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福は内 鬼とコロナは外

No.683

加西こども園で恒例の豆まきが行われました。マスク姿の１２７名の園児は、鬼退治と

新型コロナウイルス退散を願い、夢中で鬼を追いかけ、豆を投げていました。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルスワクチンの接種

■

加西市は、2 月 1 日に新型コロナウイルスワクチン接種対策室を設置し、ワクチンの供給が可能となった際に、速
やかに接種できるよう関係機関と連携を図り、接種体制の準備を進めています。最新情報は、市ホームページまたはワ
クチン専用コールセンターでご確認ください。また、当広報誌でも順次掲載していきます。
●接種開始時期
接種開始時期が決定次第、ホームページを更新し、接
種券と予診票を郵送する予定です。
新型コロナワクチンは、当面、確保できるワクチンの
量に限りがあることから、国が定めた優先順位に従って
順次接種を行って行きます。
接種開始時期に合わせて個人単位で送付します。
●接種対象者
現時点で、国が示している優先順位については以下の
とおりです。

3 月 6 日以降

●接種場所
原則、住民票所在地の市町村での接種となります。集
●接種日の予約
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるためには
予約が必要です。
予約方法は、接種日程が決まりましたら市ホームペー
ジでお知らせいたします。

対象者

1

医療従事者等

2

高齢者

3

基礎疾患を有する方
高齢者施設等従事者
60 ～ 64 歳の方

4

上記以外の方

備考

●費用
接種費用は無料です。
●接種後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

令和 3 年度中に 65 歳に
達する、昭和 32 年 4 月
1 日以前に生まれた方
詳細はホームページでご
確認ください

※接種は本人の同意に基づいて行います。

■

3 月 6 日まで

団接種の会場は健康福祉会館を予定しています。

●接種券・予診票送付時期

優先順位

ワクチン
接種情報は
こちらから

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生
じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることが
できます。
●問合先
加西市ワクチン専用コールセンター
☎ 42-6710（9:00 ～ 17:00（土日祝日を除く））
新型コロナウイルスワクチン接種に関する専用コール
センターを 3 月 8 日（月）より開設します。

生活困窮者等へ支援 10 万円分のねっぴ～商品券を配布

新型コロナウイルス感染症の市独自の対策として、生活が困窮している子育て世帯や障がい者に対し、1 人あたり
10 万円分のねっぴ～商品券を配布します。対象者には申請書を送付しています。また、商品券とすることで商工業者
に対しての支援も兼ねています。
●対象

●商品券有効期限
令和 3 年 3 月 1 日～ 8 月 31 日

就学援助認定児童・生徒および加西市障害者福祉年金受給者

●問合先
就学援助認定児童・生徒

●対象者数
就学援助認定児童・生徒
障害者福祉年金受給者

地域福祉課（生活支援係） ☎ 42-7520
障害者福祉年金受給者
地域福祉課（障がい者支援係） ☎ 42-8725
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■

コロナの影響を受ける中小事業者への支援

経済産業省では、緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の
外出自粛などにより影響を受ける事業者に対して支援を行っています。詳しくは
右のＱＲコードでご確認ください。
●売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給
対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急
の外出・移動の自粛により影響を受け売上が減少
した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、以下のいずれかに
該当していること
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引
があること
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外
出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年１月～ 3 月のいずれかの月の売上高
が対前年比▲ 50％以上減少していること

支給額

法人：60 万円以内、個人事業者等：30 万円以内

経済産業省の支援策情報

●コロナの影響を受ける中小事業者向け補助金
事業再構築
補助金

新分野展開や業態転換、事業・業種転換
等の取組、事業再編またはこれらの取組
を通じた規模の拡大等を目指す企業・団
体等の新たな挑戦を支援

感染拡大を防止しながらビジネスモデル
の転換に向けた取組を支援
中小企業生産性
ものづくり補助金（設備導入等）、持続化
革命推進事業
補助金（販路開拓等）、ＩＴ導入補助金（Ｉ
Ｔ導入）

●その他
・緊急事態宣言に伴って延期・中止したイベント等の
キャンセル費用を支援
・中小事業者に対する資金繰り支援

●問合先／産業振興課 ☎ 42-8740

新型コロナウイルス感染症対策へのご協力をお願いします
感染拡大防止

徹底要請

家庭、施設等へのウイルス持込み防止
家庭での感染が県内感染経路の約５割を占めていま

●家庭内も含め、大人数での飲食や長時間に及ぶ飲食

す。特に若い方々には、緊急事態宣言下であることを強

を控えるとともに、食事中の会話を極力控えてくださ

く認識していただき、ウイルスを持ち込まないよう、次

い。

の取組をお願いします。

●毎日の検温、手洗い、マスクの着用など健康管理を

●日中も含めた不要不急の外出の自粛を強くお願いします。
●不要不急の都道府県間の移動や、緊急事態宣言対象地
域をはじめリスクのある場所への出入りを自粛してくだ
さい。

発熱などの症状が続くときは

徹底してください。
●発熱、息苦しさ、味覚の異常など症状のある場合は、
出勤、通学等を控えるとともに、すぐにかかりつけ医
などに電話で相談してください。
※兵庫県のホームページより抜粋

かかりつけ医に電話で相談してください。

緊急時やかかりつけ医がないときは
発熱等受診・相談センター（加東健康福祉事務所内）
曜日～金曜日
☎ 0795-42-9436 月
9:00 ～ 17:30

新型コロナ健康相談コールセンター

☎ 078-362-9980

24 時間対応

FAX078-362-9874
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官民連携で産業団地整備の加速化

問合先／開発推進課 ☎42-8755
fax42-1998 kaihatsu@city.kasai.lg.jp

▲加西インター産業団地計画地

2 月 15 日、加西インター産業団地整備事業の第 1 期事業のうち 1-1・2・4 工区について、事業のスピードアップ
を目的として、ジオプランナーズ㈱（神戸市）を 1-1 工区の、タカセ不動産㈱（大阪市）を 2・4 工区の事業協力者と
して選定し、それぞれ市と官民連携協定を締結しました。
これまでは、3 月末にリスパック㈱に引渡しを予定している 1-2 工区のように、進出企業が決定した工区を 1 つず
つ順番に市が単独で整備するスキームで進めておりました。
今回の官民連携協定に基づき、続く 1-1・2・4 工区は、事業協力者の資金とノウハウの活用によって、市の財政負
担を軽減しながら全工区を同時に着手することが可能となりました。
今後は、市と事業協力者との共同事業として、全工区で用地買収、造成工事、企業立地などを同時に実施することに
なります。市としては、従来スキームよりも早期の雇用
創出、地域経済活性化が実現すると期待しています。
ジオプランナーズ㈱橋本社長は「東は近畿中部、西は
中国四国をカバーする経済拠点となるポテンシャルを
持っている。この産業団地を今後の加西市の起爆剤とし
たい」、タカセ不動産㈱高瀬社長は「創業者は朝妻町出身。
加西市の発展に特別な思い入れがある。事業協力者とし
て雇用創出、定住促進の実現に向けて懸命に努力したい」
と話されました。
西村市長は「財政負担を軽減し、官民連携で事業の加
速化を図る。この事業が完成したら加西市の様相が大き
く転換することになる」と話しました。
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▲左から橋本社長、西村市長、高瀬社長

5 月 4 日「第 5 回加西能」待望の公演

申込先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8756
fax42-8745 kanko@city.kasai.lg.jp

▲第 4 回加西能
「天鼓（てんこ）
」

第 5 回加西能を開催します。人間国宝の大槻文蔵さ
んや野村萬斎さんなど日本を代表する能楽師による講演
と、一生懸命お稽古に励んだ加西市こども狂言塾の塾生
が新作狂言「根日女」を演じます。ぜひご覧ください。
鑑賞には一部チケットが必要です。

■チケット販売（全席指定）
●発売日（予定）／ 3 月 1 日（月）から
●座席料金／前売券：一般3,500円

高校生以下500円

●開催日／ 5 月 4 日（火・㊗）

※当日券は一般のみ 500 円増

●内容／第一部（無料）新作狂言『根日女（ねひめ）』

北条店、西村書店、チケットぴあ、ローソンチケット

●販売場所／市民会館、地域交流センター、イオン加西

●場所／市民会館文化ホール

第二部（有料）狂言『棒縛（ぼうしばり）』
能『国栖（くず）』

●チケットの問合先／市民会館☎㊸ 0160
●加西能の問合先／文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課☎㊷ 8756

※会場ではマスクの着用、手指消毒等、感染症対策へのご協力を
お願いします。

※新型コロナウイルス感染症の状況から、指定座席の変更をお願
いする可能性があります。あらかじめご了承ください。

狂言『棒縛（ぼうしばり）』

能『国栖（くず）』

演者／野村萬斎、高野和憲 ほか

演者／大槻文蔵（人間国宝）

あらすじ／留守番をさせると、い

観世銕之丞（加西市能 ･ 狂言ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

つも酒を盗み飲みする召使い、太
郎冠者と次郎冠者。困った主人は、

野村萬斎

特別顧問）ほか
あらすじ／帝が親族に襲われ、お供の

大槻文蔵

出掛ける際にうまく二人をだまして、一人の腕を棒に

者と吉野の山中に逃げ、川沿いの民家で休んでいました。そ

縛りつけ、もう一人も後ろ手に縛ってしまいます。そ

こに、その家に住む老人夫婦が戻り、帝を家にかくまうこと

れでも二人は、縛られた身で蔵へ忍び込み、酒を持ち

を決めます。老爺（ろうや）は、機転を利かせて敵の追っ手

出し飲み始めます。縛られたまま舞ってうたっての宴

を追い返し、帝は夫婦にねぎらいの言葉をかけ、夫婦は涙を

会となってしまい…。棒に縛られても酒を飲みたいと

流し感激します。夜になると、老人夫婦は消え、代わりに天

思う酒飲みの心理と酒宴の場面の楽しさが描かれた狂

女が現れ、舞を舞います。その音楽に引かれるように蔵王権

言です。

現が姿を現し、威光を示して将来の帝の御代を寿ぐのでした。

第 1 期生 小久保澪さんが塾生へマスクを寄付
こども狂言塾第１期生小久保澪さんより「お世話になった加西市こど
も狂言塾に少しでも恩返しがしたい」と、この度マスクの寄付をいただ
きました。受け取った塾生たちは先輩の心遣いに大変喜んでいました。
いただいたマスクは、こども狂言塾で大切に使用させていただきます。

◀塾生にマスクを
寄付する小久保
さん
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加西市ホームページ 全面リニューアルへ

加西市ホームページをリニューアルし、3 月 10 日に

■チャットボット

公開します。
15 年ぶりとなる今回のリニューアルでは、「加西市

チャット感覚で、ねっぴ～が 24 時

らしさ」を伝えられるサイトとして、気球を中心に「空」

間 365 日応答します。今後は問い合

をテーマとしたデザインに刷新します。同時に加西市議

わせ内容を解析して回答精度を高め

会、加西病院、図書館、公民館など加西市が運営してい

ていきます。

るホームページもリニューアルします。
だれもが必要な情報を入手できるようなホームページ

■外国語翻訳

となるよう、ウェブアクセシビリティに配慮するととも
に、チャットボット、外国語翻訳、文字サイズや色が変

英語、中国語（簡・繁）
、韓国語、ポルトガル語、ベト

更できる機能を導入します。
●アドレス（URL）の変更
セキュリティ向上のためトップページ URL は https://
www.city.kasai.hyogo.jp になります。その他ページ
の URL は変更となりますので、「お気に入り」などに登
録されている場合は、再登録をお願いします。
●バナー広告募集
加西市ホームページのバナー広告を募集しています。詳
細はお問い合わせください。

問合先／情報政策課 ☎42-8703
fax42-1643 joho@city.kasai.lg.jp

ナム語に対応しています。

■災害専用ページ
災害発生時など緊急
時 に は、 ト ッ プ ペ ー
ジが全面的に切り替
わ り ま す。 緊 急 情 報
や災害時に必要とさ
れるメニューを記載
します。

くらしに役立つアプリ「イーナカサイ」
「ごみ」「子育て」「おでかけ」「健幸・くらし」「防災」など加西市からの情報を お手持ちのスマ
ートフォンで簡単に確認することができます。ごみの出し方検索など、行政サービス
について検索する機能を備えた、日々の生活をより便利にするアプリです。
▲登録はこちらから
6
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観光推進でパートナーシップ協定を締結

問合先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8756
fax42-8745 kanko@city.kasai.lg.jp

1 月 22 日、新型コロナウイルス収束後を見据え、インバウンド
および地域観光振興による地域創生を推進するために、加西市と一
般財団法人モバイルスマートタウン推進財団は、「観光推進に関す
るパートナーシップ協定」を締結しました。同財団と自治体との協
定は、兵庫県下では加西市が初めてとなります。
モバイルスマートタウン推進財団は、観光インフラを社会貢献活
動として提供するために、シダックスグループの創業者である志太
勤氏によって 2018 年に立ち上げられた組織で、多言語観光情報
サイト「Guidoor（ガイドア）」の運営もされています。
連携する事項は、主に観光情報および避難所情報等の提供、日本

落合副理事長と西村市長

の伝統文化の紹介、インバウンドおよび地域観光に資する取り組み、
多言語化した情報を提供する仕組みの構築等に関することです。
また、8 言語（日・英・中・韓・仏・スペイン・インドネシア・タイ）
に翻訳された加西市のページも完成しており、市内の観光情報やイ
ベント情報などを掲載しています。

「はばたく中小企業・小規模事業者 300 社」を選定
㈱協和製作所（代表取締役社長

多言語観光情報サイト
Guidoor（ガイドア）
問合先／産業振興課 ☎42-8740
fax43-1802 sangyo@city.kasai.lg.jp

藤本 繁行）が中小企業庁の 2020 年度版「はばたく中小企業・小規模事業者 300

社」に選定されました。「生産性向上」、
「需要獲得」、
「担い手確保」の 3 つの分野を軸にしつつ、事業承継、働き方改革、
ＩＴ利活用などに取り組み、将来の飛躍が期待できる企業として 300 社が選定されたものです。

さまざまな分野・部門で表彰された皆さん

問合先／産業振興課 ☎42-8740
文化・観光・スポーツ課☎42-8773

■兵庫県技能顕功賞
技能の優秀さ、業界に対する功績・貢献、後進技術者の育成への寄与などが認められ、加西市から 2 名の方が兵庫
県技能顕功賞を受賞されました。
●富永 千廣さん（加西緑化・造園工）

●井上 正和さん（井上クリーニング店・クリーニング工）

■（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰
( 公財 ) 日本スポーツ協会公認スポーツドクターとして長きに亘りスポーツの振興に寄与されました。
●坂部 泰彦さん（加西市北条町・スポーツドクター）

第一生命保険株式会社が車いすを寄付

問合先／文化・観光・スポーツ課 ☎42-8773
fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp

2 月 5 日、第一生命保険株式会社姫路支社および労働組合姫路支
部より、車いす 3 台を寄贈いただきました。
同社では、社会貢献活動の一環として、全社を挙げて『地域コネ
クト活動』を推進しており、毎年、姫路支社管下の自治体に対して
車いすの寄贈をされています。車いすは今後、市民会館で２台、特

◀贈呈式

別支援学校で１台を大切に使わせていただきます。

の様子
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問合先／ふるさと創造課 ☎42-8706
fax42-8745 furuso@city.kasai.lg.jp

令和 3 年の区長の皆さん
■区長会・会長

西岡 義信 （賀茂地区代表区長）

■区長会・副会長

高橋 晴彦 （北条地区代表区長）
森川 尚登 （九会地区代表区長）
後藤 政博 （在田地区代表区長）

■富田地区代表区長

羽馬 修三

■下里地区代表区長

前田 太蔵

■富合地区代表区長

井村 貞昭

■多加野地区代表区長 志方 敏泰
■西在田地区代表区長 金澤 和正
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●北条地区
福吉町
本町
南町
駅前町
御旅町
御幸町
笠屋町
宮前町
江ノ木町
住屋町
栄町
小谷
栗田
横尾
古坂
東高室
西高室
東南
西南
黒駒
曽根自治区
北条第三住宅自治区
古坂1丁目自治区
古坂2丁目自治区
古坂3丁目自治区
北条団地自治区
女鹿山自治区
清水団地自治会
ｶﾅﾀﾞ村自治会
荒神山住宅自治区

岡本
澤田
菅原
丸山
小山
髙瀬
高見
春名
中谷
後藤
大西
植田
喜谷
藤原
相江
中野
高橋
岡田
森本
塚原
垣内
中山
三枝
福江
小岩
原田
岩國
伊藤
福富
本玉

正彦
義男
正勝
義人
映
陽太郎
文丈
和夫
久己宏
学
庸雄
誠
和哉
敏春
昌彦
勝則
晴彦
正弘
輝正
博文
謙次
景寿
学
耕一郎
一明
孝志
僚三
延員
泰司
佳伴

●富田地区
谷町
西谷東町
西谷西町
畑町
窪田町
吸谷町
西上野町

垣内
羽馬
谷田
木下
山下
後藤
永野

孝之
修三
一義
義視
博
敏昭
孝治

広報かさい
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後列左から（前田さん・羽馬
さん・井村さん・志方さん・
金澤さん）
前列左から（後藤さん・西岡
さん・高橋さん・森川さん）

市村町
坂元町
福居町
谷口町
吉野町
芝自治区

川嶋
後藤
藤本
山野
宮永
木下

●賀茂地区
福住東町
福住西町
山下西町
山下中町
山下東町
西横田町
東横田町
鎮岩町
岸呂町
東長町
西長町
東剣坂町
西剣坂町
中山町
大柳町
●下里地区
王子町
戸田井町
両月町
大村町
尾崎町
段下町
中西南町
中西北町
琵琶甲町
野条町
牛居町
上野田町
東野田町
東笠原町
西笠原町

敏彦
基保
文俊
富之
年郎
勇

三口町
坂本町
倉谷町
千ノ沢町
新生町
尾崎団地自治区
ﾍﾞﾙﾃﾞしもさと自治会

森井
佐藤
森本
櫻井
木村
富永
藤田

弘一
隆三
茂樹
臣義
哲夫
博夫
琢也

大﨑 善二
安田 修
衣笠 義一
黒田 明彦
荒木 良教
山本 正人
甲 俊章
三船 敏博
杉本 稔
長井 繁明
村田 富博
中本 慎一
安積 保
渡邊 義則
西岡 義信

●九会地区
中野町
田原町
網引町
南網引町
栄町
桑原田町
繁陽町
繁昌町
上宮木町
下宮木村町
下宮木町
鶉野上町
鶉野南町
鶉野中町
繁昌団地自治会

三宅 康範
田井 真一
石井 龍一
筧 重文
新木 茂美
菅野 好美
岸本 善行
下村 則雄
西村 雅彦
深田 英世
上田 征裕
森川 尚登
河合 新一
三宅 裕一
宇賀 英明

待元 義政
髙見 正男
中村 尚史
前田 和正
岩崎 克朗
久保田 和之
伊藤 文昭
髙田 正徳
村上 尚之
岸本 強
前田 太蔵
中川 勇一
古本 寛之
三宅 一裕
尾上 健

●富合地区
都染町
別府西町
別府中町
別府東町
常吉町
朝妻町
豊倉町
玉野町
山枝町
玉丘町
青野原町

菅野
西面
井村
西村
柴田
井上
岩佐
古井
玉田
井上
藤田

●多加野地区
甲和泉町

井上 光男

和弘
壽和
貞昭
賢造
康敏
貞壽
文雄
秀和
敏之
芳樹
孝一

乙和泉町
河内町
山田町
野上町
池上町
西野々町
島町
満久町
馬渡谷町
大工町
鍛治屋町
油谷町
田谷町
国正町
小印南町
青野町

水谷
鈴木
藤本
高見
頃安
阿部
横井
原田
中植
神田
松本
岡田
小川
志方
原田
繁田

保彦
三千雄
勝文
賢吾
利信
夏樹
從道
浩和
良一
賢一
力
暢章
晟範
敏泰
正幸
洋毅

●西在田地区
上若井町
下若井町
大内町
下道山町
上道山町
下万願寺町
上万願寺町

小篠 清司
柏木 久志
藤原 弘之
井之上 義邦
金澤 和正
大塚 哲徳
大豊 雅宏

●在田地区
殿原町
鴨谷町
笹倉町
中富町
越水町
北町
別所町
佐谷町
上野町
広原町
下芥田町
上芥田町

後藤 政博
青木 正彦
松井 広幸
岩国 吉典
長田 謙一
大西 良彦
津田 幸彦
馬場 嘉昭
是常 利之
内藤 悟
世良田 五男
為広 敏明

問合先／農政課☎42-8741
fax43-1802 nosei@city.kasai.lg.jp

令和 3 年の農会長の皆さん
■農会長会・会長

髙井 敏郎 （西在田地区代表農会長）

■農会長会・副会長

岡田 泰和 （北条地区代表農会長）
鴨川 孝

■賀茂地区代表農会長

横田 利秋

■下里地区代表農会長

櫻井 悟郎

■九会地区代表農会長

河合 政則

■富合地区代表農会長

菅野 一美

■多加野地区代表農会長 友藤 義則
■在田地区代表農会長
●北条地区

溝辺 智彦

（富田地区代表農会長）

後列左から（横田さん・櫻井
さん・河合さん・菅野さん・
友藤さん）
前列左から（溝辺さん・髙井
さん・岡田さん・鴨川さん）

山下西町

澤田 昌作

●九会地区

西野々町

阿部 大造

北条東

松本 正

山下中町

山下 学

中野町

柳瀬 充宏

島町

織部 義彦

北条西

井上 惠子

山下東町

別名 芳隆

田原町

木下 覚

満久町

原田 善弘

小谷

圓井 秀和

西横田町

横田 利秋

網引町

原田 實

馬渡谷町

銅玄 修平

栗田

宮脇 敏行

東横田町

後藤 敏彦

南網引町

多田 佳生

大工町

神田 一郎

横尾

山本 宏之

鎮岩町

小谷 彰雄

栄町

河合 政則

鍛治屋町

前田 大道

古坂

野田 勝美

岸呂町

杉本 行正

桑原田町

稲継 正則

油谷町

福田 隆幸

東高室

高尾 嘉宏

東長町

玉置 弘

繁陽町

長谷川 清延

田谷町

民輪 博且

西高室

高橋 秀

西長町

村田 秀樹

繁昌町

谷口 透

国正町

友藤 義則

東南

岡田 泰和

東剣坂町

中村 毅

上宮木町

西村 敏

小印南町

片岡 裕

西南

大西 達成

西剣坂町

安積 義典

下宮木村町

阿木 康之

青野町

丸岡 剛

黒駒

菅原 喜義

中山町

松本 由郎

下宮木町

岡田 毅

大柳町

小林 大助

鶉野上町

河合 仁志

●西在田地区

鶉野南町

飯尾 敏己

上若井町

鶉野中町

岩本 達哉

下若井町

松岡 柳一

大内町

福井 勇己

●富田地区

釜坂 靖介

谷町

鴨川 孝

●下里地区

西谷東町

石野 太

王子町

前田 萬逸

畑町第１

小堀 弘貴

戸田井町

高見 広幸

●富合地区

下道山町

井之上 義邦

畑町第２

木下 義浩

両月町

中村 俊一

都染町

菅野 晴行

上道山町

髙井 敏郎

畑町第３

安富 敏浩

大村町

前田 康行

別府西町

別府 好雄

下万願寺町

宮川 貞二

畑町第４

増田 隆英

尾崎町

石野 正弘

別府中町

松末 隆幸

上万願寺町

国田 徹也

窪田町

坪木 宏之

段下町

栗山 正彰

別府東町

西村 佳和

吸谷町

柏原 尚明

中西南町

伊藤 博之

常吉町

吉田 有

西上野町

岡 明博

中西北町

岩﨑 一喜

●在田地区

朝妻町

志方 正典

殿原町

溝辺 智彦

市村町

川嶋 智裕

琵琶甲町

内田 英樹

豊倉町

高見 光

鴨谷町

高田 正

坂元町第１

大谷 陽祐

野条町

蓬莱 辰也

玉野町

西脇 稔晃

笹倉町

甘中 直樹

坂元町第２

小林 孝昌

牛居町

前田 吉博

山枝町

菅野 一美

中富町

仲田 高幸

福居町第１

小東 剛

上野田町

中川 勇

玉丘町

井上 誠一

越水町

長田 崇

福居町第２

伊賀 友紀

東野田町

本多 義文

青野原町

亀井 秀郎

北町

南 三喜男

福居町第３

荒木 信也

東笠原町

内藤 暢

別所町

青木 利文

福居町第４

古川 裕之

西笠原町

佐伯 政敏

●多加野地区

佐谷町

高見 義人

谷口町

尾国 桂三

三口町川北

稲岡 進

甲和泉町

伊藤 弘美

上野町

能瀬 一宏

吉野町

田中 正智

三口町北浦

森井 典男

乙和泉町

高橋 利彰

広原町

宮崎 勝司

三口町上所

西岡 悟

河内町

内藤 茂之

下芥田町

宮崎 忠彦

上芥田町

立脇 弘彦

●賀茂地区

坂本町

浅見 幸生

山田町

奥畑 一郎

福住東町

西井 稔

倉谷町

五百蔵 吉治

野上町

高見 和秀

福住西町

安田 敏行

千ノ沢町

櫻井 悟郎

池上町

内橋 忠己
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問合先／ふるさと創造課（区長）☎42-8706
農政課（農会長）☎42-8741

住みよい地域社会づくりに貢献

2 月 6 日に健康福祉会館で開催された区長会・農会長会総会で、明るく住みよい地域社会づくりのため、長い間、区長や
農会長を務められ、退任された方々に「市長感謝状」をお贈りしました。 本年度につきましては、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、前区長会会長の西川利彦様、前農会長会長の後藤司様に代表して受領していただきました。
●区長

●農会長

氏名

町名

在職年数など

西川 利彦

朝妻町

2 年（富合地区代表 1 年）
R 2 年 区長会・会長

渕脇 英義

鶉野中町

4 年（九会地区代表 1 年）
H30 年 区長会・副会長

大塩 稔浩

池上町

西門 道雄

北条町横尾 4 年（北条地区代表 1 年）

後藤 倫明

繁昌町

4 年（九会地区代表 1 年）

森井 敏

三口町

2 年（下里地区代表 1 年）

小牧 益雄

下芥田町

2 年（在田地区代表 1 年）

増田 佳紀

繁陽町

5年

内藤 正則

北条町栗田 4 年

荒木 武彦

吉野町

2 年（多加野地区代表 1 年）
R 2 年区長会・ 副会長

4年

今峰 利己

山下中町

4年

高見 昌弘

戸田井町

4年

中村 鎭夫

中野町

4年

九會田 要

下宮木町

4年

高橋 求

中富町

4年

氏名

農会名

後藤 司

吸谷町

在職年数など
2 年（Ｒ 2 年農会長会・会長）

山本 直樹 西南
山端 稔

2 年（北条地区代表 1 年）

繁昌町

4 年（九会地区代表 1 年）

繁田 知明 別府東町

4 年（富合地区代表 1 年）

阿部 大造 西野々町

2 年（多加野地区代表 1 年）

深山 義人 広原町

4 年（在田地区代表 1 年）

水田 正喜 横尾

4年

小林 義彦 坂元町第２

4年

柏原 克哉 福居町第２

4年

山下 秀昭 山下中町

4年

森井 弘一 三口町北浦

7年

小谷 満好 繁陽町

5年

田中 修一 上宮木町

4年

宮﨑 和男 鶉野中町

4年

退任された西川前区長会長

より良い地域づくりに貢献された皆さん

退任された後藤前農会長会長

問合先／秘書課 ☎42-8701
fax43-0291 hisho@city.kasai.lg.jp

次の皆さんが、兵庫県から表彰されました。おめでとうございました。
氏名・団体名
玉田 啓子（鶉野町）
藤原 小夜子（北条町古坂）

自治賞

三枝 徳明（北条町古坂）

活動内容
加西市連合婦人会役員等として、地域福祉の増進のためのさまざまなボランティア活
動を積極的に展開するなど、住みよい地域社会づくりに貢献
民生委員・児童委員として、住民の相談・援助に努め、明るい社会づくりに貢献
（一社）兵庫県宅地建物取引業協会北播磨支部幹事として、地域住民の不動産取引に
かかる良き相談相手となり、公正な取引に努めるとともに、会の円滑な運営ならびに
後進の指導育成に尽力するなど、宅地建物取引業界の健全化に貢献

岡田 まゆみ（青野町）
岸本 好子（繁昌町）
谷口 文代（繁昌町）
中村 千江美（西剣坂町）

加西市連合婦人会役員等として、地域ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化や子育て支援活動等に尽力

前川 祥子（網引町）
こうのとり賞

森本 裕美子（倉谷町）
横川 まゆみ（繁昌町）
市浦 央子（鶉野町）
深田 きよみ（尾崎町）
内田 みゆき（琵琶甲町）

くすのき賞
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広報かさい

加西市更生保護女性会役員等として、地域の犯罪予防活動や更生保護思想の普及啓発
に尽力
幼児・児童に絵本の読み聞かせを行うなど、子どもの健全育成に尽力

日笠 一幸（網引町）

配食サービス事業の配達ボランティアとして、ひとり暮らし高齢者等へ給食を届ける
とともに、高齢者と会話するなど高齢者福祉の向上に尽力

雅の会

高齢者施設等への民謡や舞踏等の芸能訪問活動を通して、地域福祉活動に尽力

アスティアかさい花壇管理

2021.3 月号

「ひょうごアドプト」の合意書を締結し、主要地方道三木宍粟線の北条交番前からｱｽﾃ
ｨｱかさい前に設置したﾌﾟﾗﾝﾀｰの花卉植栽管理を行うなど美しい地域づくりに貢献

問合先／税務課☎42-8712
fax42-5700 zeimu@city.kasai.lg.jp

軽自動車税種別割のお知らせ
賦課期日（4 月 1 日）現在、市内に主たる定置場の
ある原動機付自転車・軽自動車等を所有している方は、
軽自動車税種別割を納めていただきます。
4 月 2 日以降に譲渡・
廃車の手続きをしても 4
月 1 日現在の所有者が納
税義務者となり、年税額
を納めていただく必要が
あります。
●経年車重課について
三輪および四輪以上の軽自動車について、最初の新規
検査から 13 年経過した車両は、標準税率より高い重課
税率が適用されます。令和 3 年度は、平成 20 年 3 月
31 日以前に最初の新規検査を行った車両が対象です。
（例）四輪軽自動車（乗用・自家用）の場合：
7,200 円→ 12,900 円
●農耕作業用自動車の登録について
農耕作業用自動車（トラクター等）で乗用可能なもの
は、道路の走行の有無にかかわらず、軽自動車税種別割
の対象となり、ナンバー登録が義務付けられています。

●減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
戦傷病者手帳をお持ちの方または生計を一にする方が所
有・運転する場合等は、申請により軽自動車税種別割の
減免を受けることができます。令和 3 年度分の新規減
免を受ける場合は、5 月 31 日（月）までに申請が必要
です。
●登録・廃車・名義変更等の手続き先について
軽自動車の登録・廃車・名義変更等は、以下で手続き
してください。年度末は窓口が非常に混雑するため、比
較的混雑の少ない 3 月中旬までにお済ませください。
車種
原動機付自転車
小型特殊自動車
3 輪以上の
軽自動車

手続き・問合先
加西市役所税務課
加西市北条町横尾 1000
TEL：0790-42-8712
軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
姫路市飾磨区中島福路町 3313
TEL：050-3816-1848

神戸運輸管理部姫路自動車検査登録事務所
2 輪の軽自動車
姫路市飾磨区中島福路町 3322
2 輪の小型自動車
TEL：050-5540-2067
※詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合先／税務課☎42-8713
fax42-5700 zeimu@city.kasai.lg.jp

4 月より固定資産課税台帳の縦覧

加西市で課税している土地・家屋の評価額などを記載した帳簿の縦覧を市役所 2 階税務課で行います。
●縦覧について
固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等の縦覧帳簿を縦覧することで、他の土地や家屋と比較して自身の資産が適
正かどうかを確認できます。
対象／固定資産税の納税者本人または代理人（納税者本人と同居されていない方は委任状が必要）
縦覧期間／ 4 月 1 日（木）～ 4 月 30 日（金）※平日 8:30 ～ 17:15
縦覧方法／コンピューターを使った縦覧です。操作方法等は税務課職員にお尋ねください。

65 歳以上の介護保険料のお知らせ
現在、普通徴収（納付書または口座振替）により介護

問合先／長寿介護課 ☎42-8788
fax42-8955 kaigo@city.kasai.lg.jp

●特別徴収に移行する方

保険料を納付されてい

令和 2 年 4 月から 9 月の間に次の㋐～㋒いずれかに

る方で、右に該当する

該当し、かつ年額 18 万円以上の老齢（退職）年金、障

方 は、4 月 支 給 の 年 金

害年金または遺族年金を受給されている方が対象です。

から介護保険料の特別

㋐ 65 歳以上で年金給付を新たに受けることになった方

徴収（年金からの天引

㋑年金給付を受けている方で、65 歳になられた方

き）が始まります。

㋒市内に転入の届出を行った 65 歳以上の方
広報かさい
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問合先／秘書課☎42-8701
fax43-0291 hisho@city.kasai.lg.jp

今後の活躍を期待して

「加西市さわやか市民賞」は、芸術、スポーツ等の分野において輝かしい成果をおさめ、市のイメージアップに寄与
した個人や団体の功績をたたえるものです。今回、中前宙さん（大阪大谷大学 2 年）と松尾卓磨さん（泉中学校 3 年）
に「加西市さわやか市民賞」をお贈りしました。
中前さんは、令和 2 年 9 月に大蔵海岸公園海水浴場で開
催された「第 32 回全日本ビーチバレーボール大学男女選手
権大会」に出場し、見事第 3 位となりました。「将来は、ビー
チバレーでオリンピックの舞台に立ちたいです」と力強く
語られました。
松尾さんは、兵庫県交通安全協会主催の令和 2 年度児童・
生徒交通安全ポスターコンクールにおいて、県下応募総数
5,702 点の中から最優秀賞である県知事賞を受賞しました。
「ポジティブなイメージを訴えたいと思い描いた。これから
も絵はずっと描いていきたい」と話されました。

▲左から 松尾さん、西村市長、中前さん

加西病院のコーナー
ガラガラ、ねちゃねちゃ

☎42-2200

でいるマイボーム腺という油を出す装置も年齢ととも

起床時に目が「ねちゃねちゃ」している、目ヤニが

に劣化します。この油は涙を乾燥させにくくするため

目頭に固まりでこびりついている、びっちりで目が開

のものですが、若いときよりも質が劣化します。コク

けられない、指でまぶたを無理やり

があって、キレが悪い油になって、まぶたの縁にこび

開けたという事はありませんか？ま

りやすく、「ねちゃねちゃ」の原因となり、乾燥もし

た、起きたら目が「ガラガラ」する、

やすくなります。

痛いという経験は？日中でも「ガラ

若返ることはできませんが、日ごろの手入れで、こ

ガラ」したり、逆まつ毛かな？とい

れらの症状は軽くなります。まず、涙の量の減少に対

う感覚は？

しては、点眼で水分を輸入することです。回数やタイ

高齢の方に多く、特に冬場に多くなります。このほ

ミングは各自によって違うでしょう。日によって違っ

とんどがドライアイです。空気の乾燥する冬の時期、

てもかまいません。乾燥対策として部屋の加湿をする、

寒いから暖房をつけて、換気はあまりしない、加湿器

ＴＶやパソコン作業に休憩時間を入れるなどの工夫が

は使っていない、TV やパソコンを長時間という生活

いいでしょう。劣化した油対策はまぶたを温める方法

をしていませんか？今、述べたことは全て乾燥を助長

があります。40℃ほどの温度で、この油は溶けます

する行動です。

ので、入浴中に温かいタオルで 1 分間ほど、軽くま

年齢とともに、涙の生産量が減ります。当然、目の

ぶたを揉むのもいいですし、小豆を使った目を温める

表面が乾きやすくなります。乾くと、本来、
「すべすべ」

グッズも売られています。日々続けると徐々に効果が

の表面が荒れて、「ざらざら」になります。これを神

でる人が多いようです。洗顔は顔を縦に洗うだけでな

経が察知して、「ざらざら」度によって、さまざまな

く、まぶたの縁は軽く閉じた状態で横に洗うのがいい

症状（警告音）を出します。「かゆい」、
「乾燥する」、
「ゴ

でしょう。

ロゴロする」、「目ヤニが出る」、「痛い」、「まぶしい」、

加齢って、うれしくないですが、ぼやいたり、愚

「涙が出る」などです。
「かゆい」とアレルギーかな？「目

痴を言ってても自分も周囲も楽しくありません。
「な

ヤニ」がでると結膜炎かな？と短絡的に判断される方

ぜ？」を知り、手入れや工夫をすることで、
「それなり」

も多いようです。

に抑えて、他の楽しいことを、もっと楽しみましょう。

涙の量が減るだけでなく、上下のまぶたの縁に並ん
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（眼科部長

坂井譲）

マイナンバーカードを取得されていない方へ

問合先／市民課 ☎42-8720
fax43-8045 shimin@city.kasai.lg.jp

マイナンバーカード普及促進のため、カードをお持ちでない方に対し、総務省が QR コード付きのマイナンバーカー
ド申請書を１月から３月にかけて順次発送しています。マイナンバーカードの交付を希望される方は、今回送付される
QR コード付き申請書を使って、郵送やインターネットか
ら地方公共団体情報システム機構へ申請してください（市
民課窓口でも申請できます）。

マイナンバーカード申請・受取の休日窓口
マイナンバーカードの申請・受け取り、電子証明書の

●下記の方には申請書が送付されません
１．令和 2 年 10 月 31 日時点で 75 歳以上の方

発行・有効期限更新のための休日窓口を開設しています。
マイナンバーカード申請のための顔写真は、窓口で無料

２．令和 2 年中に出生、国外転入等により、通知カー

デジカメ撮影しています。

ドまたは個人番号通知書が郵送された方

●場所：市役所庁舎１階市民課窓口

●注意：市民課窓口でカードを交付する準備ができた方
に対し、交付案内を郵送しますが、申請から交付する準
備ができるまで 1 か月半から 2 か月程度かかります。

●休日開庁：3/13 ㊏、3/28 ㊐

各日 9:00 ～ 16:00

※休日開庁日は、正面玄関は施錠しているため、庁舎東
側の通用口からお入りください。

マイナポイントの対象期間が延長
令和 3 年 3 月末までにマイナンバーカードを申請すれば、令和 3 年 9 月末までのマイナポイントの申込と決済サ
ービスの利用によりマイナポイントが取得可能になりました。3 月末までにカードを申請済であれば、カードの取得
は 4 月以降でも大丈夫です。

マイナポイント支援窓口のご案内

問合先／産業振興課 ☎42-8740
マイナポイント支援窓口専用ﾀﾞｲﾔﾙ☎42-8737

マイナポイントの申し込みは、パソコンや一部のスマートフォンから誰でも簡単に行うことができますが、支援が必要な
方向けの窓口を設置しております。
●場所：市役所庁舎 1 階 19 番窓口
（上下水道お客様センター横）
●時間：平日

8:30 ～ 17:15

※ 12:00 ～ 13:00 除く

返還している奨学金を 1/3 補助
加西市では、定住促進のため、市内に居住している市
民が返還した奨学金の一部を補助しています（加西市
UJI ターン促進補助金交付制度）。
令和 3 年度の申請を次のとおり受付けます（郵送・
オンライン申請可）。
●補助金額／前年度中に返還した奨学金の 1/3（ただ
し上限は 10 万円とし、前年度の住民登録期間が 1 年未
満の場合は、住民登録の月数で按分）
●受付期間／ 4 月 1 日㊍から 4 月 30 日㊎まで
※継続して申請される方も再度申請してください。

休日開庁日のお知らせ
●休日開庁：3/13 ㊏ 28 ㊐

各日 9:00 ～ 16:00

※休日開庁日は、正面玄関は施錠しているため、庁舎東
側の通用口からお入りください。

問合先／人口増政策課 ☎42-8700
fax43-1800 jinko@city.kasai.lg.jp

●対象者／次の要件を全て満たす方
①平成 24 年 4 月 1 日以降から奨学金の返還を開始、
または 24 年 4 月 1 日以降に加西市に住民登録した方で、
引き続き住民登録があり、居住している方
②月賦、半年賦、年賦で奨学金（返還期間が 9 年以上
のもの）の返還を行い、滞納していない方
③前年の所得金額が 300 万円未満の方
④市税等の滞納がない方
※詳しくは市ホームページでご確認ください。
※ 4 月からオンラインでの申請が可能になりました。
オンライン申請用フォーム

広報かさい
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問合先／こども未来課 ☎42-8726
fax42-8731 kodomo@city.kasai.lg.jp

幼稚園・認可外保育施設等に通う予定の方へ
令和 3 年 4 月以降に右のサービ
スを利用する３～５歳児、住民税非

No

給付の対象になります。施設等利用

② 幼稚園の預かり保育事業

給付認定の申請をしてください（市
外にお住まいの方は、居住する市町
サービスは保育の必要性の認定が必
要です。

3 ～ 5 歳児
0 ～ 2 歳児

37,000 円 / 月を上限に支給
42,000 円 / 月を上限に支給

※③：県に届出している施設に限る（市内該当施設：みつばち保育園、さるびあ
保育園、医療福祉ｾﾝﾀｰきずな）。認可外保育施設のほか、保育所等の一時預かり事業、
病児・病後児保育事業、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業の利用を含む。

＜②③を利用の方＞

●受付期間／ 3 月 10 日（水）～ 3 月 26 日（金）
※年度途中からの利用は、利用開始前月の 20 日までに
申請してください。
●受付場所／こども未来課（議会棟 1 階）
●必要なもの

子育てのための施設等利用給付認定申請書、勤務証明書兼
保育を必要とする状況確認書等、保育所等利用申し込み等
の不実施にかかる理由書（③利用の方のみ）、本人確認書
類（個人番号カード

等）

●注意事項
・申請書類は、市ホームページ、こども未来課で配布して

＜①を利用の方＞
子育てのための施設等利用給付認定申請書、本人確認書
等）

います。
・市外の施設、事業所を利用される場合でも、加西市で認
定を行います。

不育症治療費助成の申請はお済みですか？
不育症（2 回以上の流産や死産など）の検査・治
療を受けられたご夫婦に対して、経済的負担を軽減

問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
fax42-7521 kenko@city.kasai.lg.jp

●対象経費／医療機関で受けた医療保険が適用されない不育
症の検査・治療の費用（加西市に住所を有する期間分）

するため、治療費を助成しています。

●申請方法／①～④を健康課へ持参または郵送して下さい。

●対象／①～③の全てを満たす方

②不育症治療費助成事業受診等証明書と薬局用の同証明書

①加西市に住所を有し、法律上婚姻をしている夫婦

③医療機関が発行する領収書

②検査または治療開始時の妻の年齢が 43 歳未満
※令和 2 年度のみ新型コロナウイルスの感染防止
のため治療を延期したものに限り、妻の年齢を 44
歳未満とします。
③夫婦の前年所得額が 730 万円未満
●助成額／上限 15 万円

①不育症治療費助成事業申請書

④夫婦の所得を証明する書類（所得証明書など）
※①②の様式は、市ホームページでもダウンロード可能
※郵送の場合は本人確認書類（免許書、マイナンバーカード
等の写し）が必要
●申請期限／ 3 月 31 日（水）まで
※令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月までの治療費が対象です。
※年度をまたぐ治療についてはご相談下さい。

広告
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25,700 円 / 月を上限に支給
（国立幼稚園は上限 8,700 円 / 月）
11,300 円 / 月を上限に支給

③ 認可外保育施設 等

■申請の受付について

類（個人番号カード

内容

① 幼稚園 ( 新制度移行園を除く )

課税世帯の０～２歳児が施設等利用

村に申請してください）。※②③の

主な対象サービス

広告

広報かさい

図書館のイベント・映画会を開催

2021.3 月号

問合先／図書館 ☎42-3722
fax45-3133 tosho@city.kasai.lg.jp

としょかん映画会「マチネの終わりに」
東京、パリ、ニューヨークを舞台に音楽家とジャーナリストの愛の物語を描いた芥
川賞作家・平野啓一郎の同名ベストセラー小説を福山雅治、石田ゆり子主演で映画化。
※図書館カードをお持ちの方限定です。お持ちでない方は当日までに図書館で発行手
続きをお願いします。
●日時／ 3 月 22 日 ( 月 )、23 日 ( 火 )、24 日 ( 水 )、25 日 ( 木 )
13:30 ～ 16:55（13:00 開場）
●場所／アスティアかさい 3F 多目的ホール
●定員／各日先着 40 名（無料）※要予約

●えほんのひろば
～初めての方もお気軽にどうぞ～
日時：3/11、18 ㊍ 11:00 ～約 20 分
対象：0 歳～（乳幼児向け）
定員：先着 6 組（要予約）
テーマ：「はるがきたよ」（春に読みた
い絵本）
●おはなしひろば～もうすぐ春のまき～

図書・雑誌の貸出・返却はセルフサービスとなります
図書館の貸出・返却カウンターに自動貸出機２台、自動返却機１台
を設置しました。
自動貸出機は、最近スーパー等でも増えているセルフレジのような
もので、利用者自らが簡単に貸出処理を行うことができます。自動返
却機も借りた本をカウンターの専用ポストに入れるだけで返却処理が
完了します。

パネルシアター『ねこのおいしゃさん』

利用者、図書館職員の間で非接触での貸出・返却ができ、ソーシャ

や手遊び・絵本の読み聞かせもあるよ。

ルディスタンス（社会的距離）を充分保つことによりウイルス等の感

お楽しみに！

染リスクの低減を図ります。また、利用者自ら貸出・返却を行うこと

日時：3/14 ㊐ 10:30 ～

40 分程度

で、プライバシー保護も実現することから、従来よりも気軽に本を借

場所：図書館おはなしの部屋

りることができます。

定員：先着 10 名 ( どなたでも参加でき

※ CD・DVD 等の AV 資料は従来通り、貸出・返却カウンターでの取り扱いとな

ます )

ります。
※機器導入に伴い、従前の図書館バッグ貸出サービスは終了します。

● 3 月の館内作品展示
オープンギャラリー

■簡単な貸出処理の流れ

「元気の喜び（漢字と書）」

①図書館カードのバーコードを読取り
面にかざしてください
②タッチパネルに借りたい冊数を入力

図書館からのお願い

してください。
③所定の位置に借りたい図書を置いて

図書館に来館の際は、必ずマスクの

ください。１度に読み取ります。

着用、検温、入り口での手指消毒をお
願いします。

自動貸出機イメージ

④貸出レシートを発行します。
以上、簡単に貸出処理が完了します。

広告
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1/13 髙井さんが花時計賞を受賞

▲花時計賞を受賞した髙井智弘さん

加西消防署加西北出張所勤務の髙井智弘さんが神戸

市長表彰「花時計賞」を受賞しました。髙井さんは、

タウントピックス

神戸市内のショッピングモールで胸痛を訴えて心肺停
止で倒れていた男性を発見し、心肺蘇生および AED

による救護活動を行い、男性の命を助けました。「表
彰を励みに、今後も救急救命士として多くの市民の命
を救えるよう尽力したいです」と話されました。

1/29 はっぴーバス運行10周年感謝状を贈呈

▲左から河尻副市長、増田正幸さん、上坂基一さん、土井勉さん

平成 23 年 2 月から西在田を中心に、通院や買い物

など地域の足を守るために運行を開始したはっぴーバ
スが今年で 10 年目を迎えました。 そこで、 利用者を

増やすための営業やバス停の管理を行っていただいて
いる NPO 法人原始人の会と、運行事業者である加西親

栄自動車㈲に、河尻副市長より感謝状とバスのフロン
トに掲示する広報用フラッグの贈呈を行いました。

広告
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1/17 ふるさと再発見ハイキング

▲高松山から北条の町並みを見下ろす参加者

歴史街道ボランティアガイド主催のふるさと再発見

ハイキングが行われ、北条町栗田の高松山ふれあいの
森を散策しました。参加者 34 人は北条町駅から熊野

神社を経て、栗田区役員の方々の先導により高松山
へ。山頂からは北条の町並みを眼下に見下ろし、下山
後は楽法寺と横尾街道を散策。ほのぼのとした心地よ
いひと時を過ごしました。

西高室土地区画整理組合

2/1 市へ寄付金を贈呈

▲高橋理事長（左）と西村市長

加西市西高室土地区画整理組合が 8 年にわたる「西

高室土地区画整理事業」を完了し、高橋理事長より市
長へ事業完了が報告されました。併せて、加西市へ約

900 万円の寄付金が贈呈されました。高橋理事長は

「事業が無事に終わり、若い世代の新しい家が次々と

建っている。寄付金はまちづくりに役立てて欲しい」
と話されました。

広告

広報かさい

2/4

北条小 卒業記念のミニ羅漢

2021.3 月号

窯出し

北 条 小 学 校 6 年 生 59 名 が、 も み や 木 ぎ れ を 使 っ

て、昔ながらの手法「野焼き」で焼き上げたミニ羅漢

約 200 体を窯出ししました。児童たちが校内の学習園
に直径約 1.8 ｍ、深さ約 40㎝に掘って作った窯で 1 月
28 日から焼いたものです。

児童たちは、熱くなった窯から灰をよけながら作品を

取り出しました。温度によって焼き色も様々な色合いに
なります。
①

北野彩芭さんは「3 体作ったが焼いている間に割れて
いた。焼き色が部位によって

違うのでおもしろい」と話し
ました。

③

2/12 富合小 大縄跳び八の字にチャレンジ

▲大縄跳びの八の字にチャレンジする児童ら

富合小学校で全校生 163 名が 10 班に分かれて大縄

④

2/13 少年野球 6年生最後のお別れ大会

▲体を張ったクロスプレーも飛び出す

伊東電機グラウンドにおいて、6 年生の最後を飾る

跳びの八の字にチャレンジしました。1 年生から 6 年

お別れ大会が開催されました。市内 5 チームが参加し、

班で目標回数を決めて記録に挑戦しました。どの班も大

切ったプレーで試合を湧かせました。また、観客席は

生まで交流を深めるために実施している活動であり、各
きな声で回数を数えて一生懸命に跳んでいました。藤田
弥侑さん（6 年） は「初めは跳べなかった 1 年生も班
で協力して跳べるようになりました」と話しました。

広告

まちの出来事

②

◀①焼き上がった作品を眺める児
童たち②窯から取り出す様子③灰
から作品の破片を選別④焼き上
がったミニ羅漢

力強いバッティングや懸命にボールを追いかける思い
ひとつひとつのプレーに一喜一憂し、最後の試合にふ
さわしい盛り上がりを見せました。試合後は 6 年生
全員にメダルが贈られました。

広告
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2021.3 月号

問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
fax42-7521 kenko@city.kasai.lg.jp

ゆうゆう会 新規会員を募集中
あなたも健康づくりの普及員として、地域貢献・社会
参加してみませんか。

■会員特典
①健康教育が受けられる！
運動指導員の指導のもと、ストレッチや脳トレなどを
実践する会員限定の「健幸塾」（月 1 回開催）に参加す

■ゆうゆう会とは
市が主催する健康づくり事業等で、市民の健康づくり
の普及活動に取り組んでいるボランティアグループで
す。ゆうゆう会では、会員同士が楽しく交流しながら健
康づくりにも取り組んでいます。

士による健康教育を受けることもできます。
②自主活動に参加できる！
会員が主体となって行う、会員限定の自主的な健康づ
くりに参加することができます（月1回開催）。

■会員募集について

③運動ポイントを獲得できる。

●対象
加西市民で健康づくりの普及推進にご協力いただける方
●定員／ 20 名

ることができます。「健幸塾」では、保健師、管理栄養

※定員になり次第、募集を終了

●登録費／無料

活動に参加し、一定の条件を満たすことで運動ポイン
ト（300ポイント）を獲得できます。※ポイントの獲得は
「加西・多可健幸アプリ」を使用した令和3年度運動ポイ
ント事業の参加者に限ります。

令和 2 年度加西市運動ポイント事業「ポイント交換のお知らせ送付について」
下記の①・②の条件を満たす方にポイント交換のお知らせを送付します。記載された指定期
間にポイント交換へお越しください。
① 2 月 28 日（日）までに、アプリ内のアカウント登録が正しくできており、事業対象者であ
ることが 2 月末時点で確認できた方
※事業対象者は「平成 13 年 4 月 1 日以前生まれの加西市に住民登録のある方」
②総保有ポイントが 1,000 ポイント以上ある方
●ポイント交換／平日対応（9:00 ～ 17:00）
窓口延長日（20:00 まで）3/24 ㊌、4/2 ㊎、4/7 ㊌、4/16 ㊎
休日対応日（9:00 ～ 17:00）3/28 ㊐、4/3 ㊏、4/11 ㊐、4/17 ㊏
●場所／健康福祉会館（総合受付）

加西・多可健幸ｱﾌﾟﾘ
ﾎｰﾑ画面

●持ち物／「加西・多可健幸アプリ」をダウンロードしているスマートフォン、受領書、運転
免許証などの本人確認ができるもの

※登録者本人のみの交換対応

●問合先／健康課（健康福祉会館内）☎㊷ 8723
お詫びと訂正
広報かさい 2 月号 7 ページ「赤十字ポスターコンクール優秀賞受賞」の内容に一部誤りがありました。ご本人様、
ご家族様、関係者様に対して深くお詫び申し上げ訂正いたします。
・受賞者名 （誤） 渡邊和 （正） 織邊和

広告
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●問合先／秘書課

広告

☎ 42-8701

広報かさい

2021.3 月号

問合先／加西市出逢いサポートセンター
☎43-1551 kasaideaisapo@gmail.com

気球に乗って婚活しよう
●日時／ 3 月 21 日（日）8:00 ～ 12:00

※受付 7:30 ～

●場所／北部公民館
●募集人数／男・女 15 名ずつ（25 ～ 45 歳）
●申込期限／ 3 月 17 日（水）
●参加費／男性 3,500 円、女性 2,500 円（出逢いサポートセンター登録者は 500 円引）

結婚希望者は、ぜひご連絡を！
加西市出逢いサポートセンターでは、婚活イベントなどを開催し、カップル成立に向け取り組んでいます。マッ
チング（お見合い事業）を始めて 3 年になります。その間、7 組がご結婚されています。成婚された方からは、
「親
身に対応してくださり大変心強かったです」などコメントもいただいています。
登録料は無料。結婚を希望される方は、ぜひ当センターまでご相談ください。※登録者数…127 名です。
（1/31 現在）

講座・イベント
映画上映「大統領の料理人」
仏官邸史上唯一の女性料理人ダニエ

ル・デルプエシュの実話をもとに、
大統領のもとで働く女性シェフの奮

かさい大好き外国人の写真展
外国人から見た加西の魅力を発信し
ます。

会場：ｱｽﾃｨｱかさい3階交流ﾌﾟﾗｻﾞ

期間：3月23日（火）～4月4日（日）
問合先：NPO法人ねひめカレッジ
☎㉝ 9455(定休日：月・金・祝)

闘を描いた映画です。規律に縛られ

た男社会の厨房で孤立しながらも、
ひたすらに料理の味を追求する女性
シェフの勇敢な姿をご覧ください。

大人のよか余暇くら部

スポーツ大会の結果
●ねひめ杯グラウンドゴルフ大会

（1/17、アクアス加西）
優勝 仲井満男

2位 山端正義

問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

自由に飛ばそう！
ねひめひろばで紙飛行機

日時：3/15（月）・16（火）13:30

スポーツ等を通じて健康づくりに取

自由に思いっきり紙飛行機を飛ばし

場所：ｱｽﾃｨｱかさい３階多目的ﾎｰﾙ

日時：3/26（金）19:00 ～ 20:30

その場でつくるのも OK、自分の紙

～（13:00 開場）
参加費：無料

定員：各 40 名※完全予約制（先着順）
受付開始：3/1（月）～

受付時間：8:30 ～ 17:00

申込 ･ 問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

広告

り組みます。

対象：20 歳～ 60 歳の方
定員：先着 20 名

※無料

開催場所：勤労者体育センター

て遊びましょう！

飛行機持参も OK です。

日時：3/7( 日 )13:30 ～ 15:30
（30 分毎入れ替え）

内容：バレーボール

定員：各時間 10 名程度

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

申込先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎㊷ 0106

持ち物：運動靴、飲み物

※予約制

（空きがあれば当日参加も可）

広告
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2021.3 月号

イオンモールウォーキング・
健康相談

運動体験会

Let’s ウォーキング

血管年齢測定等の健康相談とウォー

レクリエーションスポーツ「キン

ウォーキングを楽しみながら加西の

日時：3/15（月）10:00 ～ 12:00

日時：3/17（水）10:45 ～ 11:45

開 催 日 時：3/31（ 水 ）10:45 ～

キングを実施します。

場所：ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条 2 階ｺｽﾓｽｺｰﾄ

内容：①健康相談（体組成測定・血
管年齢測定・血圧測定・保健師によ
る健康相談）

②屋内・屋外ウォーキング

定員：①定員あり先着順※事前予約
②定員なし※申込不要

ボール」を体験しませんか。
場所：健康福祉会館

ホール

定員：先着 15 名（参加無料）
対象：どなたでも
内容：キンボール

持ち物：上履き、飲み物

申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

受付枠：10:10 ～ 10:39（7 名）
10:40 ～ 11:09（7 名）
11:40 ～ 12:00（4 名）

申込方法：① WEB（ＱＲコードか
らお申込みください）

開催日：3/12（金）

9:00 ～ 17:00 に 限 る。

（健康福祉会館

会館事

務所☎㊷ 6700）

申込開始日：3/5（金）9:00 ～

第９回
会

鐵心書道展

対象：どなたでも

内容：健康福祉会館～いこいの村～
鴨國魂神社コース

持ち物：飲み物、汗ふきタオル※動
申込先：健康福祉会館☎㊷ 6700

消 費 者 講 座「 も っ た い な
い！食べ物を大切に」

ひよこ・にわとりパン（親子参加・可）

食品ロスの現状を知り、まだ食べら

歌って健康！楽しい健康ｺｰﾗｽ！！

ら食べ物の大切さを学び、私たちに

粘土で作るお洒落な髪飾り（親子参

日時：3/19（金）13:30 ～ 15:00

開催日：3/20（土祝）

講師：NPO 法人 C･ ｷｯｽﾞ・ﾈｯﾄﾜｰｸ

開催日：3/22（月）

申込先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

開催日：3/14（日）

れるのに捨てられてしまう食べ物か

開催日：3/16（火）

できることを考えます。

加・可）

場所：アスティアかさい３階集会室

ふんわりキュートなシュークリーム

定員：20 名（受講無料）要予約

おとな可愛いパステルアート（親子

くらし

インテリア時計（タイルクラフト）

9:00 ～ 17:00

開催日：3/28（日）

※ 3/18（ 木 ）

春を感じる寄せ植え（ガーデン）

13:00 ～、3/21

開催日：3/31（水）

（日）16:00 まで

問合先：市民会館☎㊸ 0160

会場：アスティ
アかさい 3 階交
流プラザ

加西市定例教育委員会
どなたでも傍聴できます。

その他：学生展を併催

鐵心会

三宅羅山☎㊾ 0331

広告
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定員：先着 20 名（参加無料）

開催日：3/27（土）

（木）～ 21（日）

代表

集合場所：健康福祉会館

参加・可）

期：3/18

問合先：書道研究

3 月の１day 講座のご案内

【祝】文字のデコ巻き寿司

②電話・窓口※平日の

12:00（集合 10:40）※雨天中止

きやすい服装でご参加ください。

市民会館からのお知らせ

11:10 ～ 11:39（7 名）

名所を巡りませんか？

日時：3/29（月）14:00 ～

場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

広告

広報かさい

4/2 世界自閉症啓発デー
4/2 ～ 8 発達障害啓発週間
毎年 4 月 2 日が「世界自閉症啓発ﾃﾞｰ」

に決められ、今年で 13 回目を迎え

ます。いやし・希望・平穏を表す「青」
をｼﾝﾎﾞﾙｶﾗｰにして、世界各地でﾗｲﾄｱ
ｯﾌﾟなどが行われ自閉症に関する啓
発の取り組みが行われています。

加西市でも、その期間にﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ展
望台をﾌﾞﾙｰの光に

2021.3 月号

誰でも簡単に稼げる！？
インターネットでの儲け話に注意！！
【事例】
インターネット上で、「簡単に稼げる」というサイトから SNS の友達申
請をした。「１週間に１回５分の作業をするだけで誰でも簡単に稼げる」
との説明があった。何度かやり取りをし、クレジット決済をしたら、情報
が送られてきた。マニュアル通りにやってみたが、5 分の作業では終わら
ず収入も得ることは出来なかった。
【解説】
簡単にお金を稼ぐ方法等と称する情報（情報商材）がインターネットで

灯します。展望台
の光を見上げ、自

販売されており、老若男女問わず相談が寄せられています。副業サイトや

る発達障がいへの

うまい話はありません。

かにしていただき、誰もが暮らしや

相談が多くみられます。情報商材は購入するまで内容を確かめることは出

問合先：地域福祉課☎㊷ 8725

ターにご相談ください。

SNS などで「誰でも簡単に稼げる」などと説明されますが、楽に稼げる

閉症をはじめとす

広告や説明と違って情報の内容に価値がない、収入が得られないと言う

理解を深めるきっ

すい地域づくりをめざしましょう。

来ません。安易な購入はやめましょう。困った時は、加西市消費生活セン
問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30） ☎㊷ 8739
消費者ホットライン 188（局番なし 平日9:00～17:00、土日祝10:00～16:00）

転 職・ 退 職 し た 時 は 国 民
年金の手続きを忘れずに！
厚生年金保険の加入者が退職した場
合や、退職して自営業等を始めた場

朗読ボランティア入門講座

証明書自動交付機を
停止します

合には、国民年金第 1 号被保険者

正しい発声方法、アクセント、朗読

市役所正面玄関とｱｽﾃｨｱかさい、3

際、退職者に扶養されていた配偶者

視覚障がい者の皆さんに送るための

明・税証明を交付する自動交付機は、

へ切り替える必要があります。その
も、第 3 号被保険者から第 1 号被
保険者へ切り替える必要がありま

す。また、退職して配偶者の扶養と
なる条件を満たす場合には、配偶者
が勤務する会社を経由し、第 3 号

被保険者への手続きを行います。第

1 号被保険者は保険料の納付が必要
です。保険料の納付が経済的に困難
な場合には、申請して承認を受ける
と、保険料の納付が免除になるなど
の制度があります。

問合先：市民課☎㊷ 8722

加古川年金事務所☎079-427-4740

広告

などを学び、情報を CD に録音して、
基礎講座です。

日時：4/1･8･15、5/6･13・20木曜日

13:00～15:00（受付12:45）※全6回
場所：アスティアかさい会議室

対象：毎月第 1・2・3 木曜に活動
できる方

参加費：3,000 円

募集期間：3/19（金）まで

※ 5 人未満の場合は開講しません。
主催：朗読ボランティア「かしの実
グループ」

申込先：加西市社会福祉協議会
☎㊸ 8133

fax ㊷ 6658

階に設置している、住民票・印鑑証
機器更新のため、下記の期間はご利
用いただけません。ご迷惑をおかけ
しますが、よろしくお願いします。
●自動交付機停止期間
市役所正面玄関

3/18（木）9:00

から 3/21（日）終日
アスティアかさい

ら 3/21（日）終日

3/18（木）か

※ 3/18（ 木 ） は、 市 役 所 正 面 玄

関に設置している自動交付機のみ、
7:30 から 9:00 までの間はご利用い
ただくことができます。

問合先：市民課☎㊷ 8720

広告
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広報かさい

2021.3 月号

お知らせ

期限内納付にご協力を

職種：総務企画部長

令和 2 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 3 月 31 日（水）です。
問合先：税務課☎㊷ 8712

アクアスかさい 常設グラウン
ド・ゴルフコース使用中止へ
グラウンド・ゴルフの普及、振興の

所得税確定申告期限が
4月15日まで延長
令和２年分の申告所得税の申告期

限が、当初の 3 月 15 日から、4 月
15 日までに延長されましたが、市
民会館申告相談会場での確定申告相
談は、当初のとおり、3 月 15 日ま

でとなります。3 月 16 日以降の所
得税確定申告相談については社税務

ために設置した常設コースですが、
一定の役割を果たしましたので 3
なお、4 月 1 日からは芝生グラウン

ドを予約した上で引き続きプレーす
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8773

予約先：加西勤労者体育センター
☎ FAX ㊼ 1420

日時：4/25（日）8:30 ～
予備日 4/29（木・祝）

経年劣化のため損傷が激しくなった
屋台の水引幕を新調しました。今回
の事業で生まれ変わった化粧屋台

は、地元に対する愛着の醸成と地域
全体の活性化につなげていきます。
問合先：人口増政策課 ☎ 42-8700

広告

問合先：☎ 42-0036（北条鉄道：高井）

子ども体操教室参加者募集
体操の基本となる練習に加え、大型
のトランポリンを使用して楽しみな
がら運動能力を向上させます。

年中から小学 6 年生まで

場所：勤労者体育センター
講師：北条体操クラブ

問合先：加西市体育協会☎㊼ 1420

サイクルラック設置店舗募集

会場：ｱﾗｼﾞﾝｽﾀｼﾞｱﾑ（開会式）他

サイクルラックを設置していただけ

ﾁｰﾑ監督含め 20 名以内、学生不可

サイクルラック規格

推進委員に送付します。

するコミュニティ助成事業により、
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第 44 回 町 親 善 ソ フ ト
ボール大会参加チーム募集

詳しい大会要項は、区長・社会教育

を財源と

第 2 選考：面接

定員：24 名

参加資格：市内に居住の方、1 町 1

事業収入

第 1 選考：書類

参加費：5,330 円（税込）

問合先：税務課☎㊷ 8712

じの受託

勤務：週休 2 日制

レッスン日：火曜日（3 回 / 月）

募集

にて受付を行います。）

は、 宝 く

基本給：26 万円程度

16:45 ～ 17:45

は、3 月 16 日以降も市役所税務課

黒 駒 町

メント（管理職）経験のある方

ることができます。

（令和３年度市県民税申告について

黒駒化粧屋台の金糸刺繍水
引幕を復元新調

条件：64 歳未満で企業等でマネジ

月末日をもって使用中止とします。

署へお尋ねください。

社税務署☎ 0795-42-0223

北条鉄道㈱
総務企画部長を募集

参加費：1 チーム

7,000 円

申込期日：4/5（月）必着

方法：参加申込書に参加費をそえて、
下記まで

申 込・ 問 合 先： 〒 679-0107 加 西
市玉野町 1124-5

加西市体育協会

事務局☎㊼ 1420・文化・観光・ス
ポーツ課☎㊷ 8773

るお店を募集します。

サ イ ズ：( 約 ) 全 幅 180cm × 高 さ
120cm ×奥行 60cm

耐荷重：約 80kg（5 台分）
材質：木製、防腐塗装済
応募締切：3/25（木）
募集店舗：20 店舗

申込、詳細は市ホームページをご覧
ください。

問合先：文化・観光・スポーツ課
☎㊷ 8756

広告

広報かさい

健診名

乳幼児健診

2 カ月児健診

必要なもの

・マイナンバーを証明する書類

・免許証等の顔写真付本人確認書類
み）※母子手帳交付申請者のみ
健康課窓口にお越しください。

3 歳児健診

3/16 ㊋

乳幼児保健相談

3/18 ㊍

希望者

3/ 8 ㊊

4 ～ 6 カ月児の親 予 約 制 の た め、 ご
希望の方は健康課
までご連絡くださ
7 ～ 8 カ月児の親 い。 詳 細 は ホ ー ム
ページをご確認く
妊 娠 5 カ 月 以 降 ださい。
のママ

4/ 6 ㊋

3/19 ㊎

ﾊﾟﾊﾟﾏﾏｸﾗﾌﾞ

3/12 ㊎

健診実施場所：健康福祉会館
問合先：健康課☎㊷ 8723

ﾌﾟﾚﾏﾏ教室ﾊﾟｰﾄ1

4/23 ㊎

2 歳児食と歯の教室

ぜんぼうキッズ

日時：3/11（木）10:30 ～ 11:30（当日受付定員 12 組）
対象：R2.4/2 以降生まれの子どもとその親

内容：赤ちゃんとのスキンシップ遊びや親同士の交流など

●親子ドンドン体操
（マット・鉄棒など）
※要申込
（定員 20 組）
日時：3/15（月）10:30 ～ 11:30

対象：平成 28 年 4 月～平成 30 年 3 月生まれの子どもと親
※ 3/1（月）9 時から受付

●おたのしみ会 ※要申込（定員 20 組）

日時：3/22（月）10:30 ～ 11:30（0 歳から参加可能）
内容：わくわくシアターや親子で楽しむコーナー遊び
※申込は 3/1（月）9 時から受付
申込・場所：ぜんぼうキッズ（善防公民館内）

☎ FAX ㊹ 0719
※要申込（定員 12 組）

日時：3/12（金）10:30 ～ 11:15（0 歳から参加可能）
※申込は 3/1（月）9 時から受付
●母のリフレッシュ講座

※要申込（定員 12 名）

～ストレッチポールでリラックス～
日時：3/16（火）10:30 ～ 11:30

対象：産後 5 年未満の方（子ども同伴可）
※申込は 3/1（月）9 時から受付
申込・場所：ほくぶキッズ（オークタウン加西内）

広告

令和 2 年度の教室は、感染症予防のため中止とします。

こちら

☎ FAX ㊽ 3404

●母と子のリトミック教室

場
所

詳細は

●赤ちゃんのひろば（ほくぶキッズは 3/25（木）開催）

ほくぶキッズ

2021. 1 生まれ

3/ 9 ㊋

3/ 2 ㊋

受付時間：平日 8:30 ～ 17:15

わくわく子育て情報

備考

1 歳 6 カ月児健診

離乳食講習会初期
（定員 8 名）
離乳食講習会中期
（定員 8 名）

・妊娠届出書（産院でもらった方の

象

健康 福 祉 会 館

妊婦健康診査等の助成申請

3/25 ㊍

対

2020.10 生まれ 受 付 時 間 に つ い て
は、 対 象 の 方 に 個
2020.11 生まれ 別 案 内 を 送 付 し ま
す の で、 ご 確 認 く
2019. 8 生まれ ださい。
2018. 1 生まれ

4 カ月児健診

母子健康手帳の交付申請

日

2021.3 月号

愛の光キッズ

☎㊽ 2733
※要申込（先着 10 組）

●産後ダンス＆ママカフェ

あかちゃんの大好きなわらべうたに合わせて、抱っこ紐で
抱っこをしながら踊ります。お子さまの寝かしつけ、骨盤
ケア、ダイエット、ストレス発散などに効果ありです！
日時：3/5（金） 10:00 ～ 12:00
●おはなしの日

※要申込（先着 5 組）

日時：3/9（火）10:30 ～ 11:00

※要申込（先着 5 組）

●お誕生日会＆ママカフェ

☆みんなでお祝いします。お誕生児でないお子様も一緒に
どうぞ☆
日時：3/17（水） 10:30 ～ 11:30

参加費：100 円

対象：0 ～ 3 歳の未就園児親子
申込・場所：愛の光こども園

善防こども園いちごくらぶ

☎㊽ 3765

※要予約（各日 3 組）

●すくすく広場

日時：3/1（月）8（月）15（月）22（月）10:15 ～ 11:00
●体育あそび

※要予約（定員 10 組）

日時：3/2（火）10:35 ～ 11:20
持ち物：水筒・上履き（親子共）
●えいごであそぼう

※要予約（定員 3 組）

日時：3/3（水）10:15 ～ 11:00

対象：未就園児さん親子（参加費無料）
申込・場所：善防こども園

広告
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横尾歴史街道

まちなみ散歩

日からの８日間、水田家住宅（国登録有形

ふるさと再発見ハイキング

●桜の名所「ぎをん山」と「北条の宿」
桜の季節の訪れとともにはじまる「北条節句祭り」

３月
文化財・県景観形成重要建造物）を中心に、横尾

で神輿が巡業する道を辿り、ぎをん山の桜ととも

時～

時

観光案内所～大日寺～横尾歴史

参加費：３００円 保
( 険代 )
申込先：観光案内所（北条町駅内）☎㊷８８２３

街道 水
( 田家内展示鑑賞 ～
) ぎをん山～道標～福
吉区～住吉神社・酒見寺～大年神社～観光案内

コース：約 ㎞

時間：９時半集合～ 時半頃解散

集合場所：加西市観光案内所（北条町駅）

日時：４月３日（土）

に歩いてみましょう。

歴史街道では、楽しみながら通りを歩く工夫を凝
日㊐～４月４日㊐
※なるべく公共交通機関

加西風土記の里ウォーク

※当日受付可

ニュース
COCOKARA

時～

時（要予約）

時

時

時（要予約）

話

電

在

所

医療機関名

らして皆さまのお越しをお待ちしております。
期間：３月
駐車場：横尾東公園他
や徒歩でお越しください。

回

観光まちづくり協会☎㊷８７１５

問合先：水田家住宅☎㊷００５７

第

●三重の里と山下城跡散策コース
令和２年度最後の風土記ウォーク。戦国ロマンに

日（日）９時半～

● CoderDojo
加 西（ 子 供 の た め の プ ロ グ ラ ミ
ング道場）
日時：３月

日（日）

●カフェＳＱＵＡＤ（仲のいい仲間）
日時：３月

●元氣ごはん食堂

日（土） 時～

日時：３月 日（月） 時～

随時出発）

触れながら里山歩きを楽しみます。
時（受付後

播磨横田駅
※昼食持参

時～

日時：３月９日（火）※雨天中止
集合時間：
キロ

場所：北条鉄道
距離：約
参加費：無料
☎㊷８７１５

詳細は、ＳＮＳを確認ください。
問合先：ふるさと創造課☎㊷８７０６

おりた外科胃腸科医院

北 条 町

☎ 42-6000

3 月 20 日 ㊏

大杉内科医院

別 府 町

☎ 47-0023

3 月 21 日 ㊐

まえだ内科神経内科クリニック

野 上 町

☎ 45-2050

3 月 28 日 ㊐

みのりクリニック

下宮木町

☎ 49-8470

4月 4日 ㊐

西村耳鼻咽喉科

北 条 町

☎ 42-6020

加西消防署（☎ 42-0119） で確

3 月 14 日 ㊐

話で確認をしてください。

☎ 43-1444

が あ り ま す。 必 ず 医 療 機 関 に 電

北 条 町

※当直医日程は変更になる場合

坂部整形外科

※診察は 9 時から 17 時まで。

15

※北条鉄道を利用してご参加ください。

問合先：観光まちづくり協会

15 16

10

※コロナ感染症対策として、フリーハイクで開催
します。

24

14

3月 7日 ㊐

認することもできます。

12

11 13

11

12

11

28
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当直日

休日当直医
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Instagram
facebook

2021.3 月号
広報かさい

広報かさい

相

談

コ

ー

相談内容・電話番号

ナ

日

2021.3 月号

ー
時

間

場

所

子育て
健康
障がい
就労
一般

妊娠・出産・子育て応援！すくすく相談窓口 ㊷ 8723

㊊～㊎

8:30 ～ 17:15 健康福祉会館 健康課

産後ケアダイヤル 090-5041-8760

㊊～㊎

9:30 ～ 16:00 ※出産後 1 年以内の方

児童虐待・18 歳までの子育てに関する相談 ㊷ 8709

㊊～㊎

8:30 ～ 17:15 市役所 1 階家庭児童相談室

療育・養育相談（18 歳までの子をもつ保護者）㊷ 6704

㊊～㊎

9:00 ～ 17:00 健康福祉会館 児童療育室

母子・父子家庭相談 ㊷ 8709

㊊～㊎

8:30 ～ 17:15 市役所 1 階地域福祉課

いじめ・教育相談（いじめ・不登校等） ㊷ 3730

㊊～㊎

9:00 ～ 17:00 総合教育ｾﾝﾀｰ

スマイル健康相談（食生活や健康づくり等） ㊷ 6700

3/3 ㊌

13:00 ～ 14:00 健康福祉会館※予約制

こころのケア相談 0795 ㊷ 9367

3/25 ㊍

13:00 から

こころの健康相談窓口㊷ 8723

㊊～㊎

身体障害者福祉相談 ㊷ 8725

3/11 ㊍

13:30 ～ 16:00 健康福祉会館 ふれあいの間②

精神障害者福祉相談 ㊷ 8725

3/24 ㊌

13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室

知的障がい者・児福祉相談㊷ 8725

3/17 ㊌

10:00 ～ 12:00 健康福祉会館 ふれあいの間①

若者・就職氷河期世代自立支援相談
ひきこもりサポート相談 078（915）0677

3/2 ㊋ 3/16 ㊋

13:00 ～ 15:50 ｱｽﾃｨｱかさい 3 階ﾜｰｸﾙｰﾑ

就労支援員による就労相談 ㊷ 7600

㊊～㊎

10:00 ～ 17:00 ｱｽﾃｨｱかさい 4 階ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ

心配ごと相談 ㊸ 0303

3/11 ㊍

13:30 ～ 15:30 健康福祉会館

人権相談（人権問題に係る相談）㊷ 8727

3/2 ㊋ 4/6 ㊋

13:30 ～ 15:30 市民会館コミセン 1 階会議室

法務局における人権相談所 0795 ㊷ 0201

㊊～㊎

行政相談（行政に係る諸問題）㊷ 8739

3/25 ㊍

市民相談（市民の日常生活上の諸問題）㊷ 8739

㊊～㊎

法律相談 ㊷ 8706
※予約制（1 日（休日時はその翌日）より）

3/18 ㊍

ＤＶ相談（電話・来所相談）㊷ 8736

㊊～㊎

9:00 ～ 17:00 ※電話でお問い合わせください

高齢者・認知症相談 ㊸1281※認知症相談は3/2㊋4/6㊋

㊊～㊎

8:30 ～ 17:15 市社会福祉協議会 地域支援室

外国人生活相談と外国人に関する相談 ㉝ 9455

㊐㊋㊌㊍㊏ ※通訳あり

9:00 ～ 18:00

税理士による無料税務相談※予約不要 ㊷ 3486

4/1 ㊍

8:30 ～ 17:15 健康福祉会館 健康課

8:30 ～ 17:15 神戸地方法務局社支局
13:30 ～ 15:30 ｱｽﾃｨｱかさい 3 階ﾜｰｸﾙｰﾑ
9:00 ～ 16:30 ｱｽﾃｨｱかさい 3 階市民相談室
13:00 ～ 16:00 ｱｽﾃｨｱかさい 3 階ﾜｰｸﾙｰﾑ

年齢

喪主

町名

氏名

年齢

ｱｽﾃｨｱかさい 2 階ねひめｶﾚｯｼﾞ
※予約制

13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

おくやみ
氏名

加東健康福祉事務所※予約制

喪主

※敬称略。1/9 ～ 2/5届出順・掲載承諾者のみ

町名

氏名

年齢

喪主

町名

個人情報の取り扱いに配慮し、市ホームページに
掲載する広報かさい PDF の「おくやみ」欄の内
容は割愛させていただきます。ご了承ください。

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」に掲載を希望される方は、ふるさと創造部秘書課（☎㊷8701）
まで。
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広報かさい

2021.3 月号

問合先／気球の飛ぶまち加西推進委員会事務局
☎42-8756fax42-8745 kikyu@city.kasai.lg.jp

イオンで気球搭乗体験を開催
■ AEON BALLOON CARNIVAL in Spring
搭乗チケット抽選予約受付中
●日時：3/27（土）17:00 ～ 19:30
●場所：イオンモール加西北条

■春休み気球教室
開催日：3/26（金）10:00、13:00、15:00（30 分程度）
■気球の飛ぶまち絵画コンクール
開催期間：3/20（祝・土）～ 28（日）

北側駐車場

場所：サルビアコート

小人 1,000 円（3 歳以下無料）※当日徴収
●申込方法：抽選予約フォームからお申込みください。
●予約受付締切：3/15（月）※定員 150 名
当選結果はメールでお知らせします。
詳細は市ホームページをご覧ください。

と

び

だ

せ

！

か

さ

い

っ

子

掲載写真大募集

広報かさいにお子さまの写真を掲載しませんか？
5 月号より広報かさいの全面リニューアルを予定してい
ます。新企画として、「とびだせ！かさいっ子」と題し、

パンチ穴を開けられる場合はこちらを中心に合わせてください

●体験料：大人 2,000 円（18 歳以上）

お子さまの写真を掲載していただける方を募集していま
す。我が子の笑顔を皆さんに届けてみませんか？
たくさんの投稿をお待ちしております。
たくさんのかさいっ子

コーナー概要

をお待ちしています。

お子さまの写真で、まちに笑顔と元気を届けます。
写真、名前、年齢、町名とメッセージを掲載します。
＜申込方法＞
電子メールで、秘書課（hisho@city.kasai.lg.jp）宛てに
次のとおりお申込みください。下記の QR コードを使うと簡
単に応募できます。
○メール件名／とびだせ！かさいっ子写真掲載希望
○メール本文／①お子さまの名前（ふりがな）
②生年月日

③年齢

④性別

⑤住所

⑥連絡先

⑦お子さまへのメッセージ

○顔全体が写っている写真をご準備ください。
○掲載号は、お申込みいただいた月の翌々月号以降に
順次掲載します。応募多数の場合は抽選となります。
○ 1 枚の写真に兄弟姉妹の同時掲載は可能です。そ
の際は、兄弟姉妹の情報をメール本文に記入してく
ださい。ただし、メッセージは 1 つとさせていた
だきます。
○写真のデータ容量は 300KB ～ 5MB

※全角 30 文字以内

○紙面に合わせてトリミングする場合があります。

○添付ファイル／

○写真の返却は不可です。

お子さまの写真データ（jpg）1 点

KASAI データバンク

＜注意点＞

▲応募はこちらから

○本コーナーは一人につき 1 回の掲載とします。

R3.1.31 現在（前月比）

人口 /43,393（-85）
男 /21,304（-31）
世帯数 /18,275（-27） 1 月の出生数 /11 人

女 /22,089（-54）
死亡数 /63 人

● 3/3、10、17、24、31 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）

● 加西市の市外局番は0790です。誌面では省略しています。
● 加西市 HP

http://www.city.kasai.hyogo.jp

発行 / 加西市
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地 ☎0790㊷1110（代）
編集 / ふるさと創造部秘書課

☎0790㊷8701 fax0790㊸0291

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

●対象／小学校入学前のお子さま（市内在住者に限ります）

