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年齢 行政職 技能労務職 医師 医療技術員 看護師
59 ～ 60 6,419
56 ～ 58 8,685 6,851 9,769 8,463
53 ～ 55 8,269 6,594 19,389 8,933 8,595
50 ～ 52 7,612 6,376 18,382 8,528 8,293
47 ～ 49 7,550 6,345 16,964 7,853 7,560
44 ～ 46 7,074 6,354 16964 7,853 7,560
41 ～ 43 6,865 6,104 15,867 7,312 7,329
38 ～ 40 6,515 5,571 15,722 6,836 6,641
35 ～ 37 5,883 5,539 13,752 5,428 6,248
32 ～ 34 5,451 4,777 11,705 5,698 5,386
29 ～ 31 4,805 4,241 8,303 4,554 5,273
26 ～ 28 3,941 10,386 4,239 4,817
223 ～ 253 3,354 4,526 4,414
20 ～ 22 3,117 4,055
20 歳未満

職種 嘱託員 臨時職員
事務員 1,037 800

事務員（秘書） 1,000
保育士 1,115 925
調理員 1,062 870
土木作業員 （888） 1,025
清掃作業員 （1,060） 1,170
看護師・助産師 1,723 1,270
福祉関係専門職 1,270
レセプト点検員 930
延長・預かり保育 1,150
学童保育指導員 1,300
学校公務員 1,066 840

○三役および市議会議員の年間報酬

役職名 特別職 市議会議員
市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

年収見込 11,266 10,301 9,812 7,885 6,700 6,219



12 月 1 月
28
（金）

29
（土）

30
（日）

31
（月）

1
（火）

2
（水）

3
（木）

4
（金）

市役所（☎42 1110）
加西病院（☎42 2200）　救急外来は通常どおり

収集カレンダーによる収集 ごみ収集　クリーンセンター（☎46 0602）
し尿収集　衛生センター（☎46 0334）

ごみの持込（☎42 0602）

燃やすごみ
燃やせないごみ
埋め立てごみ
粗大ごみ

斎場（☎44 0760）
市民会館（☎43 0160）
地域交流センター（☎42 0106）、図書館（☎42 3722）
善防公民館（☎48 2643）
中央公民館（☎42 2151）、南部公民館（☎49 0041）、北部公民館（☎45 0103）
健康福祉会館（☎42 6700）（詳しくはお問合ください。）
体育センター（☎47 1420）、スパークかさい（☎42 6302）、アクアスかさい（☎
42 3465）、加西南テニスコート（☎49 3870）、オークタウンかさい（☎44 2595）

メイ太郎
ぼく

よろしくね



　

均等割額 43,924 円
所得割額 8.07％

年額 81,400 円
月額 6,783 円

■保険料の軽減について

○低所得者への軽減について

　同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等に応じ

て、保険料の応益分（被保険者均等割額）について保険料

が軽減されます。所得が確認できている被保険者について

は申請の必要がなく適用されます。未申告等で所得が確認

できていない被保険者については、適用するためには簡易

申告等が必要になります（同一世帯の世帯主も所得の確認

ができていない場合は軽減されません）。

　軽減の割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所

得金額等をもとに下表の基準によります。
７割軽減 基礎控除額（33 万円）　以下

５割軽減
基礎控除額（33 万円）＋ 24.5 万円×被保険者
数（被保険者である当該世帯主を除く）　以下

２割軽減
基礎控除額（33 万円）＋ 35 万円×被保険者数
　以下

※国民健康保険と同様、当分の間年金収入につき公的年金等控除
を受けた方について、高齢者特別控除（総所得金額等から 15 万円
を控除）が適用されます。

○被用者保険の被扶養者への軽減について

　資格取得日の前日において被用者保険（健保、船保、各

共済）の被扶養者であった方は、資格取得日の属する月以

降２年を経過する月までの間に限り、被保険者均等割額の

５割が軽減され、所得割は課せられません。さらに、平成

20 年 4 月から 9 月までは保険料を徴収せず、平成 20 年

10 月から平成 21 年 3月までは 9割軽減されます。

均等割額

43,924 円

所得割額

（前年の総所得金額等-基礎控除33万円）×8.07％
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至福崎

窪田町

富田小

西谷町

谷町

中国自動車道
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幼稚園以下の部 小学校低学年の部 小学校高学年の部
最優秀賞 上坂恒生 西在田幼稚園 瀧内　優 富合小３年 森本うらら 九会小４年

優

秀

賞

阿部華奈

井筒敬太

甘中創士

中倉凛奈

畑中晴太朗

北条幼稚園

西在田幼稚園

泉第一保育所

下里幼稚園

北条西保育所

荒木　歩

上原優花

丹羽連仁郎

畑中喜裕

森本こころ

賀茂小１年

北条小2年

寺前小1年

北条小１年

九会小１年

柿本真由

澤田素希

澤田悠冴

鈴木椋子

長谷川莉沙

下里小６年

泉小４年

賀茂小４年

泉小６年

北条東小５年





死亡者 年齢 喪　主 町名

小池里江 78 小池俊行 下万願寺
達可　満 80 達可和也 国正
三宅政直 82 三宅廣司 東笠原
内藤千代子 96 藤田容子 国正
柴田二三男 84 柴田健一 上野
高井幸子 78 高井幸文 上道山
西面ヤス子 67 西面徳行 別府甲
柴田ひさの 83 柴田辨治 若井
鴨川　馨 85 鴨川公正 段下
岡井重雄 88 岡井一樹 田原
神田久江 85 神田秀明 殿原
山本繁義 84 山本康博 東高室
藤原　勝 74 藤原道弘 殿原
築山スミ子 79 築山信一 西高室
前田とめ子 86 前田照正 王子
小薮久次 81 小薮かづ子 栗田
宮永アキ子 91 宮永忠昭 王子
石　平吉 80 石　芳博 西谷
青田忠孝 92 青田忠美 本町
大豊登美子 73 大豊　仁 吉野
藤原光二 90 藤原正美 大内
前田武男 64 前田敦也 野田
荒木とみの 76 荒木　晃 吉野
前田茂喜 82 前田太一郎 王子
栁原　傅 73 栁原正明 山下
玉田忠男 80 玉田尚人 玉野
西村わさ 88 西村義樹 別府甲
吉田清治 84 吉田一男 常吉
後藤常夫 85 後藤隆昭 繁昌
牛尾すゑ子 88 牛尾義明 下万願寺
瀧本つるゑ 89 坂下敏夫 西笠原
髙原末二 77 高原幸盛 西剣坂
小川　勇 80 小川芳昭 田谷
小田志げこ 104 小田俉郎 坂元
内藤芳子 82 内藤利樹 鴨谷
増田朋子 52 増田正晴 畑
後藤きよの 76 後藤　勝 鶉野
小田榮一 82 阿部　豊 古坂3丁目

初田宗治 84 初田幸司 朝妻
大豊繁治 77 大豊貴弘 上万願寺
吉田仙次 80 吉田みつ子 中野

　　　　　  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10月生まれの乳児　　　　  12月25日（火）
  《平成19年11月生まれの乳児　　　　    1月29日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年8月生まれの乳児　　　　　 1月8日（火）
  《平成19年9月生まれの乳児　　　　　 2月5日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年7月生まれの幼児　　　　　  1月15日（火）
  《平成18年8月生まれの幼児　　　　　  2月12日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年11月生まれの幼児　　　　　  1月22日（火）
  《平成16年12月生まれの幼児　　　　       2月19日（火）》
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　  1月24日（木）《2月28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　1月25日（金）《2月22日（金）》
　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。

■人権相談（人権問題）　2月5日（火）
■行政相談　                     午後1時30分～午後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
  1月10日（木）　健康福祉会館、善防公民館
  1月10日（木）    農村環境改善センター
  1月17日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　12月27日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  1月24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
　1月 10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）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　  1月12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
加西市社会福祉協議会（善意
銀行）への寄付
◆一般預託
○匿名　　　　　  50,000 円
○牡丹　　　　　  20,000 円
○株式会社　本陣   11,843 円
○兵庫県立農業大学校
　学生自治金　　　20,000円

12月23日（日） 北条田仲病院 （北条町☎42-4950）
12月24日（月）　小野寺医院　（王子町☎48-3737）
12月30日（日） 小橋医院　（北条町☎42-0412）
12月 31日（月） 荒木医院　（北条町☎43-9711）
  1月  1日（火） 坂部整形外科 （北条町☎43-1444）
  1月  2日（水） 大杉内科医院　（別府町☎47-0023）
  1月  3日（木） 横田内科医院　（北条町☎42-5715）
  1月  6日（金） 安積医院　（西剣坂町☎46-0361）
  1月13日（日） 田尻内科循環器科　（北条町☎43-7931）
  1月14日（月） 三宅医院　（中野町☎49-0067）
  1月20日（日） 徳岡内科　（北条町☎42-0178）

｝

｝
時間はいずれも
午後1時30分～
4時

★健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
○北条ロータリークラブ
　　　　　　　　10,000 円
○兵庫陸上競技協会
　　　　　　　　30,000 円
○加西商工会議所
　　　　　　　　20,000 円
○谷川秋夫　　　10,000 円
○兵庫みらい農業協同組合
　　　　　　　200,000 円
　（社会福祉対策資金として）
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