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表紙の写真（市内の美しい花や風景など）を
募集しています。詳しくは経営戦略室まで。

赤蕎麦の花（窪田町）　金鹿孝彦さん提供
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地上デジタル放送（地デジ）って何？

　今までのテレビ放送よりもきれいな映像が楽しめる放送が可能になります。画面の番組表に従って見たい番組
を簡単に選んだり、豊富な情報番組の中から関心のある情報を簡単に選べるなど、暮らしに役立つさまざまな番
組が楽しめます。

なぜ、テレビ放送をデジタル化するのですか？

　地デジ放送は、より進んだ放送ができるだけでな
く、電波を有効に使うことができます。携帯電話な
ど、電波の使い道が増えたため、テレビ放送を地デ
ジに切り替えることになりました。皆様のご協力を
お願いいたします。

2011年（平成 23年）7月 24日までにアナログ放送は終了します。
それ以降アナログテレビについてはデジタルチューナーなどを取り付けなければ視聴できなくなります。

我が家は地デジの受信エリアに入っていますか？

　市内にはすでに視聴できるエリアと視聴できない
エリアの両方があります。ご自宅のテレビアンテナ
の向く方向（三木、福崎）によって受信エリアが異
なります。三木、姫路、神戸の中継局はすでに開局
していますが、福崎中継局の開局は 2008 年（月日
未定）の開局までお待ちください。詳しくは市WEB
サイトを参照ください。

地デジは､ どうすれば見ることができますか？

　地上デジタル放送は、ＵＨＦアンテナを設置し、地
上デジタル放送対応テレビまたはデジタルチューナー
を設置すれば見ることができます。（ただし、現在使
用している UHF アンテナは、そのまま利用可能かど
うか確認が必要です。）

今のテレビ放送が見れなくなるって本当ですか？

現在、共同受信施設でテレビを見ていますが、
地デジ対応は可能ですか？

　山間部など地理的に電波状態が弱く、共同受信アン
テナを利用している地域でも、地デジ用のアンテナを
建てれば受信できる場合もあります。市内には３０数
箇所のテレビ難視聴対策による共同アンテナがありま
すが、今年度内に利用実態の調査と地デジ対応の状況
確認を行う予定です。

2003年 12月 2007年 2011年

アナログ放送

アナログ放送

デジタル放送

デジタル放送

アナログハイビジョン放送

2011年
7月 24日までに終了

2007年
9月終了

2011年
までに終了放

送

B
S

地
上
放
送

す
べ
て
の
テ
レ
ビ
放
送
は
デ
ジ
タ
ル
へ

「加西の論点」に関するお問合わせ・ご提案は経営戦略室まで
☎ 42 8700　　E-mail：keiei@city.kasai.hyogo.jp

地上デジタル放送
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整備に向けての課題

　今後、企業活動においても、市民生活においても
高品質の通信の重要性と需要はますます高まると予
想され、市域内の光ファイバー網の整備は大変重要
な課題です。改革マニフェストの中でも取り組むべ
き問題として位置づけており、従来から検討を重ね
ているところですが、残念ながら、加西市において
は、その地理特性（市域の広さ・集落の点在）と採
算性の問題から、民間事業者による光ファイバー網
の整備は近隣地域と比較してもかなり遅れており、
また、行政が整備するとしても莫大な費用を要する
ことが、その実現を大変難しくしています。

今後の取り組み

　市では、市民の皆さんのニーズ等を調査しながら、
電子自治体サービスの利用対策、産業振興対策、コ
ミュニティ対策、防災対策、地上デジタル放送対策
など、様々な観点から、その整備可能性と手法を研
究し、関係事業者とともに協議をすすめ、全地域に
おいて光ファイバー接続のサービスが提供されるよ
う検討を重ね、１日でも早い実現を目指します。

光ファイバー接続って何？

　光ファイバーは光で信号をやり取りするためのケーブルで、高速かつ高品質なデータ通信が可能です。このため、
映画やスポーツ、音楽などの動画作品のように、より高速な通信速度を必要とするインターネットの利用環境を
整備するには、大変有効な接続方式です。

　左の図は総務省が公表している全国ブロードバン
ドマップをもとに、兵庫県内において光ファイバー
による通信サービス可能地域を表したものです。

市内でも地域格差！ 通信基盤の整備状況は？

光ファイバー接続利用可能世帯率

加西市
約 37%

兵庫県

 88.1%
全　国
71.3%

加西の論点③
加西市の通信と放送
光ファイバー網整備と地上デジタル放送の現状

平成１９年６月末現在
光ファイバー接続利用可能地域

※ ※

※兵庫県企画管理部教育・情報局情報政策課　
　「ブロードバンド 100％整備プログラム」最終総括より

光ファイバー網整備ファイバー網整備ファイバー網整備

改革マニフェスト No.24
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　加西市で民間通信事業者がインターネットの光
ファイバー接続のサービスを提供している地域は北
条地区と富田地区のみで、全世帯の約３７％が利用
可能世帯となっています。兵庫県全体の利用可能世
帯が８８．１％であり、加西市は光ファイバー網の
整備が非常に遅れているのが現状です。

　社会基盤としてますます重要な意味を持っインターネット。将来の大容量の
情報のやり取りには、高速なデータ通信が必要です。しかし、加西市では光ファ
イバー接続が可能な地域は非常に限定的です。今後の発展のためにはその基盤
整備が不可欠です。



⑤Dance in 加西★国際交流まつり
日時：11/4（日）　 10：00 ～ 15：00
内容：国際交流事業　加西★国際交
流まつりで地域交流センター・公民
館登録団体が舞台演出!!
場所：善防公民館　
参加費：無料　　定員：なし
問合先：地域交流センター☎420106
　善防公民館　☎482643

①ねひめふれあいステージ＋WS
日程：11/6( 火)、11/15（木）　オリ
ジナルテーマにあわせた体操＆はば
タンもオリジナル体操!?　後半はち
びっ子達用のダンスワークショップ
開催。
時間：10時～ 12時　
場所：多目的ホール　定員：30組　
対象：0歳から未就学のお子さんと
その家族
10/24（水）午前9時より電話受付

②クリックからはじめよう！！
日時：11/1（木）、11/2（金）
　　　10：00 ～ 12：00
対象：パソコンに興味があるがク
リックなど基本操作や用語がわから
ない方。二日間通して受講できる方。
内容：ワープロソフトやインター
ネット検索などを通じてパソコンの
基本操作をレクチャーします。
定員：8名　     場所：OA ルーム　
参加費：無料
10/23（火）午前9時より電話受付

③Country Rabbit 
日時：10/20（土）～ 10/21（日）
時間：10：00 ～ 15：00
対 象： 登 録 団 体Country Rabbit　
OneDayShop ＆手作り教室
内容： 10/20（土）手作り教室　
　10/21（日）展示販売
場所：交流プラザ （一部） 21（日）は
健康フェアとコラボ。

＊＊＊公民館＆地域交流センター 
　　　　　　　　コラボ事業＊＊＊
④おーい！ちびっ子集まれ
日時：10/31（水）　　10:00 ～ 11:30
対象：0歳以上の子どもとその保護者
内容：体操　①パチパチマン体操②
手あそびとパネルシアター③ジャン
ボしゃぼん玉で遊ぼう 講師：高見の
じいちゃん④ダンスのお兄さんとは
ばタン⑤交流” 公園に行きましょう ”
場所：北部公民館　体育室
参加費：無料　　定員：なし
問合先：
北部子育て学習センター☎450103
地域交流センター　☎420106

 ねひめ cue!（多目的ホール）入場無料

10/26（金）19:00 ～
「私の頭の中の消しゴム」
2004年韓国   監督　イ・ジェハン
場所：アスティア
かさい３階　多目的ホール
入場無料

  ねひめ FILM（多目的ホール）入場無料

10/25 （木）10:00 ～　ジャック・フロスト
10/30 （火）10:00 ～スウィート・ノベンバー
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

一千年の伝統法会
　　－酒見寺引

い ん ぜ い え

声会－
『加西市史』第四・五巻「文化財」より

写真　須弥壇の周囲を回りながら読経

　酒見寺の常行堂（引声堂）では、９月 10 日から 15 日にかけて引声

会と呼ばれる法
ほうえ

会が行われます。

　引声会とは、天台宗の開祖最
さいちょう

澄の高弟である円
えんにん

仁（慈
じかくだいし

覚大師）が中

国（唐）から比叡山に持ち帰ったもので、酒見寺には寛
かんこう

弘八年（1011 年）

に比叡山から伝えられ、もうすぐ一千回を迎えようとしています。

　10 日に常行堂本尊の阿
あみだにょらいぞう

弥陀如来像が開帳され、14 日の夜には僧侶が

須
しゅみだん

弥壇の周囲を回りながら、長く節をつけて阿弥陀経の読経を行いま

す。この節をつけて唱えることを「引声（引声念仏・引声阿弥陀経）」

と言います。

　現在は真言宗の酒見寺ですが、このような天台宗の古式行事を継承

するなど、かつては天台寺院、または天台宗と深い関係の寺院であっ

たと見られています。

　この引声会を代々継承している寺院は全国でも非常に少なく、酒見

寺が非天台系寺院では引声会を行っている国内唯一の寺院と言えるの

ではないでしょうか。

このコーナーでは、加西市史について皆さまに
分かりやすく紹介します。
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加西ブランド協定締結

職員採用のあり方について
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　2年前の市長就任直後から、私は改革を進めるためには
市役所外部の視点が不可欠と考え、代表監査委員はじめ、
助役や教育長、最近では公民館長などを公募で選んでき
ました。これは、可能な限り衆知を集めて改革を進めよ
うというものであり、公募を通して広く市民の皆さんに
市政の現状を知っていただきたいとの意図でもあります。
　殆んどの公募では、職務経歴や課題論文などを提出し
てもらい、事務レベルの審査を経て、外部委員も加わっ
た面接試験によって最終選考しておりますので、私の一
存で全てを決定し人事発令するものではないことをまず
ご理解いただきたいと思います。

　市長就任直後、平成 18 年度職員採用において、自ら
面接してもいない応募者の採用の可否を求められ、私は、
職員採用試験のあり方に大いに疑問を抱きました。それ
までの加西市の職員採用は、欠員補充としての採用であ
り、どのような行政ニーズに対していかなる能力を持っ
た人材が必要なのかの議論が十分になされないまま、慣
例的な採用試験が続けられてきました。
　欲しい人材像と求められる職能を明確にし、採用方法
や選考基準をしっかりと詰めるなど、能力本位・適材適
所の任用ができるよう採用試験制度を見直さなければな
らないと私は認識しましたので、それができるまで新規
採用を見合わせ、19 年度の一般採用試験は実施しません
でした。

　その後、本年 4月に加西市で初めての社会人採用試験
を実施しました。新卒よりも問題意識が旺盛で即戦力と
なる優れた人材を採用すべきと考えたからです。不正採
用疑惑で大騒ぎの最中でしたが、4名の採用枠に対して
99 名の応募があり、実に 25 倍近い史上最高の競争倍率
でした。市内外から志が高く、優れた企画力・業務遂行
力のある有能な人材を採用することができたと自負して
います。

　20 年度の採用は、私が市長失職中に要綱が定められ
ましたので、後述のように制度を改善して実施しました
が、選考の結果、事務職については採用枠 2名のところ
1名を採用することにし、補欠を置かない旨決定しまし
た。保育士・幼稚園教諭については採用枠 3名のところ、
3名採用し補欠を 1名置くことで決定、必要な手続きを終
えたところです。

　さて、私が市長に就任してから来春までに、医療職以
外の一般職員数は、506 名から 445 名に大幅減少する見
通しです。今後も業務の効率化は進めていきますが、行
政組織として必要最小限の職員数は確保しなければなり
ませんので、不足分は任期付職員などの臨時的雇用で補
いたいと考えています。他方、今までの事務事業をこれ
まで通りのやり方で行っていては、人員面でも予算面で
も既に立ち行かない状況ですので、市役所が正職員の手
でやるべき仕事か、民間に任せることはできないかなど
も含めた、事務事業の「選択と集中」が必要と思ってい
ます。
　加西市が真に必要とする人材とは、市民サービスの現
場において、市民とのコミュニケーションや協働ができ
るような幅の広い人間性をもった人材ではないでしょう
か。単なるペーパーテストの成績だけではなく、積極的
に応募者の特性や持ち味を見出し、適切に評価できる採
用試験でなければ、今後の市役所に必要な人材を確保す
ることができません。
　先日内定した職員採用試験（20 年春入庁）では、必要
とする人材像をより明確にするとともに、採用試験の信
頼性と透明性を高めるため、加西市職員採用試験委員会
規程を事前に改正するなど、採用試験の制度改革をさら
に一段進めました。すなわち、①採用試験実施要領を事
前に策定。②市長や採用試験委員会の権限範囲、試験科
目ごとの得点配分、一次試験二次試験の合格者選定に係
るルールを明文化。③採点は偏差値で集計。④人物重視
の採用とするために、社会人採用以降は試験科目に課題
論文を追加。⑤採用試験委員会に外部有識者 2名を追加。
⑥作文の審査は外部の専門機関に委託。⑦市長も面接試
験に参加し、他の試験委員と同じ持点で採点する等です。
　なお、私が不正採用をしたかのように喧伝され、市民
の皆様には色々とご心配をおかけしました。過去にも順
番の入れ替わりがあったことに加え、競争試験も行わず
に職員を昇格させてきたことや、職員の守秘義務違反な
どには一切触れられないまま、採用を本来あるべき姿に
戻そうとした私の正当な職務行為をとらえて議会から地
公法違反とされたのは誠に残念でした。

　今後は、採用試験のあり方などを審議していただくた
めの、外部有識者による第三者委員会を 11 月中にも立ち
上げ、私の行為の一体どこが違法なのかも含め、より公
平公正で透明性の高い採用試験制度を確立したいと考え
ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

　9月 21 日、加西商工会議所・兵庫みらい農協・加西市の三者で『加西市の産業振興
と農業振興に係る三者協定』（通称：加西ブランド協定）を締結しました。この協定を
結び三者が連携してサポートすることで、地場産品の開発、生産、宣伝、販路拡大を進め、
地域産業の振興と加西市の活性化を図ることを目的としています。　市では、将来「加
西ブランド」となるような、市内で既に生産、または近い将来生産される産品（農作物・
加工品・商工業品・料理など）の情報を収集しています。これは！というものがあり
ましたら右記までご連絡を！  　 　　　　　問合先：農林・食材課　☎42 8741





KASAI データバンク
人口／ 49,885（－ 36）　世帯数／ 16,871（＋ 3）
男／ 24,159（－ 19）　女／ 25,726（－ 17）
9月の出生数　　15 人　　死亡数　20 人

「ぶどう羊羹」づくりに挑戦！
　南部公民館「まちおこし講座」の会員 9名が、加西ゴールデン
ベリーＡを使って「ぶどう羊羹」や「ぶどう大福」作りに挑戦。
予想以上の出来栄えに、みんな大満足です。

力強く健闘を誓う
　10月2日。全国障害者スポーツ大会「秋田わか杉大会」
の陸上競技に県代表として出場した松本武彦さん（鶉野
町）が中川市長を表敬訪問。「力を出し切って、よい結
果を残せるよう頑張りたい」と抱負を述べました。

緊急時にはお世話になります
　9月 9日の救急の日にあわせて優良救急隊員の表彰
が行われました。（敬称略）
加西市医師会長表彰：藤井靖典、大谷積　
加西市消防署長表彰：杉本二郎、梅野有史　

第３０回東はりまみんよう大会
　東播磨８市３町の「みんよう団体」が民舞、民謡
や三味線、太鼓などを盛大に披露されました。

戦後 62年　平和を願って
　10月 7日。鶉野飛行場跡地で「平和祈念の集い」に関係
者や地元住民など約 50 名が集まり、軍旗の掲揚や慰霊飛
行などが行われ、亡き特攻隊員を偲びました。
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“ 上手な子どもの叱り方～心豊かな子育て～ ”
　9月 14日。女性ライフサイクル研究所の津村　薫さんを講師に
迎え、北部公民館で「子育て支援講座」を開催。38名もの託児ボ
ランティアさんのおかげで、安心して聴講することができました。

ろうそくの灯に思いを込めて
　9月 24日。今年から楽法寺で「万灯会」の法要が始まりまし
た。境内は 450 本余りのろうそくの灯で幻想的に揺れ、50 人
の子ども達による献灯も行われました。

どし～ん！！じゃんぼカボチャ２３６㎏
　9月 28日まで市役所ロビーに展示された、おばけのように大きなかぼ
ちゃ。制作者は岡本一成さん（田谷町）。多可町で行われた平成１９年度
ジャンボカボチャ大会「アトランティックジャイアント」の部で準優勝
に輝きました。

市内の特産品が勢ぞろい
　9月 30日。アスティアかさいで「じば産物産展」が開催
されました。紙芝居や観光スポット紹介コーナー、そば打
ち実演販売、うどん打ち体験と実演販売などもあり、終日
たくさんの人でにぎわいました。

国際ソロプチミスト加西　最後の活動
　9月 20日。国際ソロプチミスト加西（井上瑠美子会長）
より最後の活動として、学校図書購入費が加西市へ寄付
され、それに対して市長より感謝状が贈られました。同
クラブは、1987 年から 20年にわたり幅広い慈善活動を
続けてきましたが、会員数減少のため 8月 31日で活動
を終結することとなりました。

子どもたちのために紫黒米寄贈
　甘中直行さん（笹倉町）が、紫黒米 30㎏を寄贈。
紫黒米はアントシアニンンたっぷりの健康食。「有効
に利用してください」と甘中さん。

遠き時代に思いを馳せて
　9月 20日。映画「火垂るの墓」の撮影が、鶉野町の神戸大農
場にて行われました。来年夏公開予定です。お楽しみに！

H19.9.30 現在（前月比）

詳しくは、http://www.city.kasai.hyogo.jp/ を
ご覧ください。



ふるさと再発見ふるさと再発見

秋のさわやかハイキング秋のさわやかハイキング

日時：10/27（土）　9：20 集合　　小雨決行
集合場所：アスティアかさい１階　観光案内所前
コース：北条鉄道北条町駅（9：30 乗車）～網引駅～
状覚山古墳～南網引大師堂～南網引住吉神社石棺仏～
南網引住吉神社～ひぇーの火の見櫓～おもっさん～糠
塚古墳（巨大な石舞台）～網引駅～北条町駅（12：30 着）
参加費：300 円（保険料、諸経費等、交通費は実費）

　さわやかな秋風の中、ボランティアガイドの案内で北
条鉄道周辺の名所旧跡を訪ねてみませんか？
　網引駅から古墳、石棺仏、糠塚古墳等をまわります。

今回は 4～ 5㎞のコースです

加西★国際交流まつり in 善防公民館加西★国際交流まつり in 善防公民館
- Kasai Crosscultural Festival -- Kasai Crosscultural Festival -

加西の星に最高 200 万円！加西の星に最高 200 万円！

人材育成基金を助成人材育成基金を助成
　人材育成基金は、市の発展のため、学術、芸術、スポーツ、

文化の高揚および産業の振興に貢献している方に資金を助成

するものです。

対象：市内に居住、または勤務、通学する方、加西市出身の

方、および、ゆかりのある方で、それぞれの分野でめざまし

い活躍を続けている若い方。自薦他薦は問いません。

例えば、以下のような方が対象です。

・優れた学術研究をされている方。

・健全な芸術、芸能等の活動により、特に文化の向上に寄与

されている方、など。

応募締切：11/30（金）

※　この事業は寄付金によって成り立っています。ご賛同い

ただける方のご寄付も随時受け付けておりますので、ご支援

ご協力をお願いします。

問合・申込先：生涯学習課　　　☎42 8772

　外国文化に興味がある、外国人と友達になりたい、外国人

と話してみたいけどちょっと恥ずかしい…そんなあなた！

　外国人と一緒に食べて、遊んで、言葉の壁を越えた交流を

しましょう！

　国際色豊かなパフォーマンスが観られる国際交流ステージ

に、ふれあいミニ運動会、世界各国の家庭料理が楽しめるコー

ナーなど、内容もりだくさん！フリーマーケットも同時開催。

ぜひご家族そろってお越し下さい。

日時：11/4( 日 )　10：00 ～ 15：00

場所：善防公民館　☎48 2643

主催：善防公民館・国際交流協会・地域交流センター

※イベントを手伝ってくださるボランティアも大募集！外国

語が話せなくても、大丈夫。興

味がある方はご連絡を！

問合先：加西市国際交流協会　

　　（秘書課内）　  ☎42 8701
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日程：11/23（金）　9：20 集合　　小雨決行
集合場所：アスティアかさい 1階　観光案内所前
帰着：15：00 頃
定員：26 名　　　　　費用：300 円
コース：古法華寺・三尊像、鶉野飛行場跡（神風特攻隊・
若者たちの夢のあと）、 背面十字地蔵（都染町）、和泉
町（ｷﾘｼﾀﾝ祭祀跡洞くつ・竹内玄々一（竹窓）歌碑、玉
野町（薬師堂の石造物）

錦秋の加西路めぐり錦秋の加西路めぐり
市内バスの旅市内バスの旅

　歴史ガイドボランティアの名調子に導かれて、紅葉真っ
盛りの同寺境内での「大根炊き」への参加と三尊像の拝
観、鶉野飛行場周辺散策、異形石仏拝観と盛りだくさん。
　紅萌えの加西路へ新しい発見を求めて出かけませんか。

〈参加申込〉
申込方法：電話、ファックスにて
　加西市観光まちづくり協会（観光案内所）☎・℻  42 8823 まで



くらし

ひとり暮らし高齢者に　　
火災警報器の設置を助成
対象：65歳以上のひとり暮らしの
　方に 10年電池・煙感知式の火災
　警報器
自己負担額：
前年所得税非課税の方…3,500円
前年所得税課税の方…4,700円
※取り付けまで行います。
※個人で購入された物に助成する
　制度ではありません。
※すでに助成を受け、設置されて
　いる方は対象外です。
申込期間：随時受付しています。
申込・問合先：長寿介護課
　　　　　　　☎428728

農用地区域の除外申請　　
　　　を受け付けします
　住宅の建設等、緊急かつ具体的
計画のある土地利用案件につい
て、加西農業振興地域整備計画に
係る農用地区域からの除外申請を
受け付けます。
　なお、今回の農用地区域の除外
については、５年ごとに行う農業
振興地域整備計画総合見直しと併
せて行うため、除外完了までにか
かる期間が通常より長くなる可能
性があります。
受付期間：11/1（木）～ 15（木）
　　　　　（土・日除く）
受付場所：農林・食材課☎428741

斎場火葬炉工事します！
　現在、加西市斎場には、３基の
火葬炉があります。この度、11
月1日（木）～ 11月30日（金）の 30
日間、１基の炉の改修工事を行な
いますので、11月1日（木）～ 11
月10日（土）の 10日間は、受付け
を午後2件になります。つづいて、
11月11日（日）～ 11月30日（金）
の 20日間は、受付けを午前1件・
午後2件となります。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。
問合先： 環境課　　☎42 6620 

児童手当10月期振込　　　
　　　　　　のお知らせ
　児童手当を受給されている方
の手当（６～９月分）を、１０月
１０日（水）に指定口座に振込み
ましたのでご確認ください。
問合先：子育て支援課　☎428726

介護給付費通知書を送付
　介護保険のサービスを受けられ
た方に利用状況をお知らせする「介
護給付費通知書」を送付します。
利用されたサービス内容や利用回
数、費用や自己負担額などを確認
しましょう。通知内容に間違いや
不明な点があればお問い合わせく
ださい。
通知内容：平成19年1月～ 6月分介
護（予防）サービス利用状況
送付時期：10月中旬
問合先：長寿介護課介護保険係
　　　　☎428788

地震対策は大丈夫？
①簡易耐震診断推進事業
　耐震診断に関する研修を受けた
建築士(簡易耐震診断員) を派遣し
て、住宅の安全度を確認します。
対象：昭和56年５月31日以前に建
　築された住宅
負担額：3,000円(木造戸建住宅)
②わが家の耐震改修促進事業
　住宅の耐震改修の計画づくり
と、耐震改修工事をこれから実施
される方に対し、その費用の一部
を県が補助します。
③住宅耐震改修工事利子補給事業
　金融機関で融資を受け耐震改
修工事を実施される場合、また、
耐震改修工事と同時に、住宅リ
フォーム工事を実施する費用は、
利子補給の対象となります。
④建物を建てるには？
　建物の新築や増改築には、建築
基準法に基づき確認申請が必要で
す。工事着手前に必ず、建築確認
申請をし、建築主事(北播磨県民
局) または、指定確認検査機関の
確認を受けてください。
⑤土地取引には届出をお忘れなく
　国土利用計画法に基づき、一定
面積以上の土地取引には、売買等
の契約の締結日より２週間以内
に、市を経由して知事への届出が
必要です。
〈届出が必要な面積〉
市街化区域：2,000m2以上
市街化区域を除く都市計画区域：
　5,000m2以上
都市計画区域外の区域：
　10,000m2以上
問合先：都市計画課　☎428753

安全・安心のまちづくり　
　　　　　　　市民大会
日時：10/26（金）　19：30 ～
場所：市民会館文化ホール
問合先：まちづくり課　☎428751

☆家屋を新築・増築・滅失された方は、ご連絡をお願いします。　　　問合先：税務課資産税係（☎42 8713）
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平成19年度　市県民税第３期分、
国民健康保険税第４期分、介護保
険料（普通徴収）第４期分の

納期限は
　10 月 31 日 ( 水 )です。
納期内完納にご協力お願いします。
問合先：税務課税制係　☎428712

グラウンドゴルフ

加西地区大会結果
優勝：加西GG同好会
準優勝：友人クラブ
３位：なかよし会
上位２チームは市代表として 10
月 27 日に赤穂市で開催される県
大会に出場します。

講　座

再就職をめざす！　　　　　　
女性のためのパソコン講座
日時：①ワード 11/7（水）～ 9（金）
　②エクセル 11/14（水）～ 16（金）

　いずれも　9：00 ～ 12：00
場所：アスティアかさい３階
　ＯＡルーム
対象：再就職をめざす女性で各コー
　ス３回とも受講できる方
資格：パソコンのキーボードから
　文字入力できること。マウス操
　作ができること。
定員：各コース１２名　
　＊過去にこの講座（コース）を受
　講された方、就職意思のない方
　は、受講できません。
受講料：無料　一時保育あり（無料：
　１歳６ヶ月から）
申込：電話・ＦＡＸで①希望のコー
　ス（両コースも可）②郵便番号、
　住所③氏名④電話番号⑤保育の
　有無（有の場合は、お子様の年齢）
　を、下記まで。
申込期間：10/18（木）～ 10/23（火）
＊抽選の上、当選者のみに 10/27
　（土）までにハガキで通知します。
申込・問合先：男女共同参画センター
　　☎420105　 ＦＡＸ420133
　（9：00 ～ 17：00 　月曜休館）

兵庫教育大学連携協定記念　　　
　　　　　　特別公開講座
　加西市は、教育、文化、産業等
の分野において地域の発展と人材
育成に寄与するため、兵庫教育大
学と相互に協力する旨の協定を締
結しました。これを記念した公開
講座を開きます。
　子育てに関する内容の講演です
が、子育て世代の皆様のほか、多
くの方々の参加をお待ちしており
ます。
日時：11/11（日）14：00 ～ 15：30
場所：地域交流センター多目的ホ
ール（アスティア加西 3F）
演題：「子育て・キラリ」兵庫教
育大学　佐藤哲也　准教授
定員：90 名
申込期限：11/7（水）まで
受講料：無料
託児サービス：有り。1 歳 6 ヶ月
～就学前児童　定員 6 名（無料）
（※）託児サービスをご希望の方
は申し込み時にお問合せくださ
い。
問合・申込先：地域交流センター
☎42 0106　9：00 ～ 17：00 まで
（月曜等休館日を除く）

北条高等学校（定時制）陶芸教室
　「地域に開かれた学校づくり」
の一環として、学校紹介も兼ねた
「陶芸教室」を開催します。生徒
たちと共に創造的な時間を過ごし
てみませんか。
日時：11/6（火）、11/7（水）
　17：40 ～ 20：00（原則両日参加）
講師：松本三男　先生
場所：アスティア加西３Ｆ
　ねひめホール（交流プラザ）
定員：20名（先着順）
費用：材料費1000円　（当日持参）
申込締切：10/31（水）
問合・申込先：
　北条高等学校定時制
　☎482311（13：00 ～ 21：00）

　▲昨年の様子

わくわく子育て情報
≪ねひめキッズからのお知らせ≫

イベント情報
テーマ　みんなおいでよ
　今月は、《ｍａｍａねひめ》のかわいいお人形が
やって来るよ！どんなお話かな？
親子ふれあい遊びもあるよ。お楽しみに！

と　き　11/15（木）10時30分～ 11時30分

≪まちの子育てひろば応援団からのお知らせ≫

すくすくひろば＋かんがるーひろば
　お子さんの身長・体重を測ります。大きくなった
かな？！
妊婦さんも大歓迎！ワイワイおしゃべりしましょ！
と　き　11/20（火）10時30分～ 11時30分

【問合・連絡先】

　ねひめキッズ  ☎425710（富田小東側）
　開園日：月～土曜日　午前10時～午後3時

  （※日曜日・祝日・年末年始は休園）
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至福崎

窪田町

富田小

西谷町

谷町

ねひめキッズ

中国自動車道



募　集

11/11（日）から 11/17（土）
は「税を考える週間」です。
　税をより身近なものとしてご理
解いただくため、「税に関する小
学生の書道・ポスター展」を次の
とおり開催します。
　また、自宅などからインター
ネットを利用して申告書の提出な
どができる「国税電子申告・納税
システム（e-Tax）」の体験コーナー
も設けています。
税に関する加西市内の小学生の書
道・ポスター展
日時：11/9（金）～ 16（金）
　8：30 ～ 17：15※土日除く
場所：加西市役所１階ロビー
国税電子申告・納税システム
（e-Tax）」の体験コーナー
日時：11/11（日）　①10：30 ～
12：00　②13：30 ～ 14：30
場所：小野サティ１階　催事場
※税理士による実技指導もあり。
問合先：社税務署☎0795-42-0223

ひょうご安全の日推進事業
助成制度のご案内
　阪神・淡路大震災の経験と教訓
を生かし、災害による被害の軽減
を目的として、団体が防災学習や
訓練などに取り組む際、その経費
の一部を助成します。
助成額：対象経費× 1/2
　（対象経費は 10 万円以上）
期間：12 月から 3 月に行うこと
申請：10/31 まで
問合・提出先：北播磨県民局防災課
　☎ 0795-42-9326

北播磨じばさん元気市
　加西をはじめ、北播磨の地場産
品が勢揃い！
日時：11/10（土）、11（日）
　10：00 ～ 16：00
場所：東条湖大駐車場特設会場
問合先：加東市商工観光課
　☎0795-47-1300

ヤギの名前を募集！
 よい子の皆さんへ
　加西市では、ヤギを放牧するこ
とで、手軽に安く農地を守りなが
ら、ヤギのいる風景を加西市に創
出し、すばらしい景観をつくって
いく計画です。
　10/2（火）、一頭のヤギが市役
所北側の芝生広場にやってきまし
た。今は市内の里親に預けて世話
をしてもらっています。
　希望があれば、貸し出しもしま
す。愛きょうを振りまいて、加西
市の新しいキャラクターとして活
躍してくれることでしょう。
　そこで、このかわいいヤギさん
に名前を付けてください。
　名付け親になってくれた方に
は、記念品をプレゼントします。
応募資格：市内の保育園児・幼稚
園児・小学生
応募期限：10/31（水）
応募方法・問合先：ヤギに付ける
名前と、住所、氏名、電話番号、
学校(保育園・幼稚園)名、小学生
は学年をハガキに書いて応募して
ください。
〒675-2395
　経営戦略室　☎428700

　▲やってきたヤギ（オス、4 ヶ月）

新婚世帯向け家賃補助制度
　加西市で新しい生活をスタート
する新婚世帯を応援するため、市
内の民間賃貸住宅に入居する新婚
世帯に対して、家賃の一部を補助
します。（年間先着50件まで）
補助要件： 
・平成19年4月1日以降に市内の民
間賃貸住宅と契約して居住してい
ること。
・婚姻届出日より３年以内の申請
で夫婦の満年齢の合計が７０歳未
満であること。
・所得制限あり。
支給額：月額最大12,000円
　最長３６ヶ月。
　詳しくは下記まで。
申込・問合先：
商工観光課　☎428740　
mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

出会いふれあい交流事業！　　
『異人館♪ちょい恋X’mas』
　
　異人館散策＆高台のレストラン
でランチパーティー♪創作フレン
チ＆イタリアンを楽しみながら、
ステキな恋をみつけよう！
日時：12/2（日）8：30受付
　（加西市役所前集合）
場所：神戸北野異人館
参加資格：20歳以上未婚の男女
（学生不可、男性は加西市内在住
か在勤の方に限る）
参加費：男性　5,000円　
　　　　女性　4,000円
募集人数：男女各12名
申込締切：11/16(金）※先着順
問合・申込先：
①加西市労働者福祉協議会（加西
市職員組合内）　　☎℻  423334
E-mail：jhyogo34@giga.ocn.ne.jp
②商工観光課　
　☎428740　　℻  431802
E-mail:shoko@city.kasai.hyogo.jp

　10月市長サロン
　他の公務のためお休みとさせて
いただきます。ご了承ください。
  問合先：秘書課　☎428701
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ポリオの予防接種
　ポリオの予防接種は、下記のと
おり集団で実施しています。
まだ受けていない児は、受けるよ
うにしましょう。
対象年齢：生後3 か月～
　　　　　　　　　90 か月未満
接種回数：2回
実施日：11/2(金)、11/14(水)
　11/21(水)、11/30(金)
受付時間：13：00 ～ 13：45
場所：健康増進センター
料金：無料
持ち物：予診票( ペンで記入)、　
　母子健康手帳、体温計
※「予防接種と子どもの健康」の
　冊子を事前に必ず読んで、予防
　接種を理解した上で接種をしま
　しょう。
※親と子の健康づくりカレンダー
　で、地区別に実施日を掲載して
　いますので、ご確認ください。
問合先：国保健康課　健康係
　　　　☎428723

赤い羽根共同募金　　　　
　　　　　にご協力を！！
　今年も 10月1日から 3 ヶ月間に
わたって、「地域の福祉、みんな
で参加」をスローガンに共同募金
運動を展開中です。加西市では、
10月の 1 ヶ月間を赤い羽根共同
募金運動強化月間として、たすけ
あいの輪を広げていきたいと考え
ています。
　皆さまの温かいご支援とご協力
をお願いします。
　集められた募金は①老人福祉活
動費、②障害者福祉活動費、③児
童・青少年福祉活動費、④母子・
父子福祉活動費、⑤福祉育成援助
活動費、⑥ボランティア活動育成
事業費、⑦心配ごと相談所事業に
活用していきます。

新潟県中越沖地震義援金
　市役所１階に募金箱を設置し、
市民の皆様から義援金をお預かり
しました。
　9月5日までに 37,944円が集ま
り、新潟県災害対策本部に送金さ
せていただきました。ご協力あり
がとうございました。

自賠責保険・共済の有効期
限は切れていませんか？
　自賠責保険・共済は、万一の自
動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、原動機付自転車を
含む全ての自動車に加入が義務付
けられています（自動車損害賠償
保障法）。
　有効期限切れ、かけ忘れにご注
意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容
は、http://www.jibai.jp でご覧く
ださい。

使用期間の長い家電製品を
ご使用している皆様へ
　使用期間の長い家電製品による
火災が発生しています。 使用期間
の長い家電製品を使用するときは、
必ず点検を実施しましょう。
　経済産業省　☎03-3501-4707

愛犬家の皆様へ
＊犬のフンの始末は飼い主の責任
です＊　　　 
　公園・道路などの公共の場所や
他人の土地・建物などに、犬のフ
ンを放置することは深刻な迷惑行
為です。犬を散歩に連れて行くと
きはスコップやビニール袋等を持
参し、フンをそのまま放置したり
埋めたりしないで、必ず自宅に持
ち帰り処分してください。
問合先：まちづくり課  ☎428751

公民館学習発表会
　市内４公民館及び館外教室で日
頃学習された成果を発表します。
多数のご来場をお待ちしています。
南部公民館
「宮き野のつどい」☎490041
10/18（木）9：00 ～ 16：00
　囲碁大会
10/20（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示
10/21（日）9：00 ～ 15：30
　作品展示・芸能発表・バザー
善防公民館
「善防公民館まつり」☎482643
10/27（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示
10：00 ～ 12：00　記念講演
　「高齢者の交通安全」　
　「善防山城とその歴史」
10/28（日）9：00 ～ 15：00
作品展示・芸能発表・茶席・バザー
北部公民館
「ふれあいの祭典」☎450103
10/8（月）12：30 ～ 16：00
　芸能発表　
「文化祭」11/16（金）
9：00 ～ 17：00　作品展示
9：30 ～ 11：00
　記念講演：講師　林公一
11/17（土）9：00 ～ 17：00
　作品展示、11：00 ～ 13：00　
　そば打ち実演販売
11/18（日）9：00 ～ 15：00
　作品展示・茶席・バザー
中央公民館
「中央ふれあいまつり」☎422151
12/1（土）9：00 ～ 17：00作品展示
12/2（日）9：00 ～ 15：30
作品展示・芸能発表・茶席・バザー

▲公民館活動の様子
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　　　　　  は受付時間です

■母子健康手帳の交付　  　 　午前8時30分～午後5時15分
　妊　婦　　　　　随　時
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
■妊婦後期健康診査の助成申請 　午前8時30分～午後5時15分  
　妊　婦
　妊娠22週以降の妊婦健診1回分の費用の助成を行っています。
　国保健康課　健康係（市役所1階9番窓口）
※印鑑、母子健康手帳、市内に住民票があることを確認
できる書類（免許証等）を持参してください。
　　母子健康手帳交付時に申請していただけます。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 　   午後1時～ 1時45分
　平成19年8月生まれの乳児　　　　　10月23日（火）
  《平成19年9月生まれの乳児　　　　　11月27日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年6月生まれの乳児　　　　　11月6日（火）
  《平成19年7月生まれの乳児　　　　　12月 4日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年5月生まれの幼児　　　　　11月13日（火）
  《平成18年6月生まれの幼児　　　　　12月11日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年9月生まれの幼児　　　　　11月20日（火）
  《平成16年10月生まれの幼児　　　　  12月18日（火）》
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　10月25日（木）《11月8日（木）》
■離乳食講習会〈予約制〉※定員10名　午後1時～1時30分
　初期：3～6か月の乳児の保護者　10月26日（金）《11月22日（木）》
　中期：7～ 8か月の乳児の保護者　12月21日（金）《3月21日（金）》
　※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママクラブ〈予約制〉　　　　　午後1時～ 1時30分
　妊娠5か月以降のママ・パパ　3月6日（木）
■プレママ教室〈予約制〉　　　　　　午後1時～ 1時30分
　妊娠5か月以降のママと育児に協力予定の方（パパ・祖父母等）
　パート①（母子保健サービス・妊娠中のトラブル・デンタルケア等）

11月 1日（木）
　パート②（赤ちゃんとの生活、栄養、調理実習等）12月 6日（木）
（特に記入のないものは、健康増進センターで行います。）

■人権相談（人権問題）　　　　　  11月6日（火）
■行政相談（行政への苦情・意見など）　午後1時30分～ 3時30分
　場所：市民会館（☎428727・☎428705）
■人権擁護委員による人権相談所（神戸地方法務局社支局）
　毎週木曜日（休日を除く）　午前9時～午後4時
■心配ごと相談・身体障害者・福祉相談
11月 1日（木）　健康福祉会館、善防公民館
11月8日（木）　  農村環境改善センター
11月15日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　10月25日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　11月22日（木）　　　　　　　　　　　　　（☎430303）
■市民相談
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時　市役所市民相談室
■消費者相談
　毎週月・木曜日（月曜日が休日の場合はその翌日）
　　　　　　　午前9時～午後4時　市役所市民相談室
■教育相談
　月～金曜日　午前9時～午後4時　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）
　月～金曜日　午前9時～午後5時
　　　　　　　青少年センター　　　　　　    （☎423723）
■養育相談（0～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象）
　月～金曜日　午前9時～午後4時
　　　　　　　健康福祉会館2階　家庭児童相談室

（☎426704）
■母子相談（母子に関する相談）
　月～金曜日　午後1時～午後5時
　　　市役所　子育て支援課子育て支援係　   （☎428726）
■ボランティア相談
　11月 1日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　ボランティア市民活動センター

（☎43８133）
■こころのケア相談（精神科医師、保健師による専門相談）
　10月24日（水）    午後1時30分～午後3時30分（要予約）
　　　　　　　　加西健康福祉事務所（☎420266）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　11月10日（土）　午後1時30分～午後4時
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　兵庫県行政書士会東播支部    （☎450276）

乳幼児健診 相　談

休日のお医者さん善意の花束
○株式会社本陣　11,124円
◆物品預託
○イオン（株）ジャスコ加西店
　手芸用品（布）24,130円相当
（イエローレシートキャンペー
ンのお客様の気持ちを代表し
て）

10月21日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎42-0178）
10月28日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎42-4057）
11月 3日（土） あさじ医院 （若井町☎44-0225）
11月 4日（日） 横田内科医院 （北条町☎42-5715）
11月11日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎42-3636）
11月18日（日） 大杉内科医院 （別府町☎47-0023）

｝

｝
時間はいずれも
午後1時30分～
4時

★検診日にお子様の体調等でご都合の悪い方は、ご連絡ください。
★健診・相談には必ず母子健康手帳をお持ちください。
★当日気象等の都合で、事業開催を見合わせることがあります。
　事業の中止・順延につきましてはお問い合わせください。
★問合先／国保健康課健康係（☎428723）

｝

｝

加西市への寄付
○おかめの骨董市スタッフ
　一同　　　　　11,957円

加西市社会福祉協議会
         （善意銀行）への寄付
◆一般預託
○牡丹　　　    　 20,000円
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バスケットメンバー＆　
　　マネージャー募集！

　活動して 3年目、どなたでも馴
染みやすいチームです。練習だけ
の参加や見学も OK です。お気軽
に練習会場までお越しください。
日時：毎週日曜日　19：00 ～
場所：加西中学校体育館
年齢：高校生～ 35歳
参加：無料
問合先：グリーンヒル　森
　　☎090-8792-4927

間伐希望者・炭焼き応援団
募集！
　市では、荒廃した竹林を間伐す
ることにより里山を整備し、処理
した竹を炭焼きすることで、環境
再生への利活用に繋げていきたい
と考えています。そこで、市民の
皆様に大募集！荒廃した竹林にお
悩みで、間伐して欲しいとお考え
の方。我こそ郷土の里山を守りた
い！オリジナルの炭焼きを体験し
たい！と思われる方は、ふるって
ご応募ください。
募集部門①間伐希望の竹林所有者
　②竹林間伐・炭焼き応援団
日時：要相談　　
場所：市内竹林（炭焼き作業所は
　東笠原町）
内容：竹林の間伐および炭焼き
締切：11/15（木）
定員：部門①モデル地区として１
　箇所　部門②３０名
※炭焼き装置は市にてご用意して
います（使用料当面無料）。間伐
用具はご用意ください。なお間伐
材は、各自での持ち込みとなり、
出来上がった炭はお持ち帰りいた
だけます。
申込・問合先：環境課
　☎ 426620　℻   426269

加西市身体障害者運動会      
参加者募集
　加西市身体障害者福祉協会・加
西市手をつなぐ育成会・加西市精
神障害者家族会はとの会が合同
で運動会を行います。皆さまの参
加、応援をお待ちしています。
日時：10/27（土）9：30 ～
　※雨天の場合10/28（日）順延
場所：北条小学校運動場
参加資格：障害者手帳をお持ちの
方のその家族。
申込先：各地域の支部長まで
問合先：加西市身体障害者福祉協
会事務局（社会福祉協議会内）
　☎438133

「人権バスツアー」　　　　
　　　　　参加者募集！
　市民を対象にした「人権バスツ
アー」を企画中です。岡山県の国
立療養所「長島愛生園」を訪問し、
施設見学とハンセン病元患者の方
達との現地交流をおこないますの
で、ご応募ください。
日時：10/30（火）10：00 ～
行き先：岡山県瀬戸内市邑久町虫
明　国立療養所「長島愛生園」
行程：加西市役所～日生（ひなせ）
～「長島愛生園」にて、施設見学
及び元患者との交流～加西市役所
募集人員：２０名（先着順）
参加費用：無料
　　　　（但し、昼食は自己負担）
応募締切：10/25（木）
問合・申込先：人権推進課
　☎428727

播磨看護専門学校募集
《一般入学試験》
募集人員：35名
          （推薦・社会人を含む）
受付期間：12/14（金）～ 1/11（金）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：1/23（水）、24（木）
《推薦入学試験》
募集人員：約１０名
受付期間：11/1（木）～ 11/12（月）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：11/27（火）
《社会人入学試験》
募集人員：若干名
受付期間：11/1（木）～ 11/12（月）
　郵送のみ（当日消印有効）
試験日時：11/27（火）
問合・出願書類提出先：
     〒673-1451
　　兵庫県加東市家原812-1
　　播磨看護専門学校　事務課
☎ (0795)423961   ℻   (0795)426273
E-mail：harimaimujigyo1@telenet.tv
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

死亡者 年齢 喪　主 町名

定行　明美 62 定行　章 栗田

吉田よしゑ 87 吉田　貢 中野

種田　敏雄 91 後藤　光利 畑

前田　芳弘 65 前田　栄一 大村

髙見　重一 80 髙見千代枝 中野

北垣美智江 83 北垣　一眞 古坂

中村　和子 71 中村　利實 西剣坂

増田　康隆 70 増田　章子 西谷

喜田　恒昭 69 喜田　秀俊 福居

高瀬　愛子 98 高瀬　修 福居

福井　永子 98 門上　延広 坂本

小田　浩三 81 小田　克芳 坂元

中川　義髙 83 中川　義彦 山下

森口　榮子 75 森口　督三 山枝

井之上成子 80 井之上幸男 下道山

松岡　恭子 57 松岡　久男 笠屋

眞鍋ハルミ 84 真鍋　栄一 古坂3丁目

齋藤　康子 78 齋藤　勇人 畑

※市外で死亡届を提出された方で「お悔やみ」に
掲載を希望される方は、経営戦略室
　（☎428700）までご連絡ください。
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