協
なった人はお問い合わせを。
議 定員／10人 申し込み／1月31日まで障害
お問い合わせ／後期高齢者医療制度＝長寿医療課
福祉課
（t918-1344 f918-5244 mshou
（t918-5165 f918-5105） 介護保険＝
fuku@city.akashi.lg.jp）
で先着順に受け付け
高年介護室
（t918-5091 f919-4060）
※手話・要約筆記などが必要な場合は、申し込み時
にお伝えください。
●市立幼稚園 預かり保育スタッフ
▶明石市高齢者いきいき福祉計画及び介護保険事
（平成30年4月以降採用予定）
業計画策定委員会
募集人数／5人程度 勤務時間／午前8時～正午
日時／2月15日
（木）午後2時30分～ 場所／市
または午後2時～6時 資格／昭和28年4月2日以
役所本庁舎806AB会議室 定員／10人 申し込
降生まれで、①～④のいずれかに該当する人 ①幼
み／1月16日午前9時から高年介護室（t918稚園・小学校・養護教諭普通免許のいずれかを有す
5091 f919-4060 mkaigo@city.akashi.
る人
（免許未更新を含む）②保育士資格を有する人
lg.jp）
で先着順に受け付け
③県実施の子育て支援員研修を受講修了した人
④幼稚園教諭教職課程または保育士養成課程を履
中学校区コミセン登録説明会
修中の学生 申し込み／申込書
（市ホームページに
掲載またはこども育成室で配布）
を3月30日までに
コミュニティ推進課
（t918-5004 f918-5131）
同室運営担当
（t918-5149 f918-5650）
へ
中学校区コミセンで登録団体として、1年間継続
※面接あり
的に活動を希望する団体を対象に登録説明会を開
●臨時保健師 登録者
催します。登録を希望する団体は必ず出席してくだ
年度途中に欠員などが生じた場合、
必要に応じて随
さい
（特定の政治、宗教、営利などの活動団体は対
時採用します 対象／保健師免許を有する人 業
象外）
。 日時／1月28日
（日） ※時間・会場は登
務内容／母子保健、
子育て支援、
要介護認定、
健康
録を希望するコミセンに直接お問い合わせを
推進など 勤務場所／市役所本庁舎、
こども健康セ
ンター
（パピオスあかし６階）
ほか 勤務時間／午前
8時55分～午後5時40分
（配属先により異なる） 賃
金／日額9880円～1万1890円
（経験年数により異
●市民病院職員
なる） 申し込み／職員室職員担当
（t918-5006 （平成30年4月採用予定）
f918-5145）
へ電話予約後、
随時面接
募集職種・人数／▶理学療法士・4人 ▶作業療
●委託保健師・助産師
法士・1人 ▶言語聴覚士・1人 試験日／2月10
内容／①妊産婦・新生児訪問指導 ②乳幼児健康
日
（土） 試験内容／能力・専門試験、面接 申し
診査、健康相談 資格／保健師または助産師の免
込み／同病院ホームページに掲載する募集要項で
許を有する人 申し込み／こども健康課
（t918詳細を確認し、持参または郵送で2月5日
（必着）
ま
5656 f918-6384）
で随時受け付け。選考、面
でに同病院人事課
（〒673-8501 鷹匠町1-33
接あり
t912-2323）
へ
シェイクアウト訓練 1月17日
（水）
午前10時開始
10時3分頃、マナーモードにし
ていても携帯電話が鳴ります！
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