﹁就任のごあいさつ﹂

播磨町教育委員
森田孝明

播磨町の教育委員

を拝命しました森田

孝明と申します︒

私は播磨町に生ま

れ︑播磨中央保育園︑

播磨幼稚園︑播磨小学校とお世話になり

ました︒

郷土資料館や図書館がオープンした頃

で︑体育館では空手の教室に通い︑夏ま

つりではボーイスカウトの一員として太

鼓を叩き︑秋祭りでは子ども神輿を奉納

し︑花と緑の協会で祖父と役場横の公園

の草抜きを手伝うなど︑播磨町で得たた

くさんの経験は今でも宝物です︒

大学では経済学をベースに︑環境問題

について学び︑播磨町に戻ってからは︑

鉄鋼関係の仕事の傍ら︑教育に関わる仕

事や活動をしています︒ご縁があり︑社

会教育委員としても︑町に関わらせて頂

播 磨 町 も 取 り 組 ん で い る ﹁ Ｓ Ｄ Ｇｓ ﹂

きました︒

令和３年10月１日付で、森田孝明さんが教育委員に就任しました。
▶問合せ 教育総務グループ ☎０７９（４３５）０５３３

の理念﹁誰一人取り残されない社会﹂が︑

教育の面でも実現できるよう︑他の委員

月〜金曜日 10：25～、22：25～
土、日曜日
6：25～、22：25～

のみなさまをはじめ︑ご関係の方々のご

くことで、きっと役に立ち
する 知 識 と意 識 を 身につけ
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放送時間

指導ご鞭撻をあおぎながら︑真摯に取り

ービスです。海での事件・

会が作成した防災手帳も配

る実践型の防災イベントです。

日㈮

布します。

日㈷

ます。今日から楽しく、終

月

分

月

分～３時

県立東はりま特別

体育館

シルバー人材センター会員の募集 シルバー人材センターは、播磨町に住む60歳
以上の健康で働く意欲のある人の入会をお待ちしています。
●入会説明会 毎月第４水曜日 10：00
▶問合せ シルバー人材センター ☎０７９（４３７）７３８６

（火）
〜30日
（火）
・11月16日
市ホームページが生まれ
変わります（高砂市）

組んで参りたいと思いますので︑何卒よ

番通報が困難な人で播磨町

事故に関する緊急時の通報

は「ＮＥＴ１１８」をご利

に在住か在学または在勤し

用ください。分かりやすく、 ▼日時

分～３時

▼日時

午後１時

▼場所

支援学校

障がいのある

その他

播磨町地域自立支援協議

ている人

簡単な操作で、確実な通報

竹裏由佳（整理収

播磨町健康いきい

30

活をスタートさせましょう。

▼利用方法 インターネット

が行えます。

▼会場

大会議室

▼参加対象

組

無料

播磨町

定員になり次第

子どもとその家族

▼定員

▼費用

▼締切日

23

午後１時

を利用できるスマートフォン

※登録方法は海上保安庁の

▼講師

や携 帯 電 話に、 事 前の利 用

ホームページをご覧くださ

きセンター

▼申込み・問合せ

納アドバイザー）

スマートフォ

▼登録方法

い。

福祉グループ

播磨町社会福祉協議会

☎０７９
（４３５）１７１２

播磨町地域自立支援協議会

播磨町地域自立支援協議会まもる部会

登 録をする必 要 があります

ンや携帯電話を持って、福

▼問合せ

☎０７９
（４３５）２３６１

０７９
（４３５）０８３１

播磨町権利擁護まちづくり委員会

権利擁護まちづくり講演会

祉グループ（窓口④）まで

福祉グループ

お越しください

▼問合せ

☎０７９
（４３５）２３６１

０７９
（４３５）０８３１

締切り

▼申込み・問合せ

地域自立支援協議会事務局

30 11

19

・11月１日
（月）
〜15日
（月）
加古川図書館がリニュー
アルオープン（加古川市）

ろしくお願いいたします︒

福祉

聴覚や発音に障がいの
ある人にも利用しやす
い１１９番緊急通報シ
ステム「ＮＥＴ１１９」

音声による１１９番通報

が困難な人のための緊急通

報システムです。分かりや

すく、簡単な操作で、確実

な通報が行えます。

携帯電話やスマートフォ

防災士とおこなう
親子防災体験

EメールまたはQ Rコード

から

harima@

jiritu-h.com

「自 分 の 命 は 自 分で 守 る 」 ☎ ０７９
（４３７）
３４５６

をコンセプトに、障がい当事

起でもない」そう思ってい

「終 活？ ま だ 早 い わ。 縁

「Ｎ Ｅ Ｔ １ １ ８」 は 聴 覚

ませんか？エンディングノ

者の在 宅 避 難や 自 宅での３

や発音に障がいのある人の

ートは、未来の自分のため、 防 災クイ ズや 簡 易トイレな

播磨町の教育

日 間のサバイバルを想 定し、

ためのスマートフォンなど

どの体 験 を通して防 災に対

催し ＆ 施設ガイド

大切な人のために書いてお

子育て

を利用した緊急時の通報サ

健康と保健

聴覚や発音に障がいのあ 「楽しくはじめる終活！
ンのＷＥＢ機能（チャット
る人にも利用しやすい
～ も し も に 役 立 つエン
機能）を利用して、文字に
海での緊急通報システム ディングノート活用術～」
よる緊急通報を行うもので
「ＮＥＴ１１８」

す。通報する人はボタン操

作だけで通報内容を伝える

ことができ、救急車や消防

音声による １１９

車の要請ができます。

▼対象

情報のページ
13
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東播磨の見て聞いて知って “納得” する
行政情報をわかりやすく発信します。毎
月１日、16日に更新する５分番組です。

今月の内容

30 11

新教育委員の紹介

BAN-BANテレビ
11ch

BAN-BANラジオ FM86.9MHz
播磨町タウンインフォメーションを発信中。

水曜日 17：30
木曜日 9：30

交 通 事 故 の 状 況 令和３年８月末現在
昨年比
人身事故件数 傷 者 死者

加古川市 646（＋46） 731（＋37） 1（−1）
稲美町 83（＋12） 97（＋10） 3（＋3）

播磨町 59（−10） 67 （−7） 0（±0）

犯罪発生の状況

８月の町内犯罪発生件数
種

11件

（前年比 −13件）

別

自転車盗

2

色情ねらい

2

器物損壊

4

その他

3

令和３年犯罪累計 98件

※野添交番と本荘交番での件数を集計し
ています。
※件数は速報値のため、累計数と月毎の
件数の合計が異なる場合があります。
※前年比は、令和２年８月との比較です。

特殊詐欺発生の状況

８月の町内特殊詐欺発生件数 ０件
おくやみ 【９・10月届出分】
氏

名（敬称略）

町

名

年齢

青木 裕見子

（二

子） 56

岩本 惠文

（北本荘） 76

年 金

年 金

産前産後期間の保険料が免除されます 「社会保険料
（国民年金保険料）
控除証明書」
が発行されます
▶問合せ
加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０
保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１

国民年金第１号被保険者が出産を行った際に、出産前
後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成
31年４月から始まりました。産前産後期間として認めら
れた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金
の受給額に反映されます。
産前産後期間の保険料を前納している場合、全額還付
されます。
▶免除期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から最大４
ヵ月間
・多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月
の３ヵ月前から最大６ヵ月間
▶対象 国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年２
月１日以降の人
▶届出時期
・出産予定日の６ヵ月前から
・平成31年２月１日以降の出産であれば、出産後の届出
はいつでも可能
▶申請 加古川年金事務所または保険年金グループ
▶必要書類
①年金手帳または納付書など基礎年金番号のわかるもの
②母子健康手帳（出産予定日または出産日の記載がある
もの）

▶問合せ
ねんきん加入者ダイヤル☎０５７０（００３）００４
加古川年金事務所☎０７９（４２７）４７４０
保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１
国民年金保険料は、所得税法及び地方税法
上、健康保険料や厚生年金保険料などの保険
料と同様に、社会保険料控除として納めた年
の課税所得から控除することができます。
控除の対象となるのは、令和３年１月から
12月までに納めた国民年金保険料の全額です。
自身の保険料だけでなく、家族の負担すべ
き保険料を支払っている場合、合わせて控除
することができます。
社会保険料控除を受けるためには、控除証
明書や領収証書など納めたことを証明する書
類の添付が必要となります。このため、令和
３年中に納めた人には、11月上旬または翌年
２月上旬に日本年金機構から「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が送られま
すので、年末調整や確定申告の際には必ず添
付してください。
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