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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。

早春の花（北条町西南にて）
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新春鼎
て い だ ん

談

市長：昨年は、百条委員会、市長失職、出直し選挙などで
市民の皆様には色々とご心配とご迷惑をおかけいたしまし
た。再選後も、40 周年記念式典の開催、加西病院問題への
対応などに追われた、大変慌しい一年でしたが、男女共同
参画都市へ向けて大きく歩み出せたこと、加西病院産婦人
科の分娩が再開できたこと、加西にも漸

ようや

く 5 つの NPO法人
が誕生したことなどは明るい話題でした。
　また、昨年 6月に全国の市町村としては初めて、エコア
クション 21 の環境認証を取得、9月には加西ブランド協定
を締結しました。廃食油の回収事業に続き、今春からは、
いよいよバイオディーゼル燃料の製造を開始します。

議長：原油の高騰によるガソリン、灯油をはじめ、私たち
の生活必需品の値上げが相次ぐ中、加西市においても公共
料金の値上げが予定されています。
　そのような中、老朽校舎の建替えや少子化対策、加西病
院の問題など、課題は山積していますが、一致団結して加
西市の発展に取り組む必要があります。

会頭：昨年までの第 7期中は、会議所の基盤の再構築をし
ながら改革にも取り組んできました。昨年は、加西市、JA
兵庫みらい、加西商工会議所の三者による「加西ブランド
協定」を締結、加西市の特産品を紹介するウエブサイトの
創設等、地域資源を活用した産業振興の礎が出来たと思っ
ています。しかし、原油高の中、地域格差や業種別格差が
解消されず、特に中小零細事業者にとっては、まだまだ厳
しい状況が続いています。今年はぜひとも加西から全国に
発信できる立派な特産品を作っていきたいと考えています。
　加西病院については、市民が安心して暮らせる医療体制
を、是非作っていただきたいと思います。

市長：昨年末に加西病院の産科再開後、第一号の赤ちゃ
んがベトナム人夫妻の第一子として生まれました。分娩の

再開は、産婦人科の廣瀬先生の強い決断があったからです
が、助産師はじめ、病院全体の理解と協力があったから実
現できました。市民の皆さんにご理解いただきたいのは、
加西病院のマタニティセンターは、ホテルのように快適で
居住性の高いところで、安心して産めるということです。
28,000 人もの署名をいただきそれを受けて再開させたので
すから、是非利用してください。
　本日、病院での仕事始め式で、私は患者を待たせないこ
とを目標にしてほしいと言いました。加西病院に行けば初
診でも、余り待たされることなく診察してもらえるように
なれば、それだけで加西病院が注目されて、「ああ、加西病
院に行こうか」ということになるのです。

議長：廣瀬先生 1人で産婦人科を再開していただいて、市
長の努力もあったと思いますが、山辺院長にも感謝申し上
げたいと思います。もう少し欲を言うと、もう一人産婦人
科の先生に来ていただきたいですね。また、一般会計から
の繰り入れも増やすなどして、地域の拠点病院として、絶
対に存続させてもらわないといけません。

会頭：病院の課題は、市民にとっては身近で大きな問題で
す。商工会議所の立場から考えると、元気なまち加西を作
ることを目指していますが、それには生活のインフラが必
要になります。そして、産業団地に企業を誘致し、とにか
く人が加西に寄ってくる仕掛けをつくることによって全体
の底上げができ、加西が元気になると考えています。絶対
的な集客力を持っているイオンが進出してきますが、イオ
ンと既存の商店街とが共存共栄できるまちづくりをしてい
くことが必要です。

市長：地元商店街や個々の
店の持ち味や、強みを伸ばさ
ないといけないと思っていま
す。
　また、地元加西でこれだけ
美味しい野菜やお米が生産さ
れているのですから、地元の
資源をもっと活かして地産地
消を進めれば、輸送のための
ＣＯ 2 も削減でき、地球環境
対策にもなります。

会頭：環境ということについても配慮した動きが必要です。

議長：これからＣＯ 2 の削減率を金で買う時代です。加西
市は、菜の花を植えたり、菜種の油を再利用したＢＤＦ事
業など、様々な先進的取り組みをしているのは、すごいこ
とだと思います。

会頭：徐々にみんながそういうことに理解をしてきました

ね。これからは、行政と議会がうまく回っていく、そこに我々
経済界としても一緒に対話と協調の精神で、加西のまちづ
くりをしていけば、うまくいくのではないでしょうか。

議長：市長がこういうイメー
ジで事業をしていきたいと、
議会の方にも相談していただ
き、対話して理解しながら、
また商工会議所の方とも連携
をとりながら、市民が安全で
安心して暮らせるまちづくり
を考えていきたいと思ってい
ます。

市長：市長に再選して以降、
丸本会頭のご理解もいただいて、「市政懇談会」を立ち上げ
ることができました。市長、議長、会頭などが月 1回懇談
して、当面する行政課題や意見交換をさせていただいてい
ます。これは事前協議ということではなく、加西市の将来
をどうするとかという大所高所の議論がフランクにできる
ようになったと思っています。
　私は、自ら加西市の営業マンとして、加西市の技術・物産・
観光・文化・芸術などをＰＲし、企業誘致にも引き続き力
を入れていきたいと思っています。加西市の行政が効率的
で、企業や市民のニーズをすぐに汲み取り、手を打ってい
けるような行政であれば、もっと企業が進出してくると思
うのです。

会頭：市民の声を市長や議長が聞かれたら、馬上の行動で
走りながら次の手を打つという素早い対応こそ、市民から
信頼を得るために重要なことだと思います。

議長：今、両産業団地に企業が張り付いて埋まってきたら、
市税も入ってくるし、次は鶉野飛行場の跡地をどうするか
が重要な課題ですね。

会頭：もう一つ、阪神大震災の影響で話が途切れた青野原
の住宅団地もありますね。

市長：飛行場跡地は、今年国との本格交渉に入ります。住
宅団地については、県の住宅供給公社や土地開発公社に対
して、市内での開発に力を入れてもらいたいと要望してい
ます。そして法務局の跡地利用も課題としてあります

会頭：青野原に住宅、鶉野飛行場跡地、それから法務局跡
地と 3つそろえば、将来加西市は夢のあるまちづくりが描
けるのではないかと思います。

議長：県の新行革プランの影響もかなりあります。加西市
も 4,300 万円ぐらいと言われていましたが、福祉面とか教
育面にだいぶんカットあります。

市長：県の福祉施策については、1年間は移行期間として
現状の水準を維持してもらえるやに聞き及んでいます。教
育や子育ては、私も一番力を入れたい分野です。選挙前か

らこの分野にお金を優先投入するということを私は言って
きたわけですから。従来のハード事業は抑制して、その分
を将来のための教育投資、子育て分野に税金を回すよう努
力します。

会頭：今回、産業団地に進出を予定されている企業から、
下請けをしてくれる企業を紹介してほしいという問い合わ
せが会議所にありました。我々も情報を十分提供して組織
力の強化につなげたいと思っています。

議長：会員が増えるためには、会議所に入ったことによっ
てメリットがあって、仕事が増えるなり、情報が広がった
りすることが必要です。

市長：企業の潜在的なニーズに応えて、情報交換の場とし
て、産業団地に進出した企業との協議会を去年スタートさ
せました。インフラは、5年先 10 年先を見越して整備して
おかないとだめです。土地造成が終わったからこれでイン
フラ整備ができたというものではありません。加西市内の
情報インフラの遅れは何としても克服したいですね。

議長：加西インターと加古川北インターとで、本当に加西
はよくなりました。後は幹線道路が整備されれば、ますま
す交流が図れることになります。

会頭：今年は中心市街地活性
化の協議会で、あらゆる角度
からの問題提起を受けて、市
なり議会に諮問に行かないと
いけないと考えています。今
やっている地域商品券も 3年
間の経過を見ると大変好評で
あり、地域の商工業の振興に
十分貢献しているのではない
かと思われるので、今年も市
の協力を得て、協議会の中の
1 つの事業として出来ればと
考えています。
　市民の幸せを考えていくのが行政であり、我々商工会議
所としても考えなければならない問題です。地域の底上げ
をして元気が出るまちをつくらなければなりません。この
ようにいろいろ話し合ってその中で舵取りが出来たらと
思っています。

議長：いろいろと情報交換をしながらですね。市長はアイ
デアマンですので、たくさんアイデアを持っておられます。
そのアイデアがもっと活かせるように期待しています。
　財政難のおりですが、色々と工夫をしていただいたおか
げで、財政も改善してきています。2008 年は、本当の意味
でいい年になることを願っています。

市長：では、加西を魅力的で元気なまちにするために、今
年も全力で業務に励みますので、よろしくご指導ご鞭撻賜
りますようお願いします。

　希望に輝く平成 20 年。仕事始めの 1月 4 日、中川市長、桜井市議会議長、
丸本商工会議所会頭に、それぞれ新年への抱負を語りあっていただきました。

子年の今年は、加西市に明るい
話題がいっぱい

▲加西の明るい未来に向けて決意を新たにする三者。
（左から桜井議長、中川市長、丸本会頭）
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　加西市指定ごみ袋を販売していただく取扱店を募集し
ます。

対象：市内に店舗を持つ小売店等
業務内容：加西市指定ごみ袋の販売
※『加西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例』に規定
するごみ処理手数料の徴収と指定ごみ袋の交付
募集期間：随時受付中
販売開始時期：平成 20 年３月１日
申請窓口：環境課ごみ対策係（市役所東付属棟　２Ｆ事
務所）　☎42 8730　※原則として、申請書類は持参。
申請書類：①加西市指定ごみ袋取扱者申請書 ②誓約書　 
③加西市の納税証明書　④店舗の位置図
その他：取扱店の手引き（業務の詳細）の配付及び申請
書類の作成方法等、詳しくは申請窓口まで。

加西市指定ごみ袋の販売店募集！

皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

校  区 開催日 開  催  場  所

北条小学校区 2/1（金）
アスティアかさい地域交流セ
ンター

富田小学校区 2/4（月）富田コミュニﾃィー施設
北条東小学校区 2/5（火）コミセン視聴覚室
賀茂小学校区 2/6（水）賀茂会館
下里小学校区 2/7（木）善防公苑・２F会議室

九会小学校区 2/8（金）
農村環境改善センター・２F
農事研究室

富合小学校区 2/12（火）富合会館

西在田小学校区 2/13（水）
兵庫みらい農協旧西在田支店
２F会議室

泉小学校区 2/14（木）北部公民館・２階視聴覚室
日吉小学校区 2/15（金）北部公民館・２階視聴覚室
宇仁小学校区 2/18（月）八王子地区コミュニﾃィー施設

　問合先：環境課　　☎42 8730

ごみ有料化（指定ごみ袋制）
　　地域別説明会開催

①下水道接続なしの場合……

②下水道接続の場合………

③下水接続、井戸水併用家庭
（1ヶ月 10㎥加算の場合…

上下水道料金改定に伴う影響額（一般家庭平均水量で試算）

④下水道料金　30％値上げ
　下水道使用料は、これまで整備してきた施設の維持管理
費と事業債の元利償還金が増加傾向にあり、一般会計から
の繰入金が年々増加しています。
　下水道事業会計の健全な財政運営を図るため、使用者の
皆様方の適正な負担をお願いすることが必要と考え、下水
道使用料を改定することとなりました。今後は、維持管理
事務の効率化、経営改善による経費削減を推進していきます。

③水道料金　5％値下げ

⑤し尿収集手数料増額
現行　1,500 円 /180ℓ→ 2,400 円 /180ℓ
手数料　100 円 / １回→ 200 円 /1 回

⑥指定ごみ袋を導入
ごみシールを廃止し、45ℓ袋→ 50 円、30ℓ袋→ 30 円、
20ℓ袋→ 20 円に改定
〈年間１世帯あたり＠ 50円× 78 袋＝ 3,900 円の負担増〉

②廃棄物処理手数料　       　　　　　
　（クリーンセンターへの持込ごみ）
一般系ごみ：50 円 /10㎏→ 90 円 /10㎏
粗大ごみ：　90 円 /10㎏→ 130 円 /10㎏
事業系ごみ：90 円 /10㎏→ 130 円 /10㎏　に改定
※ごみ減量・受益者負担・負担の公平性の観点から、現在
のシール制を指定ごみ袋制に変更することとなりました。
また、クリーンセンター持込のごみ処理手数料については、
焼却炉と埋立処分場の延命化を図るための改定です。

⑧斎場使用料
市内大人 12,000 円→ 20,000 円、市内小人 8,000 円→ 12,000 円
市内死産児 4,000 円→ 6,000 円、市内汚物 3,000 円→ 5,000 円
市内小動物 2,000 円→ 5,000 円

時間はいずれも
19：30 ～ 21：00

　　公共料金の改定にあたって

　これまで、加西市のごみ処理は、一定量を越えた場合
のみ若干の料金をいただき、原則は無料で回収・処分さ
れてきました。また、病院事業や下水道事業などは、市
民の皆さんからの診療報酬や使用料金で足らない部分（赤
字）を、市の一般会計からの繰り出しや借入金で補填し
ながら運営されてきました。
　財政が厳しい中、加西市が、今後も経営を続けていく
ためには、過去からの借金を返済しつつ、毎年の市民サー
ビスは維持していかねばならず、本来、市民の皆さんに
は過去の借金返済と日常の税負担の両方を同時にお願い
しなければならないものです。

　私は、市民の皆さんに大幅な追加負担を求める前に、
まず市役所が相当な経営合理化を進めるべきであると認
識しています。そして、市が行う事務事業を効率化し、
市税と各種公共料金・使用料のバランスを受益者負担の
観点から見直すことによって、行財政改革を進めること
で、トータルでは市民負担を軽減することができると考
えています。
　当面は、下水道料金の値上げや、ごみ有料化などで対
応する訳ですが、分別などによって、ごみの発生量とそ
の処分費を大幅に削減することができれば、その財源を
教育・子育て分野や新たな事業のための資金とすること
ができます。ごみ有料化の意図は、できるだけごみを出
さないライフスタイルや消費生活を政策的に誘導してい
くことが主眼です。

　上水道使用料は、平成 9年に 3％値下げして以来、10
年間据え置かれてきました。当初、水道会計の決算書を
見る限り、20％程度の値下げも可能ではないかと見込ん
でいましたが、市長就任以降、市川町からの受水単価が
5％アップしました。また、維持管理のための内部留保を
残す必要性も生じましたが、少なくとも 5％は直ぐにも
値下げが可能と判断したものです。今後、広域水道化・
漏水防止・新たな水源確保・糀屋ダムの用途変更などに

より、効率運営ができれば、より一層の値下げができる
と考えています。

　下水道使用料は、平成 10 年に 5.9％、平成 14 年に
41.9％の値上げが実施されたのに加え、平成 16 年度の公
共料金問題審議会で 40％（平成 17 年度 20％、平成 20 年度
20％）の値上げも議論されましたが、下水道事業が完成
する平成 20年度まで据え置くようにという最終答申を受
け、前回は値上げを見送ったのでした。
　ところが、平成 19 年度の公共料金問題審議会では、経
営破綻回避のためには 30％の値上げも止むを得ないとの
結論になりました。今後、更なる経営合理化を進めると
ともに、企業立地や新規世帯増などによって下水道施設
の稼働率を高め、世帯当たりの負担を引き下げたいと考
えています。なお、この値上げによって国からの交付金
が増える見込みです。

　水道料金は、これまで 20 トンで月 4,240 円だったもの
を 4,020 円にします。これによって、県内 51 団体中 6番
目に高かったものが 9番目に下がります。全国的には、
1326 団体中 170 番目だったものが 229 番目になります。
　一方、下水道料金は、月 2,730 円から 3,540 円に値上
げとなりますので、公共下水道 1170 団体中 90 番目、農
村集落排水 930 団体中 220 番目にランキングされ、現状、
まだまだ全国平均値とはなりません。

　しかし、多くの自治体は、本来の原価に相応しい料金
を徴収せずに、下水道事業会計の赤字を一般会計からの
補填によって運営しており、地方財政健全化法に沿って、
いずれ各自治体が料金適正化（値上げ）すると、加西市
の料金水準はさらに低下（改善）すると見込んでいます。
　ミネラルウォーター並みの水質を誇る加西の水道水を、
散水・洗車・洗濯・風呂などに使うことは、そもそも勿
体ないことです。市民の皆さんには、節水によって家計
負担を少しでも減らされるとともに、CO2 削減など地球
環境にも貢献していただければと思います。
　市役所も、一層経営努力・効率運営によって上下水道
の料金値下げへの努力を、今後も続けていきます。  （市長）

①住民票・印鑑登録証明の
　　手数料値下げ（自動交付機の場合）
　住民票及び印鑑登録証明の発行に自動交付機【市役所庁
舎正面玄関〈月～金　7：30 ～ 20 時　土　8：30 ～ 17 時〉、
アスティア加西 3階地域交流センター内（火～日　9～ 19
時〉】の場合、250 円でご利用いただけます。（窓口におけ
る発行は、これまでどおり 300 円です。）
※自動交付機の利用を増進するための措置です。

⑦市民会館　遊戯室の料金設定
　市民会館 3階遊戯室の貸室をはじめます。
　これまでは幼児・児童の利用等に制限していましたが、
今回広く市民の皆さまにお使いいただけるようにするもの
です。

⑨幼稚園入園料・保育料
入園料…現行 6,000 円→ 8,000 円（国基準額 11,000 円）
保育料…現行 5,700 円→ 6,300 円（国基準額 6,300 円）
※地方交付税算定基準額の改定に伴い増額。

　　　　　　改正前　　改正後
水道料金 3,780 3,580

水道料金 3,780 3,580
下水道使用料 2,410 3,130

水道料金 3,780 3,580
下水道使用料 4,070 5,290

※ 1ヶ月水道使用量（18㎥）

　向う、10 ヵ年の長期経営見込みでは、いくらかの剰余
金が生まれるものと考えています。
　僅かではありますが、市民の皆さまに還元しようと、5％
の値下げを決定しました。

平均世帯
520 円 / 月× 12 ヶ月＝ 6,240 円 / 年の負担増

平均世帯
1,020 円 / 月× 12 ヶ月＝ 12,240 円 / 年の負担増

単位：円（税込）

し尿収集料：月額 2,000 円→ 3,200 円

併せて 8.4％値上げ

併せて 13％値上げ

併せて 11.7％値上げ平均世帯
1,000 円 / 月× 12 ヶ月＝ 12,000 円 / 年の負担増

　昨年11月、加西市公共料金問題審議会（是常克博会長）から、下水道料金の30％値上げなどを内容とする答申が出ました。
また昨年 12 月加西市議会でも値上げ関連の補正予算が承認されました。水道料金など一部値下げはあるものの、市民負
担が増えることで、市民の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、何卒、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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料（普通徴収）第7期分の納期限は  1月31日（木）です。
納期内完納にご協力をお願いします。
問合先：税務課税制係　☎42 8712

○ 所得税の確定申告・市県民税の申告期間
　平成 19 年分所得に係る確定申告期間は、２/18（月）～
3/17（月）です。
　加西市では、申告期間中、コミセン３階小ホールにおいて、
平日、午前９時から午後４時までの間、申告相談・申告書
の受付を行いますが、2/24 および 3/2 の日曜日に限り、閉
庁時の申告相談・申告書の受付を行います。平日に勤務等
で都合の悪い方は、この２日間をご利用ください。
　通常の土日は閉庁しておりますのでご注意ください。

○農業所得収支内訳書・医療費の明細書等の作
成は事前にお願いします。
　農業所得の申告に当たっては、平成 18 年分の確定申告か
ら従来の所得標準による申告が廃止され、すべて収支内訳
書の作成が義務付けられています。
　これに伴い、収入および経費について、伝票や領収書等
に基づき全て実費により計算していただくことになります。
　確定申告期間中（2/18（月）～ 3/17（月）まで）コミセ
ン３階小ホールで行う申告相談会場では、大変混雑が予想
されますので、「農業所得の収支内訳書」や医療費控除のた
めの「医療費の明細書」等については、相談会場に来場さ
れる前に、まえもって内訳書等に記載されている各項目ご
とに分類・集計していただくようご協力をお願いします。

○平成 19年分所得税、消費税確定申告説明会
日時：1/30（水）　13：30 ～ 15：30
場所：加西市民会館　コミセン３階小ホール
問合先：　社税務署　☎ 0795 42 0223

○源泉徴収票等の提出について
　源泉徴収票などの「法定調書」は 1/31（木）までに提出
してください。
（提出する主な法定調書の種類と提出先）
　☆税務署に提出するもの
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の譲り受けの対価の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
　☆市に提出するもの
・給与支払報告書（総括表）
・給与支払報告書（個人別明細書）

　１年間の給与支払金額が３０万円を超える方の分につい
ては、年度途中に退職された方であっても提出が義務付け
られていますのでご注意ください。
問合先：社税務署資料情報担当　☎ 0795 42 0223
　　　市役所税務課税制係　☎42 8712

○住民税から住宅ローン控除の適用をうけるに
は控除の申告が必要です。
　居住年が平成 11 年から平成 18 年までの住宅ローン控除
の適用者のうち、税源移譲による税率変更で所得税が減税
されることによって、所得税から控除できない住宅ローン
控除額が発生、または控除しきれない額が増大する場合に、
平成 20 年度分以降の個人住民税の所得割からも控除できる
ようになりました。この制度の適用を受ける場合は、対象
者自身が、毎年、居住する市に「住宅借入金等特別税額控
除申告書」を提出しなければなりません。
　年末調整において住宅ローン控除の適用を受けている方
で、『平成 19 年分　給与所得の源泉徴収票』の摘要欄の「住
宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている場合
は、税務課へ源泉徴収票を添付して申告書（給与収入のみ
を有しており確定申告書を提出しない納税者用）を提出し
てください。
　また、平成 19 年分所得税の確定申告書を提出予定の方は、
確定申告書と合わせて申告書（確定申告書を提出する納税
者用）を提出していただきます。この申告書は、確定申告
相談会場の場合は、確定申告書と合わせて作成していただ
きますが、直接税務署に提出される場合等は、税務課窓口
や税務署で予め入手してください。（市のホームページから
もダウンロードできます。）
※平成 20 年度分の住民税から控除を受けるための申告書の
提出期限は 3/17（月）です。

神と共に祝うお正月（正月料理）
第六巻民俗より

▲おせち料理

　お正月の代表的な料理として、「雑
ぞう に

煮」と「御
おせ ち

節」
があります。雑煮とは、元は神

かみだな

棚に供えた山や海の幸
を餅と共に煮たもので、年始にやって来た歳

としがみ

神と一緒に
食べ、新しい年を祝います。
　おせちの「せち（節）」とは節日のことを意味し、祭の日で神と人がいっしょ
に食事をする（共食）日のことを指していました。それが、神に供えた食物
の意味に転じて、しだいに正月の料理を指すようになりました。おせちの食
材には、昆布は「喜びごと」、数の子は「子孫繁栄」、黒豆は「まめなように」、
エビは「腰が曲がるまで（長寿）」、クワイは「芽が出るように」や出世魚の
ブリなど、福につながる意味が込められています。元日は包丁を使ってはい
けないとも言われ、厨房を使わなくてもよいように、おせち料理は保存性が
高い調理法が使われています。
　また、加西では二日の朝にトロロご飯やトロロ汁を食べるという風習が残っ
ています。これは、加古川流域に残る風習で、他の地域ではあまり見られな
い風習のようです。

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。

○ 原付・軽自動車の廃車はお早めに
　軽自動車税は、毎年 4/1 現在の所有者に対して課税され
ます。廃車、名義変更等の手続きは 3/17（月）までにお願
いします。盗難・解体等によりナンバープレートがない場
合も届出が必要です。
届出先：原動機付自転車、小型特殊自動車（トラクター等）
　…税務課税制係　　☎42 8712
軽三輪、軽四輪…軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
　☎ 079 － 231 － 4101
軽二輪、二輪の小型自動車…姫路自動車検査登録事務所
　☎ 050 － 5540 － 2067
○固定資産税（都市計画税）に関する届出
☆償却資産の申告について
償却資産（固定資産税）の申告は 1/21（月）までにお願い
します。
○申告していただく方
　個人や法人で事業を行っている方のうち、市内において
その事業に用いることができる資産をお持ちの方は、毎年
1/1現在の所有状況を申告していただくことになっています。
○申告の対象となる償却資産について
　固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以
外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、
所得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象とな
る資産をいいます。

※ただし、次のものは対象外となります。
・自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等。
・耐用年数が 1年未満又は取得価格が 10万円未満の資産で、
一時に損金 ( 必要な経費 ) に算入されたもの。
・取得価格が 20 万円未満の資産で、一括して 3年間で損金
（必要な経費）に算入されたもの。
○「事業」および「事業の用に供する」とは？
　「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反
復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを
得ることを直接の目的とすることを必要としません。
　「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己
の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として
他人に貸し付ける場合も含みます。
　新規事業者や事業用の償却資産を所有されている方で申
告の必要があるかどうかご不明な方は資産税係まで。

☆家屋について
　固定資産税（都市計画税）は毎年 1月 1日現在の所有状
況で課税することになっております。平成 19年中に家屋を
新築、増築され家屋評価が終わっていない方や、家屋を取
壊された方はご連絡ください。
問合先：税務課　資産税係　☎42 8713

●●●　税務課からのお知らせ　●●●
所得税・消費税・源泉徴収票・固定資産税など

「口座振替依頼書」ダウンロードサービスの開始
　市税及び公共料金の口座振替を推進するため、２/1 よ
り加西市ホームページから、市税口座振替依頼書・返信
用封筒様式をダウンロードして口座振替を申請出来る
サービスを開始します。　問合先：収納課　☎42 8714

“向き合おう　自分の体　自分の生活”
2/1 ～ 2/7 は生活習慣病予防週間

　メジャーと健診結果を片手に自分の
体・自分の生活と向き合ってみてはい
かがでしょう？ 

○内臓肥満ﾁｪｯｸ！！

腹囲が、男性 85cm 以上、女性 90cm
以上で、血圧高値・血中脂質異常（中
性脂肪高値・HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ低値）・血糖
高値の２つ以上に該当する人はﾒﾀﾎﾞﾘｯ
ｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者です。
○内臓肥満減量大作戦！！　
　「ちょっと、ちょっとちょっとの努
力で体重減少を！」
作戦１　今より、ちょっと身体を動か
す時間を増やす
作戦２　今より、ちょっと口に運ぶ手
を止める。
健康づくりに関する相談先：国保健康
課健康係　☎42 8723
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KASAI データバンク
人口／ 49,834（－ 19）　世帯数／ 16,937（＋ 21）

男／ 24,136（-22）　女／ 25,698（+3）　
12 月の出生数　22 人　　死亡数　53 人

KAFE2007 DANCE SECION
　12 月 8 日。市民主催の 40 周年事業　KAFE2007 DANCE 
SECION が開催され、出演者、来場者約 1,000 人がストリート
ダンスのまち加西に集いました。

水槽付消防ポンプ自動車（タンク車）を更新！
　平成２年度から活躍してきた消防署（本署）タンク車を最新鋭車両
に更新しました。このタンク車は、省力化のため、はしごおよびホー
スカーの動力昇降装置を装備、夜間作業にも対応できるように照明装
置も付いています。大規模災害時には、緊急消防援助隊車両として全
国各地へも応援出動します。

長駅に駅長羅漢が出現！
　北条鉄道長駅ステーションマスターの後藤さんが、駅
のイメージアップのために石像を製作。長駅に行くと、
「羅漢の駅長」や「かえるの石像」が見れますよ。

まちの子育てひろばを応援します
　12月12日。県立こどもの館から“こどもの館号 ”がやっ
てきました。こどもの館は皆さんの子育てを応援していま
す。この日は、62 組の親子が体験活動指導員と一緒に手
遊びや人形劇を楽しみました。

サンタが空からやってきた
　12 月 24日。クリアスマスイブに、サンタさんからの
サプライズプレゼント。モーターパラグラーダーに乗っ
たサンタさんがあらわれ、北条鉄道のサンタ列車の横を
低空飛行。子ども達は、窓の外に現れたサンタさんに大
喜びでした。

98

加西 SAにウェルカムゲートオープン！
　12 月 20日。中国縦貫自動車道の加西サービスエリ
ア上り線にウェルカムゲートが完成し、オープニング
セレモニーが行われました。これを機に、特産品の販
売拡充やイベント開催等、加西サービスエリアでの情
報発信を強化していきたいと考えています。

本年もよろしくお願いします
　1月 4日。アスティアかさい 3階地域交流センターにて
新年交歓会が開催され、市内各種団体の長や議員など関
係者約 200 名が参加して新年の抱負を語り合いました。

懐かしの国鉄北条線に思いを寄せて
　北条鉄道法華口駅ステーションマスター上谷さんによる写
真・絵画展「懐かしの国鉄北条線の寸景と今に残る北条鉄道
の駅舎」が、ふく蔵にて開催されました。来場者は懐かしい
駅舎の写真に目を輝かせました。

ボランティア活動への貢献をたたえて
　第 33回兵庫県身体障害者社会学級生のつどいが開催さ
れ、加西市の「手引きボランティアグループ」（代表　豊田
倫子）の北播磨青い鳥学級での活動に対し、兵庫県教育長
から感謝状が贈呈されました。

今年も良い年になりますように！
　ランドマークタワー展望台で、元旦恒例の「新春のつどい」
が開催され、冷え込みが厳しい中、早朝から約 350 人が集
まり、見事な初日の出に新春への夢と希望を膨らませまし
た。今年はいい年になりそうですね。

夢いっぱいの健康たまご
　播磨農業高校畜産科の 3年生 7名が、とっても健康によい
卵の開発に成功しました。その名も「ハリマ夢たまご」。鳥
の餌に乾燥させたシソを加えたところ、コレステロール値を
下げるα－リノレン酸が通常の 4倍以上になったそうです。
阪神百貨店でも販売中。ぜひ一度ご賞味を！

園児からのクリスマスプレゼント
　12 月 12日。愛の光幼稚園の園児６名が加西病
院を訪問し、一生懸命作ったクリスマスプレゼン
トを届けてくれました。かわいいサンタさんの訪
問に病棟はにこやかな笑顔に包まれました。

H19.12.31 現在（前月比）

詳しくは、http://www.city.kasai.hyogo.jp/ を
ご覧ください。
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わくわく子育て情報

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

⑦キッズ職業体験　
キッズデザートショップ店員募
集 !!2/3（日）の加西発展祭「かさ
いストロベリータイム」でショップ
店員を体験してみませんか？ 
対象：3 歳～小学生まで
（※）小学３年生以下の場合は保護
者同伴となります。① 10：30 ～
12：00　② 13：00 ～ 14：30　①・
②とも各 5 名（組）。
申込：1/18（金）9：00 ～電話予約
⑧癒しの空間 ART Cafe　
4F 展望コーナー 11：00 ～ 14：00
音楽療法士と若手デザイナーが創出
する One Day Cafe
⑨音と音楽の世界「銀河鉄道の夜」
親子向けに絵本と音楽で構成された
世界
10：00 ～ 11：00　スタジオ　無料
⑩アロマ教室「アロマスプレー作り」
10：00 ～ 12：00　定員：15 名
材料費：500 円　※要予約

ねひめふれあいステージ + ＷＳ
日時：2/6（水）　10：00 ～ 12：00
場所：多目的ホール　対象：0 歳～

地域協働事業『加西発展祭』2/3（日）
①かさいストロベリータイム　
加西産いちごを使ったスウィーツ発
表＆販売コーナー
交流プラザ　11：00 ～ 15：00　
②パネルディスカッション『地域の
中の男女共同参画～農業の現場～』
10：00 ～ 11：30　講演：兵庫県女
性農業士　西馬きむ子さん
③ママのベビーマッサージ教室
集会室、10：00 ～ 12：00、定員先
着 15 組、要予約、地域交流センター
④ 5 歳若返る美肌レッスン　
集会室、13：30 ～ 15：00、定員 50 名
・5 歳若返るためのスキンチェッ
ク、・メイクアップ術、・フェイスマッ
サージ
⑤集まれちびっ子 !! ねひめふれあい
ステージ　IN 発展祭　
10：20 ～ 11：00　　交流プラザ
⑥英語絵本読み聞かせ　
スタジオ　11：15 ～ 12：00 　

超初級市民パソコン教室（5 日間）
（ステップ１）パソコン初級講座　
ワープロソフトの簡単な操作を学習。
日程：1/23（水）、1/24（木）、1/25（金）
3 日間、時間：10：00 ～ 12：00
（※）1/25（金）は PC 教室 9：30
～ 11：30　男女共同参画ミニ講座
　11：30 ～ 12：00
（ステップ２）男女共同参画につい
て A4 用紙 2 枚程度のワープロ文書
を作成。
日程：1/30（水）～ 1/31（木）10：
00 ～ 15：00
対象：クリックなど基本操作や用語
がわからない方。
定員：8 名 1/17( 木 )9：00 ～電話申込

市民がつくる 40 周年記念事業　
第 4 回北条の宿を謳う 
北条の街並みを 100 点をこす北条
小学校生の絵画で再現。 
日程 :2/6( 水 ) ～ 2/17（日）　9：00
～ 22：00〔最終日繰上〕　交流プラ
ザ　（入場無料）　主催：北条地区ま
ちづくり協議会、北条小学校 
イベント問合せ：
地域交流センター　☎42 0106

ねひめFILM（多目的ホール）入場無料

〔FILM〕1/24（木）10：00～　理由　
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

　ファミリーサポートクラブは「子どもを預かってほしい

人」と「子どもを預かりたい人（協力会員）」が会員になって、

地域の中で助け合いながら子育てのボランティア活動を有

料で行う会員組織です。安心して活動できるように、協力

会員さん（ただいま募集中！）の研修会を開催します。地

域の子育て力向上にむけての第一歩として、子育ての基礎

を一緒に勉強しましょう。気軽にご参加ください。

【内容等】　　
日時 内容 講師

1/29（火）
10：00 ～
12：00

開講式・あいさつ
事業内容説明

ファミリーサポートクラ
ブ事務局・アドバイザー

子どもを預かるとき
の心構え

子どもの預かり経験者（保
育士）

2/5（火）
10：00 ～
12：00

子どもの事故と応急
手当

加西市消防本部

2/6（水）
13：30 ～
15：30

子どもの食事と安全
な衛生管理

国保健康課栄養士

子どもの健康管理 国保健康課保健師
2/14（木）
13：30 ～
15：30

子どもの遊び（心の
発達）

北条西保育所園長

閉講式・会員証交付 事務局

　地域交流センターの求人情報（商工観光課提供）コー

ナーに、新たに女性チャレンジひろばの情報が仲間い

りしました。就職、起業、在宅ワーク、地域活動等に

チャレンジしたい女性に、専門窓口や再就職支援講座

等のセミナー、助成金等「ひょうご女性チャレンジネッ

ト」を通じての情報をチラシ等で提供しています。ま

た、マザーズハローワーク、21 世紀職業財団からの

情報も充実しました。ぜひ一度、お立寄りください。

問合先：男女共同参画センター　☎42 0105

場所：地域交流センター　集会室　定員：50 名　　
受講料：無料　託児：（無料：1歳 6ヶ月から・6名まで）
を希望される方は、各 3日前までにお申し込みください。

◎全日程出席された方に、会員証を発行します。

申込・問合先：加西市ファミリーサポートクラブ（男女共同
参画センター内）☎42 0111（火～金曜　9：00 ～ 17：15）

～新入生の皆さまへ～

小・中学校入学予定者へ住所に基づいて入学校を指定し、

就（入）学通知書を１月下旬にお送りします。指定校は次

の特別な理由がある場合には変更できます。

【特別な理由】

１．身体的理由：心身の障害等により指定校への就学が困

難な場合

２．家庭の事情に関する理由：①保護者の就労、母子・父

子家庭等の理由により校区外の家庭で児童を預ける場合

（小学生のみ）②住宅新築等で転居が確実であり、転居予

定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）③加入す

る自治会の校区が住所地の校区と異なる場合（添付書類要）

３．その他の理由：国立・私立小中学校へ入学する場合等

【手続方法】

○指定校以外の市内小中学校へ入学：印鑑を持って市教育

委員会学校教育課へ

○他市町村立小中学校へ入学：入学希望の学校を管轄する

市町村教育委員会へ

○国・私立小中学校へ入学：その学校の入学許可書と印鑑

を持って市教育委員会学校教育課へ

いずれの場合も事前にご相談ください。

問合先：学校教育課　☎42 8771

兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会に向け
加西市チームが発進
　2/3（日）に加古川市で行われる兵庫県郡市区対抗
駅伝競走大会に向け、活躍が期待される加西市男女
チームが合同練習を開始しました。
以下候補選手
男子チーム
監督：稲岡進（北条中

教諭）マネージャー：

小坂卓司（泉中教諭）

▼候補選手　石野誠慈（大阪教育大）、宮永大亮（大阪経済大）、

稲岡裕紀（姫路工高）金澤朋大（西脇高）、五百蔵亮輔（北条

高）、民輪晴紀（北条高）、志方文典（西脇工高）岡田明應（佐

用高）、植田　翔（北条中）、牛尾太郎（北条中）、正中湧也（北

条中）高瀬　駿（北条中）、工藤大輝（北条中）、中川大貴（北

条中）、高田航志（北条中）東郷将貴（加西中）、平賀　涼（加

西中）、西村卓真（加西中）、小谷　涼（加西中）千石祐也（泉

中）、為広大地（泉中）、藤本大佑（泉中）

女子チーム
▼監督　植田正吾（加西中教諭）▼マネージャー　高見美帆（び

わこ成蹊スポーツ大）

▼候補選手　三宅裕子（名城大）、高見美帆（びわこ成蹊スポー

ツ大）、池田夕姫（西脇高）織邊穂菜美（北条高）、三宅翔子（北

条高）、小池　藍（日高高）、稲岡麻由（北条高）玉置友耶（善

防中）、田中聖菜（加西中）、西田　舞（加西中）、三宅亜紀穂

（加西中）志方ゆう（加西中）、池田夏実（北条中）、中川ちほ

り（北条中）、吉田優美（北条中）

Ｑ．「ねひめキッズ」ってどんなところ？
Ａ．ねひめキッズは親子が気軽に立ち寄り、自
由に過ごせる場です。
　登録も利用料もいりません。
イベント日以外も毎日手遊び・紙芝居など楽し
い催しや、子育て支援員による子育て相談も行っ
ていますので、ぜひお立ち寄りください。

麻しん風しん混合２期予防接種はお済みですか？

　麻しん風しん混合２期予防接種は、予防
接種法により、乳幼児期に受けた予防接種
の追加接種として、無料で受けられます。
対象児で接種がまだの児は、平成 20 年 3
月31日までに必ず受けるようにしましょう。
対象者：平成 13 年 4月 2日生～平成 14 年
4 月 1 日生（平成 20 年 4 月から小学校 1
年生として就学する児）

接種方法：指定医療機関で個別接種
持参する物：予診票（医療機関にあります）
母子健康手帳、健康保険証（加西市住民で
あることを確認するために必要）、体温計。
※平成 20 年３月 31 日を過ぎると、任意接
種となり有料となります。
問合先：国保健康課　☎42 8723

　特別整理期間のため、図書館
は 2/20（水）～ 2/29（金）ま
で休館します。
休館となる直前は、
本→貸出 20 冊まで、貸出期間
4週間、ＡＶ→貸出本数 4本ま
で、貸出期間 3週間
※休館中の返却は返却ポストを
ご利用ください。

図書館からのお知らせ



臨時職員募集！
職種・資格：社会福祉士、保健
師、介護支援専門員のいずれかの
免許・資格を有する方、または取
得見込みの方で、昭和33年4月2
日以降生まれの方。
募集人員：若干名
採用期間：平成20年4月1日～平
成21年3月31日（更新あり）
勤務時間：8：30 ～ 17：15
業務内容：加西市地域包括支援セ
ンター業務（介護予防ケアマネジ
メント、相談業務等）
日額：10,160円～（経験年数による）
応募方法：履歴書および免許・資
格の写しを 2/12（火）（土・日曜、
祝日を除く）までに提出してくだ
さい。郵送可。（期限内必着）
※詳細は、下記まで。
問合先・応募先：総務課☎428702

ホープ杯スポーツ大会グラウン
ド・ゴルフ大会参加者募集
日時：3/16（日）8：30 ～ 12：00
※雨天の場合、3/23（日）に順延
場所：加西市民グラウンド
参加資格：どなたでも参加可。（先
着144名）　　参加費：1人300円
申込期間：1/20（日）～ 2/29（金）
申込方法：参加申込書、またはハ
ガキに住所・氏名・年齢・電話番
号を記入し申込。（※参加申込書
は、中央公民館、善防公民館、南
部公民館、北部公民館、市民会館、
アスティアかさい、健康福祉会館、
勤労者体育センター、すぱーく加
西、アクアスかさいにあります。）
申込先：加西勤労者体育センター
　☎471420

配達ボランティア募集
　調理に困っている高齢者などに
お弁当をお届けするボランティア。
活動日：月（上道山方面）・水（山
下方面）・金（満久・中富方面）
時間：11：00 ～１時間程度
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎438133　℻  426658

図書館臨時職員募集！
　平成20年度採用の図書館臨時
職員を募集します。
募集人員：①常勤臨時職員　8名
　②学生臨時職員　若干名
仕事内容：カウンター業務、資料
整理、資料登録、読書相談など
労働条件：9：30 ～ 18：15 の 8時間勤務
日額：6,600円（Ｈ19年度実績）
・通勤手当なし・①の常勤臨時職
員の場合は、社保・雇用保険加入。
採用期間：平成20年4月1日～平
成20年9月30日（更新有り）
応募条件：高卒以上で 50歳まで。
土日祝の勤務ができ、パソコン操
作ができる方。※司書資格をお持
ちの方歓迎　  面接日：2/28（木）
応募方法：平成20年2月10日（日）
までに履歴書を市立図書館まで本
人が持参してください。郵送不可
問合先：市立図書館　☎423722

秘書課スタッフ募集
　秘書・政策立案業務（補助）な
どを行うスタッフ（臨時職員）1名
を募集します。
募集期間：1/15（火）～ 1/29（火）
勤務時間：8：30 ～ 17：15 まで（時
間外勤務あり）
採用期間：平成20年4月1日～平
成21年3月31日（期間延長あり）
賃金：時給1,000円※通勤手当なし
応募資格：会社等での勤務経験が
3年以上ある方。要パソコンスキル。
応募方法：履歴書（市販のもので
顔写真添付）を下記まで郵送
選考方法：書類審査および面接
面接日：2/2（土）
問合先：総務課　☎428702

鯉のぼり募集
　4/6（日）にハノイ市で開催され
る「日本さくらまつり」（主催：日
本ベトナム文化交流協会）で展示
する中古品の鯉のぼり・吹流しの
寄贈を募っています。
問合先：加西市国際交流協会（秘書
課内） 　☎428701

死亡者 年齢 喪　主 町名

三宅文子 84 三宅弘明 鶉野
岡本このゑ 93 岡本正則 横尾
金澤　守 74 金澤正幸 上道山
古川裕子 43 古川弘城 網引
堀井敏夫 72 堀井昌代 網引
宮永常次 94 宮永孝一 三口
竜門昭二 60 竜門久貴 横尾
村田四郎 83 村田正幸 西長
釜坂義光 85 釜坂和正 若井
小林德雄 84 小林勝明 西南
宮永信夫 84 宮永美代子 三口
宮内　誠 58 宮内和子 笠屋
小林國子 74 小林正尚 笠屋
大橋槇夫 66 大橋千代子 田原
吉田美代子 70 吉田博明 油谷
山下美子 86 山下敏郎 窪田
森本志づの 92 森本秀孝 殿原
長田幸男 86 長田則男 越水
光本ひさ江 93 光本輝男 若井
田井てるよ 72 田井良之 田原
古角糸子 85 古角　勝 西横田
山本靜子 88 山本照巳 別府甲
藤井元子 92 藤井秀紀 西上野
宮﨑克巳 84 宮﨑正敏 広原
藤原秀雄 82 金澤広明 河内
山本とら子 86 山本福男 西南
松本はるゑ 90 松本　茂 中山
大橋美祢子 90 大橋義一 田原
松本きみ子 96 松本昌克 国正
梶浦秀雄 88 梶浦　勲 田原
横山久子 87 横山武克 繁昌
岡山一實 80 岡山清一 豊倉
山口九一 84 山口浩一郎 田原
蓬莱澤野 87 蓬莱義夫 佐谷
河合こえゑ 93 河合吉晴 河内
椋本コイシ 100 椋本惠久 東剣坂
坂本寿次 71 坂本明代 東高室
見雪てる子 76 見雪　弘 広原
駒川　裕 75 駒川よし子 畑
河合捨弘 53 小田富雄 田原
加門とみゑ 92 加門　護 中西

※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。

　　　　　  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11月生まれの乳児　　　　    1月29日（火）
  《平成19年12月生まれの乳児　　　　    2月26日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年9月生まれの乳児　　　　　   2月5日（火）
  《平成19年10月生まれの乳児　　　　　 3月4日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年8月生まれの幼児　　　　　  2月12日（火）
  《平成18年9月生まれの幼児　　　　　  3月11日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成16年12月生まれの幼児　　　　　   2月19日（火）
  《平成17年  1月生まれの幼児　　　　       3月18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　 　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～午後1時30分
　妊娠5ヶ月以降のママとパパ　　3月6日（木）

■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
  2月  7日（木）　健康福祉会館、善防公民館
  2月14日（木）    農村環境改善センター
  2月21日（木）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　  1月24日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  2月28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
　2月 7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）
　2月27日（水）　午後1時30分～午後3時30分（要予約）
　　　　　　　　加西市健康福祉事務所（☎420266）
■行政書士による無料相談（農地の許可、相続等）
　  2月　9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

◆一般預託
○加西市茶道協会（歳末た
すけあいチャリティバザー）
73,095 円、タオル類 42 点
○牡丹　　　　 　20,000 円
○平成 19 年度中央公民館ふ
れあいまつりチャリティバ
ザー　　　　　 　20,014 円
○株式会社本陣　  11,432 円
○家庭倫理の会かさい市（第
8回クリーンアースデー協賛
金の一部）　            49,019 円
○西村書店（お客様募金）
　　　　　　　  　35,800 円

  1月20日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎42-0178）
  1月27日（日） 天 沼 医 院　（北条町☎42-3636）
  2月 3日（日） 佐 竹 医 院　（北条町☎42-4057）
  2月 10日（日） あさじ医院　（若井町☎44-0225）
  2月11日（月） 米 田 病 院　（尾崎町☎48-3591）
  2月17日（日） 横田内科医院　（北条町☎42-5715）

｝

｝
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
○兵庫みらい共同組合
（社会福祉対策資金として）
　　　　　　　　200,000 円

加西市社会福祉協議会（善意
銀行）への寄付
◆供養預託
○神田秀明（殿原）50,000 円
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  　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　☎42 8701

1 月市長サロン



いきいきはつらつ　　　　
　　リーダー養成講座
　各町で高齢者のつどいやいきいき
サロン等で、健康づくりや介護予防
に取組むリーダーを目指します。
日時：計５回（13：30 ～ 15：30）
①1/28②2/4③2/18④2/25⑤3/3
場所：健康福祉会館大ホール
講師：（株）フィットネスリサー
チ　近藤純子
内容：スティックウォーキング、
腰痛体操、膝痛体操、肩こり体操等
持ち物：体操できる服装、体育館
シューズ、タオル、バスタオル、
水・お茶、筆記用具
材料費：300円　申込締切：1/25（金）
申込先：社会福祉協議会地域福祉
推進室　☎431281

市民教養講座＜千姫＞
　大阪落城の火中を脱出した千姫は
…。2 回連続で開催します。
日時：① 2/20（水）13：30 ～ 15：
00、② 2/27（水）13：30 ～ 15：00
場所：アスティアかさい３階　多
目的ホール
講師：歴史研究家　黒田美江子先生
募集人員：60 名　受講料：無料
申込・問合先： 生涯学習課
☎42 8775　℻  43 1803
e-mail shogai@city.kasai.hyogo.jp

市民会館からのお知らせ
★市民会館「友の会」会員募集
・個人1,500円/年、ファミリー・
グループ 5,000円/年、法人10,000円/年
※各種特典あり
（入会方法）市民会館窓口に会費
を添えて申込。（郵便振替可）
★笑福亭仁鶴上方落語会
出演者：仁鶴・仁嬌・仁昇
日時：2/16（土）　開演18：00
入場料：3,500円（全席指定）当日
500円増※チケット好評発売中!
★吉本爆笑！お笑いバトル 2008in かさい
出演者：サバンナ、笑い飯ほか
日時：3/23（日）　17：00開演
入場料：3,500円（全席指定）当日500
円増し※2/3（日）チケット発売開始
問合・申込先：市民会館
　☎430160（月曜日休館）

NewYear コンサート　　
　　-春よ来い -
コールサルビア＆コールソレイユ
日時：1/27（日）　13：30開演
場所：健康福祉会館　入場無料

市都市計画審議会委員募集
　都市計画に関する事項を調査・
審議する審議会です。あなたの意
見を計画に活かしてみませんか？
応募資格：市内在住の方
期間：委嘱日（平成20年2月頃の
予定）～ 2年間　募集人員：2名
応募方法：2 つの課題について論
文（800字程度）を作成し、住所・
氏名・年齢・職業を記入して応募
して下さい。
課題：①「志望動機」②「あなた
が描く加西のまちの将来像」
応募期間：1/15（火）～ 1/28（月）
（ただし、土日を除く午前8時30
分から午後5時15分まで）
問合・応募先：都市計画課☎428753
E-mail:toshi@city.kasai.hyogo.jp
※詳しくは市 WEB サイトもご覧
ください。

いなみ野学園地域活動指導
者養成講座学生募集
入学資格：おおむね 56歳以上の
県内在住者で、地域活動に意欲の
ある方。活動しようとする団体の
長と市長の推薦を受けた方。
募集定員：100人
費用：出願費用1,000円、入学金
6,000円、受講料  年間60,000円
出願期間：1/17（木）～ 2/8（金）
募集要項：長寿介護課またはいな
み野学園事務室まで
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079－424－3342
長寿介護課　☎428728

小・中・特別支援学校の　
　非常勤講師の募集
　県内の市町立小･中･特別支援学
校（神戸市除く）の非常勤講師を
募集します。
勤務内容：初任者研修にかかる新
任教員の授業の補充など。
勤務条件：①年間16日以内（1日7
時間以内）②①および年間300時
間以内（週2日、週10時間程度）
報酬：１時間あたり2,790円（現行）
交通費：実費支給（ただし、支給
限度額の範囲内）
資格：希望する校種の教育職員免
許状所持者または、同免許を平成
20年4月1日までに取得できる方。
申込期間：2/1（金）～ 3/21（金）
申込・問合先：・北播磨教育事務
所教育推進課　☎0795429445
・市学校教育課　☎428771

学童保育指導員（臨時職員）募集
職務内容：昼間保護者のいない家
庭の小学１～３年生までの児童
に、健全育成のための生活指導。
勤務場所：北条・北条東・下里・
九会・日吉小学校　※入園希望者
の状況により、変更の場合あり。
勤務時間：①月曜日から金曜日
【授業のある日】13：30 ～ 18：30
【長期休暇など】 8：00 ～ 18：00
の内5時間程度※勤務時間帯の変
更もありえます。②指導補助員と
して上記のうち週２、３日程度。
募集人員：①指導員　11名程度
　②補助指導員　4名程度
採用期間：平成20年４月１日（火）
～平成20年9月30日（火）※更新可
資格要件：学校および幼稚園教員免
許または保育士資格を有する方優先。
給与等：①時間給1,300円②時間
給1,100円　※①②ともに変更の
場合あり。通勤手当なし。
申込期限：2/1（金）17：00 まで
申込方法：履歴書（顔写真添付）、
資格証明書の写しを持参または郵送。
面接日時：2/13（水）午前予定
申込・問合先：生涯学習課☎428772
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くらし

講座・イベント
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 2/6（水）～ 2/8（金）
②エクセル 2/13（水）～ 2/15（金）
いずれも　9：00 ～ 12：00
場所：アスティアかさい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、マウス操作ができる。
人員：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。※一時保育あり
申込：電話・℻  で下記まで。
申込期間：1/16（水）～ 1/22（火）
9：00 ～ 17：00 まで（月曜休館）
申込・問合先：男女共同参画セン
ター　☎42 0105　℻  42 0133

改革派市長の講演会開催
　職員研修の一環として、北口寛
人明石市長を招いて講演会を開催
します。市民の皆さまも聴講でき
ます。ぜひご参加ください。
日時：2/1（金）15：30 ～ 17：00
場所：コミセン小ホール
問合先：総務課　☎428702

入札参加資格審査申請書の
受付について
　平成20・21・22年度建設工事、
測量等（測量・建設コンサルタン
ト等）、物品の製造・買入れ等（物
品の製造、買入れ、売払い、役務
の提供[小規模修繕工事等を含む ]
等）にかかる入札参加資格審査申
請書の受付を行います。
受付期間：2/15(金) ～ 2/29(金)
申請様式：①建設工事・コンサル
等…国土交通省（地方整備局等）様式
②物品の製造・買入れ等…市指定
用紙（1部500円）
用紙交付：1/7（月）～ 2/29（金）
※添付書類はホームページ・管財
課前掲示板で要領を掲載。
提出方法：原則郵送（2/29消印有効）
問合・提出先：管財課☎428704

水道メーターの取替えを無
料で行います
　対象者の方には事前にハガキで
通知します。指定店がメーターの
取替作業に伺います。ご協力お願
いします。立会いの必要はありません。
期間：2/4( 月）～ 2/27（水） 
対象：下里・九会・富合・日吉・
宇仁・西在田・泉小学校区のうち、
水道メーターの有効期限（メー
ターのふたの裏に記載）が平成
20 年 3 月までのもの。
問合先：上水道課　☎42 8796
取替作業：加西市指定給水装置工
事事業者

ひとり暮らし高齢者火災警
報器設置の助成制度
対象：65 歳以上のひとり暮らしの方
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
製品：10 年電池・煙感知式の火
災警報器を取付けまで行います。
※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・問合先：長寿介護課☎42 8728

“献血” は身近にできる　　
　ボランティア
　１月・２月は「はたちの献血」
キャンペーン期間です。冬は血液
の在庫が少なくなります。皆様の
ご協力をお願いします。
日時：1/23（水）10：00 ～ 11：30、
12：45 ～ 16：00
場所：市役所１F ロビー
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：国保健康課健康係☎42 8723

労働力調査にご協力を！
　総務省統計局では、様々な雇用
対策を企画立案するため、労働力
調査を一部地域で実施しています。
対象となられた世帯には、調査員
が訪問しますのでご協力をお願い
します。
問合先：市総務課☎42 8702　　
県統計課☎（078）362-4127

募　集

医療機関健診のお知らせ
　がんを含む生活習慣病の初期は自覚症状がないこ
とが多いので健診を活用することが有効です。年に
1回みなさんがお住まいの地域の医療機関で実施し
ている医療機関健診を受け、健康づくりを行いましょう！

健診項目 料　金 対象者
基本健診 2,000 円

S43.4 .1

以 前 生

の市民

胃がん検診 3,000 円
大腸がん検診 700 円

胸部 ( 肺がん ･ 結核 ･

アスベスト ) 検診

レントゲン検査 1,000 円

ﾚﾝﾄｹﾞﾝ ･ 喀痰検査 2,000 円

子宮 ( 頸部 ) がん検診 2,000 円
S53.4 .1

以 前 生

の 市 民

（女性）
乳がん検診 ※視触診のみ 800 円

実施医療機関・検診項目一覧　(50 音順 )
医療機関名 電話番号 基本 胃がん 大腸がん 胸部 子宮がん 乳がん
あさじ医院 44 0225 ○ ○ ○
安積医院 46 0361 ○ ○ ○ ○

天沼医院（予約制） 42 3636 ○ ○ ○
荒木医院 43 9711 ○ ○
大杉内科医院 47 0023 ○ ○ ○ ○
小野寺医院 48 3737 ○ ○ ○

おりた外科胃腸科医院 42 6000 ○ ○ ○ ○
小橋医院 42 0412 ○ ○
佐竹医院 42 4057 ○ ○ ○ ○
市立加西病院 42 2200 ○

田尻内科循環器科医院 43 7931 ○ ○ ○
つつみ神経内科 45 2050 ○ ○
徳岡内科医院 42 0178 ○ ○ ○ ○
西村医院 49 0001 ○ ○ ○ ○ ○

みのりクリニック 49 8470 ○ ○ ○ ○
三宅医院 49 0067 ○ ○ ○ ○
横田内科医院 42 5715 ○ ○ ○
米田病院 48 3591 ○ ○ ○

実施期間：平成 20 年 2月 28 日まで
申込方法：直接受診希望の医療機関まで。
健診全般に関する問合先：国保健康課健康係☎42 8723

伝えて残そう伝統文化　
　おじいちゃん、おばあちゃんが
子どもの頃遊んだ懐かしい遊び、
一緒に体験してみませんか。
日時：1/27（日）10：00 ～ 12：00
場所：善防公民館
内容：凧あげ・羽根つき・百人一
首・竹馬・射的・人形劇・餅つき・
ポン菓子等
参加費：無料
＊凧、羽子板、こまを持っている
方はご持参ください。
問合先：善防公民館　☎48 2643

第9回ボランティアの　　
　つどい開催
日時：1/26（土）　8：30 ～受付
場所：健康福祉会館　大会議室
主催：ボランティアのつどい実行委員会
内容：講演（講師：三遊亭　楽団
治）古本市（9：00 ～ 13：30 まで、
1 階ふれあいホールにて）、体験
発表、防災ミニ講座等
問合先：社会福祉協議会（加西
市ボランティア・市民活動セン
ター）☎43 8133　℻  42 6658

フェニックス共済に加入しよう!

　年額 5,000 円の負担金で住宅
が半壊以上の被害を受けた場合、
600万円の給付金が受けられます。
今すぐご加入を !!
問合先：まちづくり課☎42 8751
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◀

▶ 1 月 8 日の晩に “ てる ” が眺めてい
た東光寺の鬼追い。赤鬼が松明、青鬼
が矛を持って駆け回ります。青鬼の矛
に打たれた人は今年 1年いいことがあ
る、と言われています。

▲現在峠には、市兵衛とてるがいつも一緒にいら
れるように、と願いをこめた塚（比翼塚）が建っ
ています。


