
★子育て情報は福崎町ホームページでもご覧になれます。アドレスhttp://www.town.fukusaki.hyogo.jp
★おひさまらんど、にこにこひろばでは、幼児園園庭でも遊べます。（受付必要。） 

ともだちひろば 
（西部子育て学習センター） 
火～金曜日　９：００～１６：００ 

 
文化センター2階 

　22－7830　FAX22－2561

おひさまらんど 
（福崎子育て支援センター） 
月～金曜日　９：００～１７：００ 
　　土曜日　９：００～１２：００ 

福崎幼児園内 
　22－2308　FAX22－2313

にこにこひろば 
（東部子育て学習センター） 
月～木曜日　９：００～１６：００ 

 
田原幼児園内 

　22－1058　FAX22－1058

子育て支援に関することは Eメール ko-shien@town.fukusaki.ne.jp

毎月第３火曜日　１０：００～１４：００ 
１１月１７日（火）　　場所：文化センター　１階　和室 
次回１２月１５日（火）場所：文化センター　２階　和室 
個別相談員：大内和惠 
※申込は下記の３施設で受付します。 

個別相談 

おんがくあそびの会【ドレミ】 
１１月１２日（木）・１２月１０日（木）１０：００～１１：００ 
　八千種研修センター 
　季節の歌を歌ったり、音に合わせてリズム遊び、
身体遊びなどを楽しみます。 
絵本とおはなしの会【ぐりとぐら】 
１２月３日（木）１０：００～１０：４０ 
　文化センター　２階　和室 
　絵本の読み聞かせ、わらべうた、パネルシアターな
どを通して、ことばやおはなしの世界を広げましょう。 
・問い合わせはともだちひろばへ。申込は不要です。 

　にこにこひろばで子どもを遊ばせながら子育て
のお話を聞きませんか？ 
　日頃の『困った』を解決するヒントがたくさん
あると思いますよ。 
日時　１１月１８日（水）１０:００～１１:３０ 
場所　にこにこひろば 
講師　スマイルマム　岩木和子さん 
対象　未就園の子どもとその保護者 
申込先　にこにこひろば 

～楽しい子育てでスマイルアップ！～ 

日　程 

１１月１０日（火） 

１１月１３日（金） 

１１月１６日（月） 

１１月１９日（木） 

１１月２６日（木） 

１１月２７日（金） 

実施場所 日　程 

１２月２日（水） 

１２月７日（月） 

１２月１１日（金） 

実施場所 

加治谷公民館 

南大貫公民館 

新町公民館 

　川公民館 

西野公民館 

田尻公民館 

八千種幼児園 

八反田公民館 

高岡幼児園 

※時間　１０：００～１１：００ 
※どこの公民館にもご参加 
　いただけます 

★おひさまらんどでクリスマス 
～親子でいっしょに“クリスマスリース”を 
　作りましょう。お楽しみがいっぱいですよ～ 
日時　１２月１４日（月）・１５日（火）・１８日（金） 
　　　時間はいずれも１０：００～１1：３０ 
場所　おひさまらんど 
対象　未就園の子どもと 
　　　その保護者 
定員　各日とも１０組 

★にこにこひろばでクリスマス 
～人形劇を親子でいっしょに楽しみ、 
　　　　クリスマス会に参加しませんか？～ 
日時　１２月２１日（月）１０：００～１１：００ 
場所　にこにこひろば 
　　　人形劇公演　井出るみ子さん 
対象　未就園の子どもとその保護者 
定員　２０組 

※申込みは、どちらもおひさまらんどで１１／１７（火）より受け付けます。定員になり次第受付を終了します。 

１７ 



農業委員会

農業委員会 
だより 

　相続等で農地の権利を取得したときは、農地法第３条の３の規定にも

とづき、農地のある市町の農業委員会に、その旨の報告をしなければな

りません。これは、相続された農地が使われなくなり遊休農地化したり、

農業委員会でその把握ができなくなることを解消し、農地の有効利用につなげるのが目的です。権利を取

得された方が、営農をされてない場合や、地元を離れて遠方に住んでいる方でも対象になりますので、届

出をお願いします。 

問い合わせ先　 
　福崎町農業委員会事務局　 
　（農林振興課内・内線３１３） 

相続等で農地を取得したときは 
届出が必要です！！ 

※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定
があります。（１０万円以下の過料：農地法第６９号） 

※この届出によって権利取得の効力を発生させるものではありま
せん。権利を変更させるには、法務局での手続きが必要です。 

届出 届出 届出 

農業委員会 

届出が必要な方 

取得した農地のある市町の農業委員会 

●農地の相続（遺産分割・包括遺贈を含む）、 
　時効取得などで農地の権利を取得した方 

１８ 

「香福橋」橋梁補修工事 
のお知らせ 

「香福橋」橋梁補修工事 
のお知らせ 

「香福橋」橋梁補修工事 
のお知らせ 

　福崎町南田原地内、市川に架かる町道東大貫溝口線 
「香福橋」の補修工事を行います。 
　工事中は、交通規制を行いますので、迂回にご協力をお
願いします。 
　通行者の皆様には、ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。 

●片側交互通行（車両のみ） 

　平成２７年１１月２日（月）～１１月下旬（予定） 

●一方通行（車両のみ） 

　平成２７年１１月下旬（予定） 

　～平成２８年３月２５日（予定） 
　※交通規制は、終日（２４時間）です。 

●歩行者・自転車は終日通行 

　可能です。 
　※天候や工事の進捗により規制期間 
　　を変更する場合があります。 
　　実施日が決定次第、現場の看板と 
　　福崎町HPにてお知らせいたします。 問い合わせ先 

福崎町役場　まちづくり課　　２２－０５６０ 
担当　土木係　内線（３３２） 

※規制時は、国道３１２号から香福橋（福
崎町方面）への進入ができません。
迂回をお願いします。 

実施予定期間・規制内容 



１９ 

　犯罪被害にあわれた方の心の悩みや精神的不安な
どについての相談を受付します。 
相談窓口 
○兵庫県警察被害者支援室（通称：サポートセンター） 
　　０１２０－３３８－２７４ 
○ＮＰＯ法人　ひょうご被害者支援センター 
　　０７８－３６７－７８３３ 
　・電話相談　・面接相談（要予約） 
問い合わせ先　兵庫県福崎警察署　警務係　　２３－０１１０ 

犯罪被害者週間 
１１月２５日（水）～１２月１日（火） 

　重度の障害が重複するなどの在宅障害者（児）

の方で、医師の診断書等により該当すると認めら

れた場合には、特別障害者手当もしくは障害児福

祉手当が支給されます。 

（ただし、所得制限があり、入院中や施設に入所

している方は除きます） 

問い合わせ先　健康福祉課（内線３５４） 

特別障害者手当及び 
障害児福祉手当のお知らせ 

　免除基準に該当する場合は、ＮＨＫ放送受信料
の免除が受けられます。 
【全額免除】 
　障害者手帳所持者を含む、世帯全員が市町村民
税（住民税）非課税の場合 
【半額免除】 
　次の方が世帯主の場合 
●視覚または聴覚の障害者手帳所持者 
●重度障害者 
　・身体障害者手帳（１級または２級）所持者 
　・療育手帳（Ａ）所持者 
　・精神障害者保健福祉手帳（１級）所持者 
問い合わせ先　健康福祉課（内線３５４） 

障害のある方対象 
ＮＨＫ放送受信料の免除 

　福崎町では「本人通知制度」を実施しています。

住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個

人の権利の侵害を防止するため、本人以外の第三

者に証明書を交付したとき、本人に通知します。 

　通知を希望される方は事前に登録が必要です。 
 

　詳しくは町民窓口係までお問い合わせください。 

問い合わせ先　住民生活課（内線３７５・３７６） 

「本人通知制度」をご利用ください 

こうふくフェスタ 
神戸医療福祉大学　公開講座 

こうふくフェスタ 
神戸医療福祉大学　公開講座 

テーマ：「癒し」 

場所　神戸医療福祉大学　Ｂ棟８階 
時間　１１：００～１２：１０（受付１０：３０～） 
定員　１００人 
アクセス　福崎駅からスクールバス利用可 
　　　　　（１０：３０発・無料）　駐車場完備 
申込方法　ＨＰ、電話またはメールで、氏名・

参加希望日・人数・交通手段をご連
絡ください。 

問い合わせ先 
　学生課　　２２－５１２５ 
　ホームページ http://www.kinwu.ac.jp 
　Eメール gakuseibu@sw.kinwu.ac.jp

１１月２５日 
（水） 

井 澤 嘉 之 
（本学専任講師） 

アロマと癒しと認知症 

芸術は特効薬 
～芸術と癒しとリハビリテーション～ 

アートでコミュニケーション 
～子育て・孫育て・自分育てを楽しむ～ 

鈴木みゆき 
（芸術家） 

小 村 み ち 
（ライフスキル　 
　研究所理事長） 

１２月２日 
（水） 

アートと癒しのこれから 
～全国実態調査から見える姿～ 

兼 子 　 一 
（本学専任講師） 

１２月１６日 
（水） 

１２月９日 
（水） 

日程 講師 テーマ 

受講料無料 

　eLTAXは、地方税における手続きを、インタ

ーネットを利用して電子的に行うシステムです。 

　eLTAXに関する、詳しい情報はホームページ

をご覧ください。（http://www.eltax.jp/） 

ヘルプデスクへのお問合わせ　　０５７０－０８１４５９ 

eLTAXをご利用できる時間 

　８：３０～２４：００ 

　（土日祝、年末年始は除く。） 

地方税の申告は　　　で！ 

イメージキャラクター：エルレンジャー 

　毎週金曜日は午後７時１５分まで窓口業務を延長し
て行っています。対応業務は、住民票、戸籍、印鑑
証明書、所得証明書の交付です。 
＊住民異動、印鑑登録は除く。 

住民生活課窓口からのお知らせ 



全国瞬時警報システム 
（J-ALERT） 

全国一斉試験放送実施 

全国瞬時警報システム 
（J-ALERT） 

全国一斉試験放送実施 
　地震や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報シ

ステム（J-ALERT）から送られてくる緊急情報を、

防災行政無線を用いて確実に町民のみなさんにお伝

えするため、緊急情報伝達の試験を行います。 

○日時　１１月２５日（水）１１：００ 

○内容　防災行政無線から定時放送と同じぐらいの

音量でチャイムの後に「これはテストです。」

と流れます。 

※福崎町以外の市町でも、当日は 

　全国的にさまざまな 

　方法で試験が実施さ 

　れます。 

 

全国瞬時警報システム（J-ALERT）とは？ 

　緊急地震情報や弾道ミサイル発射情報といった、

対処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、国

から通信衛星を介して情報が送信され、町が受信し、

防災行政無線を自動起動することにより、瞬時に緊

急情報をお知らせするものです。 

問い合わせ先　住民生活課（内線３７２） 

秋季全国火災予防運動 
11月9日（月）～15日（日） 

『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』 

○寝たばこは絶対やめる。 
○ストーブは燃えやすいものから離れた位置で
使用する。 
○ガスこんろなどのそばを離れる時は必ず火を
消す。 

３
つ
の
習
慣 

○逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設
置する。 
○寝具・衣類・カーテンからの火災を防ぐため
に防炎品を使用する。 
○火災を小さいうちに消すために住宅用消火器
等を設置する。 
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣
近所の協力体制をつくる。 

４
つ
の
対
策 

中播消防署・姫路市消防局予防課 

役場アルバイトについて 
　福崎町役場では、アルバイトの登録を 
随時受け付けています。 
　アルバイトは登録制になっており、登録者の中
から選考し、採用します。必要の都度、仕事の条
件にあう方を採用しますので、すぐに採用される
とは限りません。 
　登録を希望される方は、総務課人事係までお問
い合わせください。 

（総務課人事係　内線２２２） 

交通無事故・無違反運動 
「チャレンジ１００」 

　平成２７年１０月１日から平成２８年１月８日までの
１００日間、交通の無事故・無違反運動「チャレンジ
１００」が県下で実施中です。 
　この運動は、県内の自動車運転者が１０人１組で
チームを編成し、１００日間の無事故・無違反の達成
を目指します。運転者の交通ルールの遵守とマナ
ーの向上を図ることを目的としており、達成でき
たチームは表彰されます。 
　高齢ドライバーの参加が少ないなか、福崎町で
は各老人クラブから１４チームが参加し、無事故・
無違反の達成に取り組んでいます。 

（住民生活課） 

　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区
域区分、防災街区整備方針の変更についての都市
計画案を縦覧します。 
対象　都市計画区域西播磨地域 
期間　１２月８日（火）～２２日（火） 
　　　（土・日・祝日は除く） 
場所　福崎町役場まちづくり課 
　　　兵庫県都市計画課 
　　　※県ホームページでも閲覧できます。 
　　　（http://web.pref.hyogo.lg.jp/town/cate３_２０１.html） 
意見書の提出・問い合せ先 
　縦覧期間中、県に意見書を提出することができます。 
　兵庫県都市計画課（　０７８－３６２－３５７８） 
　（〒６５０－８５６７　神戸市中央区下山手通５－１０－１） 

西播磨地域都市計画区域 
マスタープラン等の変更に関する 
都市計画案の縦覧について 

２０ 



日　　時 
 
集合場所 
 
参 加 費 
募集人員 
コ ー ス 
 
 
 
 
 
 
そ の 他 
 
申込方法 
 
 
 
 
締　　切 
申込・問い合わせ先 
 
 
 
 
問い合わせ先 
主　　催 

１２月５日（土）１０：００～（受付９：３０～） 
※小雨決行 
JA兵庫西福崎ライスセンター 
（福崎町東田原９３１） 
無料 
２００人 
福崎ライスセンター→桜下池→銀の馬車道→
桜上池→大門→西光寺野疏水路・水路橋→石
造五重塔→河童の河太郎と河次郎→第１グラ
ンド（昼食・休憩）→鈴ノ森神社→学問成就の
道→北野天満神社→西光寺野疏水路・水路橋
→桜上池→福崎ライスセンター（約１０㎞） 
①昼食は、各自用意（豚汁無料配布） 
②駐車場あり 
チラシ裏面の申込書、官制ハガキ、ファ
ックス、メールでの申込。参加者全員の
住所・氏名・年齢・電話番号を記載して
ください。 
※代表者に○を付けてください。 
　（案内は代表者にのみ送付します。） 
１１月２０日（金）※当日申し込みもできます。 
 
西光寺野土地改良区 
〒６７９－２２０３　福崎町南田原２１３１ 
　・FAX ２２－００３６ 
E-mail：saikoujino@nifty.com 
農林振興課（内線３１１） 
西光寺野土地改良区 

講師　西家道代 選手 

全日本シッティングバレーボール

主将 

出身　揖保郡太子町 

　　　（現在宍粟市在住） 

経歴 

小学校６年生の時からバレーボ

ールを始める 

平成１５年　バレーボールの試合中に怪我をし、手術 

平成１６年　障がいがのこり、障がい者となる 

　　　　　（５年半の入院） 

平成２１年　シッティングバレーと出会う 

平成２２年　全日本加入、「２０１０アジアパラリンピック」

　　　　　出場（銀メダル） 

平成２４年　「２０１２ロンドンパラリンピック」出場（７位入賞） 

平成２６年　「２０１４アジアパラリンピック」出場（銅メダル） 

期　日　１２月６日（日）９：００受付開始 
講演会（９：５０～）、実技体験・見学会（１０：３０～） 
※参加者数により、時間配分が変更する場合があります。 

会　場　福崎町立福崎東中学校体育館 
申　込　当日受付 
参加料　無料 
持ち物　上履き・運動のできる服装（実技体験希望者）・

水分補給できるもの 
その他　上履き・椅子は原則用意しておりませんので、

ご了承下さい。 
大会当日の傷害保険は、主催者側で加入いた
します。 
中学校内は禁煙です。必ずお守りください。 

主　催　福崎スポーツクラブ連合 
問い合わせ　第一体育館　　２２－１１５３ 

にしいえみちよ 

第13回 

　福崎町の豊かな自然と歴史が調和した自然歩道
を舞台に、名所や神社仏閣を巡るコースで歩こう
大会を開催します。 
日　　時　１１月２３日（月・祝）８：００受付開始 
集合場所　神戸医療福祉大学キャンパス（小雨決行） 

※会場の駐車台数には限りがあります。で
きるだけ乗り合わせでお越しください。 

参 加 費　２００円 
参加対象　健康な状態で参加できる人 
　　　　　（幼稚園児以下は保護者同伴） 
コ ー ス 
①のんびりコース（約９㎞） 
應聖寺→金剛城寺→青少年野外活動センターを
巡るコース 
②ファミリーコース（約１４㎞） 
福田大歳神社→固寧倉→神谷大歳神社→應聖寺→
金剛城寺→青少年野外活動センターを巡るコース 

③健脚コース（約２０㎞） 
福田大歳神社→固寧倉→神谷大歳神社→應聖寺
→金剛城寺→青少年野外活動センター→七種の
滝を巡るコース 
申 込 先　住民生活課（内線３７３）　FAX ２２－５９８０ 
事前申込　１１月１８日（水）まで（電話・FAX申込可。

参加者全員の氏名・住所・性別・年齢・
電話番号・参加するコースをお知らせ
ください。） 
※当日申し込みもできます。 

主　　催　福崎町・福崎町自然保護審議会 

〈第26回〉 
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