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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。

北条高校生から寄贈されたタペストリー。
テーマは「WE Love Kasai」。
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〈酒造りの工程〉

　「立春朝搾り」とは、立春の日の早朝に搾ったばかりの生原

酒を神社でお祓いし、「立春朝搾り」に関わった全ての人の無

病息災、家内安全、商売繁盛を祈る縁起酒です。

　12月20日。『富久錦 立春朝搾り』の酒造りが始まりました。
この日はまず、洗米。米を研ぐ時間、水につける時間に気を

配りながら丁寧に作業が行われます。

　12月21日。いよいよ酒母の麹米を蒸す作業が始まります。
1時間弱蒸した後、酒蔵の 2階に運ばれ温度を調節します。この時、

蒸したばかりの米はとても熱く、素手で触るのはとても辛いはずな

のですが、蔵
くらびと

人さんは全く意に介することなく、素手で蒸し米をな

らしていきます。その後適温になったら麹
こうじむろ

室の床
とこ

へ移します。麹室

とは室温34度程度に調節された部屋で、麹を寝かせておくための部屋

です。

　そして、適温になった蒸し米を一休みさせた後は “床
とこ

もみ ” とい

う作業に入ります。これは、麹造りの一作業で、蒸し米に、通称“も

やし ” といわれる種
たねこうじ

麹をまんべんなくふりかけ、もんでいく

作業です。蒸し暑い麹室の中で作業が行われるため、終わる

頃には汗びっしょりです。そして、もみ終わった麹米を布で

包んで寝かせ、麹菌が増殖するのを待つのです。

　12月25日。“酒
し ゅ ぼ

母の仕込” です。蒸し米を温度調節しな

がら、あらかじめ麹と水を入れた「もと桶」に投入します。

もと桶は酒母室にあり、この部屋で毎日櫂を入れながら、約

2週間かけて酒母ができあがります。

　1月8日。年末年始を越えて育てられた酒母をベースにし
て “添

そえじこみ

仕込” が行われます。酒蔵の 2階に据えつけられたタ

ンクに酒母を入れ、そこに添
そえこうじ

麹と呼ばれる蒸し米が投入されます。

この時も温度に気をつけながら、丁寧に櫂
かい

を入れて仕込んでいきま

す。この時点ではタンクの 2割程度しか米は入っておらず、タンク

の底の方まで見通すことができます。この後、仲
なか

麹、留
とめ

麹と仕込が

進み、立春の前夜まで醗酵が続きます。

　2月3日。夕方からいよいよ搾りが始まります。少しずつ滴
り、翌日未明までに搾り終わったお酒は、すぐに処理して瓶

詰めされ、朝早くから集まった酒販店の方たちと一緒にラベ

ルを貼り、完成です。

　お酒は生き物。常に気温や湿度などに注意しながら、繊細

な心配りで、時間をかけじっくりと醸造され、全国に誇れる

絶品の日本酒が誕生します。

『富久錦  立春朝搾り』の醸造工程に密着！

取材協力：富久錦、三宅酒造

▼添仕込の様子。丁寧に櫂を入れます。

▶蒸しあがった米を
素早く運びます。

▲微妙な温度調節が
味の決め手です！
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　「純米酒だけを醸す。それが富久錦の全て…。」富

久錦のホームページはその言葉で始まる。その言葉

どおり、純米酒にこだわり、地元加西の風土に育ま

れた米と水で酒を造り続けます。その頑固なまでの

こだわりに、多くの人が共感を覚えるのです。

富久錦
（三口町 1048 番地）☎48 2111

三宅酒造
（中野町 917 番地）☎49 0003

　江戸時代から続く酒蔵で、主要銘柄の「菊日本」

を年間、約６万本製造する。酒蔵の中は、江戸時代

からの面影をそのままに、太い柱や滑車などが見ら

れ、歴史の重みを感じさせます。

　大地と水のめぐみ
　　　　　　　受け継がれた技が冴える！　― 極みの酒ができるまで ―

　酒造り。それは、人と自然の調和を基にして生まれた、
素晴らしい日本の文化です。厳しい寒さの中、蔵人たち
により造り出される酒を飲めば、どこか懐かしいふるさ
との風景が浮かびます。
　加西には、そんな酒を造り続ける昔ながらの酒蔵が２軒
あるのをご存知でしたか？酒造りを通して、皆さんも “ふ
るさと加西 ”をもっと知ってみませんか？

《菊日本》《立春朝搾り》
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北条地区
●北条東　松本　正
●北条西　井上邦男
●小谷　　正中宏知
●栗田　　宮脇敏行
●横尾　　内藤康秀
●古坂　　野田誠男
●東高室　松尾義三
●西高室　高次貞雄
●東南　　岡田泰和
●西南　　山下義彦
●黒駒　　菅原一道

富田地区
●谷町         垣内秀一
●西谷東町  石野秀男
●畑町第１
 　  宮永文雄
●畑町第２
 　  後藤重己
●畑町第３
 　   岡   信義
●畑町第４
   長谷川良文
●窪田町　 後藤    猛
●吸谷町　柏原伸一
●西上野町
                  　岡　進
●市村町　平林茂生
●坂元町第１
 　  永田    徹
●坂元町第２
 　  衣笠清人
●福居町第１
 　  小東    剛

●福居町第２
 　  柏原英貴
●福居町第３
 　  荒木信也
●福居町第４
 　  宮田    彰
●谷口町　山野敏明
●吉野町　荒木    晃

賀茂地区
●福住東町　本多順一
●福住西町　渡辺俊彦
●山下西町　衣笠利則
●山下中町　今峰　悟
●山下東町
　　　　名古屋義数
●西横田町
　　　　　  山本邦夫
●東横田町　山本重幸
●鎮岩町　  西谷末男
●岸呂町　  水田徹也
●東長町　  長井繁明
●西長町　  玉置清和
●東剣坂町　中谷辰巳
●西剣坂町　三島孝司
●中山町　  松本由郎
●大柳町　  小林大助

下里地区
●王子町　  前田   忠
●戸田井町　高見和則
●両月町　  高見   勉
●大村町　  谷   昭裕
●尾崎町　  石野正弘
●段下町　安田美世志

●中西南町　谷川重之
●中西北町　石野敏明
●琵琶甲町
　　　　　  内田康雄
●野条町　 蓬莱文昭
●牛居町　  中村   宏
●上野田町　中川和明
●東野田町　久保清和
●東笠原町  小谷   正
●西笠原町  佐伯   秀
●三口川北　宮永憲一
●三口北浦  稲岡   護
●三口上所　西岡豊彦
●坂本町       浅見  悟
●倉谷町　  谷川定隆
●千ﾉ沢町　  山本貞一

九会地区
●中野町　  岡本忠義
●田原町　  田居秀雄
●網引町　  筧瀬津男
●南網引町  神沢   均
●栄町　   洞井志都夫
●桑原田町  菅野   勝
●繁陽町　  山端幸雄
●繁昌町　  谷口義博
●上宮木町　西村義孝
●下宮木村町
    古元美貴男
●下宮木町　澤中文彦
●鶉野上町　田中敏昭
●鶉野南町  三宅   勉
●鶉野中町　黒田義昭

西在田地区
●上若井町
　　　　　  高橋一吉
●下若井町　六萬正昭
●大内町　  藤原   英
●下道山町　大西清博
●上道山町　高井重義
●下万願寺町
　　　　　  牛尾義明
●上万願寺町
　　　　　  大豊康臣

在田地区
●殿原町　  後藤政博
●鴨谷町　  青木正樹
●笹倉町　  甘中   覚
●中富町　  高見光則
●越水町　  長田   修
●北町　　  森本俊彰
●別所町　  松本光生
●佐谷町　  堀井秀司
●上野町　  能瀬   肇
●広原町　  為平貞信
●下芥田町　芥田首均
●上芥田町　立脇範雄
　　　　　　（敬称略）

富合地区
●都染町　  仲井明憲
●別府西町　西面和博
●別府中町　西村一彦
●別府東町  西村   一
●常吉町　  東郷克芳
●朝妻町　  高田勝生
●豊倉町　  田中義昭
●玉野町　  本玉真規
●山枝町   山田日出夫
●玉丘町　  井上秀春
●青野原町  阿木   仁

多加野地区
●甲和泉町　松本義博
●乙和泉町　岡田貞秋
●河内町　  高見政義
●山田町　  神田義典
●野上町　  千種義範
●池上町　  高見隆弘
●西野々町　頃安泰幸
●島町　　  仲田和好
●満久町　  藤原充男
●馬渡谷町　中植修一
●大工町　  神田   徹
●鍛治屋町　
　　　       岡田一二三
●油谷町　  吉田昌義
●田谷町　  常峰正暢
●国正町　  志方恒雄
●小印南町　重松敏彦
●青野町　  岡田俊和

　　　農会長さん

お願いします

　農会長会会長
田中  義昭さん
激変する農政。農家
と行政・関係機関と
のパイプ役として全
力を尽くします。

北条地区代表農会長
　　岡田　泰和（東南）
富田地区代表農会長
　　柏原　伸一（吸谷）
賀茂地区代表農会長
　　衣笠　利則（山下西）
下里地区代表農会長
　　高見　勉（両月）
九会地区代表農会長
　　古元　美貴男（下宮木村）

富合地区代表農会長
　　田中　義昭（豊倉）
多加野地区代表農会長
　　岡田　俊和（青野）
西在田地区代表農会長
　　牛尾　義明（下万願寺）
在田地区代表農会長
　　堀井　秀司（佐谷）

農会長さん

▲王子神社の蝋梅
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区長さん

北条地区 
●福吉町　 藤本秀之
●本町 　  北野銑六
●南町 　  植田定雄
●駅前町　堀江正彦
●御旅町　井上芳正
●御幸町　工古田義明
●笠屋町　原田　保
●宮前町　三枝正明
●江ノ木町  藤本照夫
●住屋町　畑田芳正
●栄町 　  廣瀬正二
●小谷 　  正中邦男
●栗田 　  平位　和
●横尾 　  高井壽郎
●古坂 　  高井昭一
●東高室　田野　実
●西高室　高橋保雄
●東南　　豊田敏宏
●西南 　  西村佳士
●黒駒 　  菅原敏道
●曽根自治区
　　　　　臼井　淳
●北条第三住宅自治区
　　　　　 中山景寿
●古坂 1丁目自治区
　　　　　福山歳章
●古坂 2丁目自治区
　　　　　春井　勝
●古坂 3丁目自治区
　　　　　北村佳一
●北条団地自治区
　　　　　原田孝志
●女鹿山自治区
　　　　　平田信男
●清水団地自治会
　　　　　西村龍彦
●ｶﾅﾀﾞ村自治会
　　　　　藤田博行
●荒神山住宅自治区
　　　　　本岡　護

富田地区 
●谷町　　  宮長義彦
●西谷東町　岡本千昭
●西谷西町　国松輝夫
●畑町  　　安富智彦
●窪田町      後藤義昭
●吸谷町      後藤健一
●西上野町  岡   正人
●市村町　  川嶋克己
●坂元町　  小田正幸
●福居町　黒田富士雄
●谷口町　  田中由一
●吉野町　  荒木智幸
●吉野住宅自治区
　　　　　  永嶋辰男
●芝自治区　熊谷曜義

賀茂地区
●福住東町　本多邦好
●福住西町　安田好孝
●山下西町　衣笠勝弘
●山下中町　今峯茂幸
●山下東町　奥隅貞壽
●西横田町　中根昭夫
●東横田町　山本正憲
●鎮岩町      小谷　昇
●岸呂町　  杉本善一
●東長町      宮永克彦
●西長町　  村田利一
●東剣坂町 小路光明
●西剣坂町 中村　治
●中山町 渡邊久芳
●大柳町 小林久義

下里地区 
●王子町　 宮永守男
●戸田井町
　　　　 東郷三千男
●両月町　 高見芳行

●大村町　 後藤清和
●尾崎    　  岩崎　洋
●段下町　栗山征三郎
●中西南町    伊藤　勝
●中西北町    石野一男
●琵琶甲町  岸本   良
●野条町　  蓬莱正史
●牛居町　  前田英機
●上野田町  岩田   勝
●東野田町  東一   勝
●東笠原町  中安   高
●西笠原町　柿本繁一
●三口町　  宮永   洋
●坂本町　  小谷章二
●倉谷町　  森本義一
●千ノ沢町　桜井伸一
●新生町　  山口亀市
●尾崎団地自治区
　　　　  永井健志郎

九会地区 
●中野町　  藤原信行
●田原町　  深田敏春
●網引町　  上見　弘
●南網引町　谷口好弘
●栄町　　  吉田英夫
●桑原田町
　　　　 松尾三代治
●繁陽町　  山端一男
●繁昌町　  山田英規
●上宮木町  西村    毅
●下宮木村町
　　　　　  深田哲男
●下宮木町　澤中憲雄
●鶉野上町　田中光顕
●鶉野南町　高原明郎
●鶉野中町　永野修身
●繁昌団地自治会　 
　　　　　  石井秀俊

西在田地区 
●上若井町 篠倉光男
●下若井町 篠倉和昭
●大内町 岡本正博
●下道山町 竹内　健
●上道山町 金澤忠吉
●下万願寺町
 宮川和久
●上万願寺町
 国田良一

在田地区 
●殿原町　 青山正勝
●鴨谷町　 轟   宗雄
●笹倉町　 松本勝哉
●中富町　 富永庸一
●越水町　 長田義文
●北町　　 吉田秀貴
●別所町　 有田安明
●佐谷町　 高橋秀文
●上野町　 藤原重利
●広原町　 宮崎武司
●下芥田町   小牧重美
●上芥田町   是常一雄
　　　　　　（敬称略）

富合地区 
●都染町      松岡勝己
●別府西町　西村義樹
●別府中町  松末    薫
●別府東町　西村雅純
●常吉町　  柴田忠男
●朝妻町　  初田   毅
●豊倉町　  岩佐   政
●玉野町　  繁中晴夫
●山枝町　  長谷川勲
●玉丘町　  井上   治
●青野原町　常峰皓一
　

多加野地区 
●甲和泉町　伊藤守雄
●乙和泉町　増田雅宏
●河内町      松尾   修
●山田町　  藤本正男
●野上町      高見   保
●池上町　  中塚光男
●西野々町　阿木信介
●島町　　  織部利秋
●満久町　  原田正紀
●馬渡谷町  遠藤   収
●大工町      神田定秀
●鍛治屋町　繁田幸良
●油谷町　  玉井康文
●田谷町      井上   正
●国正町　  民輪正秀
●小印南町　常峰潤一
●青野町　  繁田進作

平成 20年

区長さん　　　　　　

よろしく　

区長会会長　　高見　芳行
（下里地区代表区長）

同副会長　　　後藤　健一
（富田地区代表区長）

同副会長　　　岩佐　政
（富合地区代表区長）

同副会長　　　藤原　重利
（在田地区代表区長）

北条地区代表区長 
　　平位　和
賀茂地区代表区長 
　　中根　昭夫
九会地区代表区長 
　　田中　光顕
多加野地区代表区長 
　　阿木　信介
西在田地区代表区長 
　　金澤　忠吉

　 区長会会長
 高見   芳行さん
分不相応の重責です
が、精一杯がんばり
ます。

▲傷ついたコハクチョ
ウ ‘ はくタン ’ は現在
長倉池に…。
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区分 /時間 期間 場所 対象者

申告相談
9：00 ～ 16：00

2/18（月）～ 3/17（月）
原則土日を除く。（2/24・3/2
は相談受付します）

加西市民会館
コミュニティーセン
ター３階　小ホール
　　☎43 0182

申告の必要な方

所得税確定申告相談
9：30 ～ 16：00

2/25（月）、2/26（火）、2/27（水）、
3/5（水）、3/6（木）、3/7（金）

税務署職員が申告に応じます。※事業
（営業）所得、譲渡所得のある方はな
るべくこの期間にお越しください。

税理士等による無料相談
（税理士会・納税協会・納貯連
合会・商工会議所）
9：30 ～ 16：00

2/18（月）、2/19（火）、2/20（水）、
2/27（水）、2/28（木）、2/29（金）

加西商工会議所
３階　大会議室
　　☎42 0416

税理士等が申告相談に応じます。対
象者にはハガキで通知します。（通知
のない方でも相談に応じます。）

平成 20年度市県民税申告（平成 19年分確定申告）相談日

　　65 歳以上の方の介護保険料について

　現在、普通徴収（納付書または口座振替）により
介護保険料を納付されている方で、右記に該当する
方は、４月支給の年金から介護保険料の特別徴収（年
金からの天引き）がスタートします。該当者には、３
月上旬にお知らせハガキを送付しますので、ご確認
ください。

　　　問合先　税務課税制係　☎42 8712

税務署からのお知らせ

問合先：社税務署　　☎ 0795 42 0223

公的個人認証（電子証明書）の取得について
　e-Tax を利用するには電子証明書が必要です。住基カ
ードおよび電子証明書の発行は市民課で行っています。
（手続き方法）①印鑑②顔写真付の本人確認書類（免許証・
パスポート等）③写真付の住基カードを希望される方は
６ヶ月以内に撮影した写真（縦 4.5cm×横 3.5cm）1 枚
④手数料 1,000 円を持って、本人が申請。
※すでに住基カードをお持ちの方が電子証明を取得され
る場合は、本人が、住基カード・証明手数料 500 円をご
持参のうえ、手続きをお願いします。顔写真付の住基カ
ードでない場合は顔写真付の本人確認書類も併せてご持
参ください。詳しくは下記まで。
住基カード　
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html
電子証明書　http://www.jpki.go.jp/index.html
e-Tax　http://www.e-tax.nta.go.jp

自動交付機の利用料金が変わります
　窓口で住民票または印鑑証明を取得する場合、手数料
300 円が必要ですが、4月 1日から自動交付機で取得す
る場合には手数料が 250 円になります（世帯員数が６人以
上の場合の住民票謄本は別料金です）。自動交付機を利用する
にはパスワードの設定をした加西市民カードが必要です
ので、パスワードの設定がお済みでない場合は本人確認
書類をもって市民課まで！
問合先：市民課　☎42 8720

◎確定申告と納税は、お早めに！
　税務署では、パソコンを利用して申告書を作成し、
その場で電子申告（e-Tax）をしていただける申告相
談体制にしています。皆さまのご理解・ご協力をお願
いします。

ネットでラクラク。
「確定申告書等作成コーナー」
　　から e-Tax へ簡単申告 ! ！

■特別徴収に移行する方
平成 19 年 4月～ 9月の間に、次のアからウのいずれかに
該当することとなった方で、年額 18 万円以上の老齢（退
職）年金、障害年金、または遺族年金を受給されている
方です。
ア．65 歳以上で、年金給付を受ける権利の裁定を受け、
　支払いを受けることとなった方
イ．年金給付を受けている方で、65 歳になられた方
ウ．住所の変更の届出を行った 65 歳以上の方
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平成 19 年度　固定資産税第４期分、国民健康保険
税第８期分、介護保険料（普通徴収）第８期分の
　納期限は　2 月 29 日（金）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
　給与所得以外に次のような所得がある方は、申告が必
要な場合がありますので、昨年１年間の収入をもう一度
確認しましょう。
●農地や空き地を駐車場に貸したときの収入、アパート
　や貸間の収入（不動産所得）
●土地や建物などを売った収入（譲渡所得）
●生命保険契約等の満期保険金等（一時所得）

サラリーマンの確定申告は？
　次のような場合は確定申告が必要です。
●給与を 1ヶ所から受けている方で、給与所得や退職所
　得以外の合計所得が 20 万円を超える場合（ただし 20 万
　 円以下の場合でも市県民税の申告は必要です。）

●平成 19 年中の給与の収入金額が２千万円を超える場合
※源泉徴収をされている方で医療費控除、住宅借入金等特別控
除などの申告をされると所得税が還付される場合があります。
申告書の書き方などで分からないことがあれば、税務署または
市の申告会場で相談してください。

農業所得の申告は？
　経営的規模の耕作がある方の農業所得の申告は、全て
実際の収入から必要経費を差し引いて所得を出す収支計
算に基づいて申告しなければなりません。
※例年大変込み合いますので、農業所得に係る収入およ
び支出の内訳については、事前に集計し、できるだけ収
支内訳書を作成の上ご来場ください。収支内訳書が作成
されていない場合は、別室で作成していただいた後に受
付を行う予定です。（収支内訳書の作成には、出荷伝票や収入
金額等の分かるもの、領収書や購入証明書等の支出の分かる書類
や帳簿が必要です。）

◎減価償却費の計算方法が変わりました。
　税制改正により、平成 19 年 4 月 1 日以後に取得する
減価償却資産については償却可能限度額および残存価額
が廃止され、１円まで償却することとされました。
区分 計算方法

平成 19
年 3月
31 日
以前に
取得

旧
定
額
法

（平成 19 年分）
取得価格× 0.9 ×旧定額法の償却率（1/ 耐用年
数）×その年の償却期間（○ /12）×事業専用割
合（％）＝必要経費算入額（償却可能限度額 95％）
（平成 20 年分以降）
取得価格の 95％相当額まで償却した年分の翌
年分以後５年間は、期首帳簿価額から１円を控
除した金額を５で除した金額が償却費の額。１
円まで均等償却します。

平成 19
年 4月
1日以後
に取得

定
額
法

取得価格×定額法の償却率（1/ 耐用年数）×
その年の償却期間（○ /12）×事業専用割合（％）
＝必要経費算入額
減価償却費の累積額を控除した金額（未償却残
高）が最終的に１円残ります。

株式譲渡の申告は？
　株式譲渡については多様なケースが想定されますの
で、社税務署でお願いします。

問合先：社税務署個人課税部門　☎ 0795 42 0223

☆市県民税
　平成 20 年 1 月１日現在、市内に住所があり前年中に
所得があった方（確定申告をする方、サラリーマン等で
確定申告の必要がない方を除く）は、市県民税の申告が
必要です。特に、国民健康保険に加入の方は、所得によ
って保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告
をしてください。
問合先：市税務課　☎42 8712

　　≪申告に必ず持ってくるもの≫
①所得税または市県民税の申告書（用紙が送付された方）
②源泉徴収票（給与所得、年金所得がある方）
③所得の計算に必要な帳簿書類
④生命保険、地震保険料等の支払証明書、その他領収書
⑤国民年金保険料の控除証明書又は領収書（国民年金保
　険料の支払いがある方）

⑥通知があった方は通知書
※新たに振替納税を希望される方は、金融機関名・預
金の種類・口座番号・通帳使用印もご準備ください。

◎住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の
適用を受けられている方へ
　平成 11 年から平成 18 年までの間に居住し、所得税の
住宅借入金等特別控除の適用を受けておられる方で、税
源移譲の影響によって所得税から控除しきれない額が発
生したり、または控除しきれない額が増大した場合に、
その額に相当する額について、翌年度の住民税から控除
できます。この制度の適用を受けるためには、毎年、納
税者本人が、控除の申告をしなければなりません。
　平成 20 年度の住民税からの適用に当たっては、平成
20 年 3月 17 日（月）が申告の提出期限となっています。
　申告会場では、平成 19 年分の確定申告を行う際に、
住宅借入金等特別控除の適用を受け、かつ、平成 20 年
度分の住民税からの控除分が発生する方については、確
定申告書の作成と合わせて『市町村民税・道府県民税　
住宅借入金等特別控除申告書（確定申告書を提出する納税者
用）』をご記入いただきます。

所得税の確定申告、市県民税の申告のお知らせ

申告期間は、2/18（月）～ 3/17（月）です。

※市職員が申告相談に応じるのは、原則、次の方です。
ア、給与所得者及び公的年金等受給者
イ、上記ア以外の方のうち、おおむね所得 300 万円未満
の白色申告者（ただし、事業所得等の収入が約 1,000 万円以上
である方を除きます。）
※上記以外の所得等がある方については、税務署による
申告指導を受けてください。
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加西市公共交通総合連携計画　ってなあに？

　市では、来年度「加西市公共交通総合連携計画」を策定する予定です。これは「主に高齢者の方が、車がなくても

日常生活が送ることができる公共交通網の整備」に向けて、市の望ましい交通のあり方を明らかにし、それを実現す

るための効果的な方策を示すものです。

　　　公共交通総合連携計画とは？
　市の公共交通の活性化・再生を進める上で重要な「交通施策の整
備指針」となるものです。計画づくりにあたっては、各交通施策が
市民の皆さんの生活や経済活動を支え、市内外の交流を進めること

ができるよう留意しながら進めます。

　　　どんな計画を目指していますか？
　計画では、バス・鉄道など各公共交通機関の特性や、費用に対す
る効果の度合いなどを総合的に検討しながら、今後高齢化が進むこ
とを前提に、将来的には高齢者の方が車がなくても日常生活が送れ
るような交通施策づくりに努めます。

　　　市民の声をどう反映していきますか？
　計画をつくるさまざまな段階で、市民の皆さんの意見や提案を受
けながら計画策定を行います。

　北条鉄道が好きな方や興味のある方、駅長になっ
て鉄道の活性化に一役買ってみませんか？
資格：20 歳以上。北条鉄道が好きで興味のある方
募集人数：新規 30 名程度
任期：平成 20 年 4月１日から２年間
応募期間：2/12( 火 ) ～ 3/14( 金 )
応募方法：北条町駅まで持参または郵送
応募書類：①応募様式②履歴書
選考方法：応募書類・面接により決定します。
問合・応募先：北条鉄道㈱北条町駅　☎42 0036
※詳細は加西市・北条鉄道㈱のWEB サイト参照

北条鉄道ボランティア駅長募集！！

加西市公共交通活性化協議会

計画の策定にあたっては、市民と行政・

交通事業者の協働しながら進めていき

ます。

募集予定人員：２名
応募資格：市内にお住まいの方（満 20 歳以上）
任期：委嘱日（20 年 4月予定）から 2年間
内容：年５回程度開催する加西市公共交通活性化協
議会で意見を述べていただきます。（報酬なし）
応募期間：2/15（金）～ 3/17（月）
応募方法：応募用紙を経営戦略室まで持参または郵
送・Eメールで。
問合・応募先：経営戦略室　☎42 8700
E-mail keiei@city.kasai.hyogo.jp
応募資格の詳細や応募用紙等については市WEB サ
イトをご覧いただくか、経営戦略室までお問合せを。

協議会メンバーを公募します

行　政

公共交通事業者地域住民、商工・
観光関係者等

加西市公共交通総合連携計画策定スケジュール

協議会（4回開催） 協議会（5回程度開催）

19年度 20 年度

現状分析

パーソン
トリップ
調査  ※１

計画の策定

老人会アンケート実施
２月～３月に老人会の方（約
6,000 人）に調査票を配りま
す。ご協力お願いします。

市民公募の実施

パブリックコメント
（市民から意見公募）
計画案を公開し、寄
せられた意見に対し
て市の考え方を公表。

地区懇談会（仮称）

各地域住民の意見
や提案をいただき
ます。

計
画
の
決
定
・
公
表

新
し
い
公
共
交
通
網
の
導
入

※１：1日の人（パーソン）の動き（トリップ）をどんな目
　　的でどんな交通手段で行動したかを調査するもの。
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平成 20年度予算編成にあたって
　加西市では、バブル経済の崩壊以降、国の景気浮揚策を
受けて建設事業を積極的に推進してきました。下水道建設
の他、健康福祉会館（Ｈ 8年、30.4 億円）、消防庁舎（Ｈ
10 年、14.8 億円）、玉丘史跡公園（Ｈ 12 年、23.8 億円）、
市街地再開発事業（Ｈ 14 年、52.2 億円）、地域交流センター
（Ｈ 15 年、17.2 億円）等です。

　国の下水道整備 5ヵ年計画や兵庫県の生活排水処理計画、
平成 3年にスタートした「生活排水 99％大作戦」に基づき、
公共下水道事業・農集・コミプラ事業（平成 18 年度末時点
の総事業費 598 億円）を積極的に実施した結果、下水道普
及率は 94％となりましたが、下水道事業に関わる市債残高
は 304.4 億円に達しています。一般会計の市債残高は、平
成 18 年度末で 193.8 億円（市民一人あたり 38 万円）となっ
ていますので、市全体の市債残高は、平成 18 年度末 555.4
億円（市民一人あたり 110 万円）となっています。平成 16
年度以降下水道事業債の償還が本格化し、平成 25 年に下水
道事業債の償還がピークを迎えるため、財政再建団体への
転落が危惧されました。
　そこで市は、平成 15 年度、向こう 10 年間の財政再建推

進計画を策定し、人件費の削減、事務経費の削減、投資的
事業の抑制、歳入の確保に目下取り組んでいます。国の三
位一体の改革に伴って、歳入面では地方交付税が毎年削減
され、歳出面においても下水道事業等への繰出金の増加や、
少子高齢化に対応するための扶助費の増加等が見込まれます。

　平成 20 年度の予算編成で、各所属からの予算要求は、歳
入を約 20 億円上回る当初要求となりました。人件費・経常
経費の削減、事業の見直し、ハード事業の抑制を行い、約
7.7 億円の不足までに抑え、かつ歳出においては、市民サー
ビスに直接影響がでるものは除いて査定を行い、財源につ
いては、財政調整基金・減債基金の取崩しも行いましたが、
今後も多額の収支不足が見込まれる状況にあります。

　平成 20年度は財政再建推進計画の後期 5ヵ年のスタート
の年です。引き続き職員のコスト意識の醸成を図り、常に
経費の削減に努め、限られた財源を有効に活用し、質の高
いサービスを低コストでタイムリーに提供できるよう、さ
らに改革・改善への取り組みを強化していきます。

　市民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。
（市長）

教育委員会から市民の皆さまへ
教育関係の法律が改正されました
　改正された教育基本法第２条には、「幅広い知識と教養を
身に付ける」「真理を求める態度を養う」「豊かな情操と道
徳心」「能力を伸ばす」「健やかな身体」「個人の価値の尊重」
「創造性を培う」「自主及び自立の精神」などの、教育目標
が示されています。

全国学力・学習状況調査が行われました
　加西市内の小中学生の受験成績は概ね満足できるもので
した。教師や保護者の指導、地域住民の働きかけ、そして
素直で意欲ある児童生徒の前向きな日常生活によるところが大
きいと考えられます。

幼児教育は時代の要請です
　幼稚園・保育所は、乳幼児期に多様な生活体験や集団体
験を経験させるものとして重視されています。市では、幼
児園を開設して、一貫した乳幼児教育・保育に取り組んで
います。

特別支援教育がスタートしました
　障害のある幼児・児童・生徒一人ひとりの教育ニーズを
把握し、生活や学習上の困難を改善・克服できるよう適切
な支援を行っています。平成 20 年度はスクールアシスタン
トを市の単独予算で小中学校に配置します。

耐震診断が終わりました
　昭和 56 年以前に建築された校舎・体育館・幼稚園舎につ
いて診断しました。今後、年次計画を立てて改修整備に当
たります。

生涯学習に力を入れています
　市民が集い、活動し、交流する生涯学習。その学習の場が、

公民館、図書館、史跡公園、埋蔵文化財調査室、体育施設です。
生涯学習団体（文化、体育、社会活動団体）等の意見もお
聞きして、より良い学習環境を創造します。

公民館・図書館を訪ねてみてください
　多くの市民が、公民館や図書館で学習し、それを踏み台
に社会参画することができるよう、新しい事業企画を進め
ています。
　公募公民館長は、昨年４月就任以来、公民館の刷新に力
を発揮しています。図書館も、本の貸出に加えて、「読み聞
かせ」、図書館まつり、科学実験室、映画会など「動きのあ
る図書館」づくりを進めています。

社会体育はますます重要になります
　生きがい対策、健康づくり、病気の予防などにスポーツ
は最適です。昨年から体育施設は、指定管理者制へ移行、
民間会社が管理運営に当たっています。

文化財の活用が求められています
　税金を投入した一乗寺本堂改修工事が終わりました。文
化財を保護するだけでなく、市内に数多くある文化財をど
う活用するかがこれからの課題となります。

加西市史に学びましょう
　市史は、私たち市民に、加西の過去から現代までを浮き
彫りにしてくれます。ご購入いただき、加西の歴史につい
て理解を深めていただければ、と思います。

小中学校の未来像
　少子化、施設の老朽化、財政難の時代、公教育の質向上
のためにも、他市の事例も参考にしながら統廃合も検討す
る必要があります。全国に誇れる、特色ある「加西の教育」
を一緒に考えたいと思っています。　　　　　　  （市長）



KASAI データバンク
人口／ 49,785（－ 49）　世帯数／ 16,940（＋ 3）
男／ 24,113（－ 23）　女／ 25,672（－ 26）　
1月の出生数　32 人　　死亡数　53 人

自然あふれる幼稚園
　このたび「全国学校ビオトープ・コンクール2007」が開催され、
愛の光幼稚園が銀賞を受賞しました。広い園庭と一体となった
ビオトープは、保護者の方々が、構想から何年もかけて子ども
達のために作り上げたものです。

生涯学習のつどい
　1月 25日。オークタウン加西にて、県下の生涯学習支援者が
一堂に会して研修会が行われました。参加者は、官民の垣根を
越えてよりよい生涯学習を目指す、という高い志を持った方ばか
り。現在直面している課題や、これからのボランティアなどにつ
いて、知恵を出し合いました。

小型動力ポンプ付軽消防自動車寄贈
　社団法人日本損害保険協会から小型動力ポンプ付軽消防自
動車が寄贈され、加西市消防本部において受納式が挙行され
ました。この車両は、隊員の安全性が確保されたデッキタイ
プで小型動力ポンプ（Ｂ2級）も積載されています。

伝えて残そう伝統文化
　1月 27日。凧揚げ、羽根つき、コマまわし…。この日、善
防公民館で “ 懐かしのお正月の遊び ”が開催され、約 600 名
が童心に帰って懐かしい遊びに興じました。遊んだ後は、杵
と臼でついたお餅やポン菓子綿あめを食べ、心もお腹もいっ
ぱいになりました。

寒さ堪えて、エイｯ！　空手門下生が寒稽古
　加西市空手道協会主催による恒例の寒稽古「入水立禅の
行」が加古川で行われました。気温 4度という厳しい寒さ
の中、空手道正剛館の 4道場の指導者と教室生が参加。準
備運動の後、いざ水温 2度の川の中へ。みんな寒さに震え
ながらも、大きな声で気合を入れ、頑張っていました。 1110

今こそ “カラワリ ”が必要
　2月 1日。加西市民会館で北口寛人明石市長を講師
に迎え、「改革に取り組む首長に学ぶ」研修会が開催さ
れました。これまでの実績と経験を基に、市役所改革
について学びました。

加西市長　東洋大学で講演
　1月 18日。中川市長が東洋大学大学院で「自治体再生
と公民連携」をテーマに講演を行いました。

賀茂小学校の朝礼台が語るもの
　北条鉄道法華口駅駅長の上谷昭夫さんが、賀茂小学校で 5・
6年生を対象に講演を行いました。65年前に使われていた戦
闘機の整備台が今も小学校の校庭でして朝礼台として活躍し
ています。当時の様子を語り、子ども達に「生命を大切にし、
心やさしい思いやりのある人になってほしい」と上谷さん。

人権擁護委員の任命
　1月 10日。市役所多目的ホールで、「人権擁護委員、退任
者の感謝状贈呈、および再任・新任者の委嘱状伝達式」が
行われました。
退任者：玉田幸代さん、藤城まり子さん、中本英文さん
再任者：竹内育子さん
新任者：柴田忠男さん、大西光子さん、柏原増夫さん

加西発展祭　ストロベリータイム
　2月 3日。地域交流センターで、かさい発展祭 ストロベリータ
イム が開催され、約 1000 名の方が様々なイベントを楽しみまし
た。「キッズ　チャレンジショップ」では、子ども達が加西産イチ
ゴを使ったスウィーツなどを販売。小さな店員さんが一生懸命注
文をとる様子を、お客様はニコニコしながら見守りました。

道路脇に般若心経
　東横田町の北条鉄道の線路沿い。ちょっと変わった札が
目に入ります。この札には般若心経と、俳句や川柳が書かれ
ており、近くに住む山本六良太夫さんが、「心を落ち着かせ、
清く正しい行いを」という願いをこめて作成されました。一
度覗いてみてはいかがですか？

H20.1.31 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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　2007 年の兵庫県高校総体で 10

年ぶりの優勝を飾った社高校。そ

のチームのエースとして活躍した

のが松末選手（別府町）。県大会決

勝では市尼崎高校を相手に、高い

打点から、ブロックの上をいくア

タックを連発し、勝利に貢献しま

した。「競っているときこそ、チー

ムの本当の力が試される。その時にチーム一丸となって、

いいプレーができたときは最高に嬉しい。そこがバレー

ボールの面白いところです」と松末さん。将来は、バレー

ボールを通じて、人間性を伝えることができるような、先

生やコーチになりたい、ということです。

　県下でも強豪として名を馳せ

る氷上高校女子バレーボール部。

2007 年も県大会では安定した力

を見せ、見事優勝。全国大会でも

3回戦まで進みました。その時の

キャプテンであり、エースとして

活躍したのが、高橋選手（中富町）。

プレーだけでなく、練習で怒られ

たときに、みんなに進んで声をかけるなど、キャプテンと

しての自覚や責任感を持って一年間チームを引っ張りまし

た。愛知の実業団チームに内定が決まっており、「これか

らも選手として、もっと上を目指して頑張っていきたい」

と力強く答えてくれました。

羽ばたけ！未来へ　

れる認知状態が、6ヶ月以上継続（2回以上の審査会資料

により判断）している方について、申請により特別障害者

に係る障害者控除対象者認定書」を発行しています。また、

認知症等で中度の知的障害者に準ずると判断される方につ

いても、同様に普通障害者に係る認定を行います。

【注意事項】　

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険手帳等をお

持ちの方は手続きの必要はありません。

※即日交付はできませんので、お早めにご相談ください。

①おむつに係る費用の医療費控除

　おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降からは、

介護保険法に基づく要介護認定の申請をした方で、当該年

に作成された「主治医意見書」の記載内容により「寝たき

り状態」、および「治療上おむつの使用が必要な状態」が

継続していることが確認できる方については、この内容を

市が証明することで、医師が発行した「おむつ使用証明書」

の代替として、医療費控除を受けることができますので、

該当する場合はご相談ください。

【注意事項】

※おむつ代について医療費控除を受けるのが初めての方

は、「医師の発行するおむつ使用証明書」が必須となります。

※証明書の発行は、要介護認定の審査に使用した主治医意

見書で、寝たきり状態及びおむつの使用が確認できる場合

に限ります。

②要介護認定者に係る障害者控除認定
　平成 19 年 12 月 31 日現在、要介護認定を受けた方で、

主治医意見書等により「日常生活自立判定基準」において、

寝たきり状態または重度の知的障害者に相当すると判断さ

　介護保険制度の見直しにより新たに創設された「地域密

着型サービス」のうち、「小規模多機能型居宅介護拠点」

を整備・開設する事業者の募集を行います。

　善防地区（善防中学校区）　･･･　１施設

　加西地区（加西中学校区）　･･･　１施設

　募集期間：2/1（金）～ 3/7（金）

※事業予定者の決定は、加西市地域密着型サービス運営委

員会による審査を受けて、市長が決定します。

地域密着型サービス事業所の公募
（小規模多機能型居宅介護拠点）

長寿介護課からお知らせ 申請・問合先：長寿介護課 介護保険係 　☎42 8788

　加西市の若きエースにインタビュー！

松末侑大さん（兵庫県立社高校 3年） 高橋菜穂子さん（兵庫県立氷上高校 3年）

住みよいまちにしよう！
　“社会を明るくする運動 ”作文コンテストが開催され、

小池真菜さん（泉中 3年）の、『“意思 ” を持つこと』が、

約 6000 点の応募作の中から、兵庫県保護司会連合会会

長賞に選ばれました。

 1 月 7 日には表彰式も行われました。これからも明る

いまちにするため、頑張ってください。

小池真菜さんに兵庫県保護司会連合会会長賞

12

神さんの正月（節分） 第六巻民俗より

▲各戸を回る笠屋神明神社節分

　節分とは立春正月の前夜にあたる二月三日のことで、冬と春の季節の分かれ目にあた
ります。また、旧暦における正月でもあるので、三日を「年越し」、四日を「神さん正月」
とも言います。春を迎えるにあたり、衰えた生命力を活性化させるため、福の神を我が
家に招き入れ歓待します。
　しかし、神様が訪れると同時に、季節の隙間から這

は

い出た悪鬼も家へ侵入を試みます。
この悪鬼を豆で追い払い、福の神だけを招き入れるのが節分の豆まきです。また、柊

ひいらぎ

の
木にイワシの頭をさしたものを飾ることもあります。これは柊の棘

とげ

で鬼の目を突き、イ
ワシの悪臭で侵入を防ぐという意味のようです。
　また、各神社や寺院でも節分の祭祀として、豆まきや追

ついなしき

儺式（鬼追い）などが行われ
ます。北条町笠屋の神明神社では、宮

ぐうじ

司（住吉神社）の指導を受けた氏子が神主や鬼に
扮し、各戸を廻り玄関口で祝

のりと

詞をあげ豆をまきます。
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皆さまのご理解とご協力をお願いします。
★ごみ減量・受益者負担・負担の公平性の観
点からシール制を廃止し、指定ごみ袋（有料）
制に変わります。
・指定ごみ袋（有料）は、つぎの種類があります。種類（大
きさ）を確認の上、お買い求めください。
・指定ごみ袋は、燃やすごみ・燃やせないごみ・埋め立ご
みの兼用ですが、ごみはこれまでと同じように分別し、決
められた日時・場所に出してください。

種類 大きさ 入る量の目安 枚　数 金額
燃やすごみ・
燃やせない
ご み・ 埋 め
立ごみ

大 45ℓ程度 10㎏ 10 枚
　入り
（ロール
　式）

500 円

中 30ℓ程度 8㎏ 300 円

小 20ℓ程度 6㎏ 200 円

◎ 3/1 から販売開始。3月から使用できます。

　指定ごみ袋取扱店　（50 音順）　　　　（2/1 現在）
（北条地区）カーショップタカハシ（西高室）、カネシン阿部
商店、コープこうべ加西店、塩谷種苗店（横尾）、ジュンテン
ドー加西店、ハヤシ化粧品店、ファミリーマート加西北条店
（横尾）、福岡紙文具店、ふじわら制服、紅政商店、毛利書店
（富田地区）柏原商店（窪田）、後藤商店（畑）
（賀茂地区）（株）コタニ（鎮岩）（下里地区）大崎たばこ店（牛
居）、まるあ商店（牛居）（九会地区）織辺食料品店（網引）
すがの食料品店（中野）、仲井食料品店（中野）、中務食料
品店（鶉野）、ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ加西繁昌店、吉田教材（上宮木）
（富合地区）高見食料品店（豊倉）、農協営農生活センター（玉
野）、吉田石油（山枝）ドイツパン工房レーゲンボーゲン（松
末商店）（別府）（多加野地区）主婦の店和泉店、高橋醤油
株式会社（和泉）（在田地区）大西商店（殿原）、銀ビルス
トアー加西店、吉田や（殿原）（西在田地区）國田たばこ
店（上万願寺）（公共施設）市役所環境課、市民課、善防
公苑、南部公民館、北部公民館、アスティアかさい

★残っているごみ有料シール、赤ちゃん専用おむつ免除シ
ールについては、市役所・公民館等で 4/1 以降、指定ごみ
袋と交換します。（民間の取扱店では交換できません。）

★資源ごみ（金属類、ペットボトル、紙パック・トレイ）は、
指定ごみ袋は、必要ありません。これまでと同じように透
明または水色のごみ袋で出してください。ビンは、ビン回
収ドラム缶にマナーを守って、ビンだけを分別して出して
ください。
★クリーンセンターの廃棄物処理手数料（持
込ごみ手数料）と土日の受入日が変わります。
・ごみの減量化と焼却炉・埋立処分場の延命化を図るため
持込手数料を改定します。
・家庭ごみは、指定ごみ袋で各町のごみターミナルに出し
てください。

区分 改定前 改定後
市民の日常生活に伴っ
て生じた廃棄物

50 円 /10kg 90 円 /10kg

事業者が事業活動に伴
って生じた廃棄物
（産業廃棄物以外の物）

90 円 /10kg 130 円 /10㎏

粗大ごみ
（解体手数料が必要な
ものがあります。）

90 円 /10kg 130 円 /10㎏

土日の
　ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ受入日

第 1・3 土 曜 日、
第 2日曜日
9：00 ～ 11：30

第１土曜日、
第３日曜日
9：00 ～ 11：30

●事業者から排出される廃棄物は、その種類や排出事業所
によって『事業系一般廃棄物』と『産業廃棄物 ( 法律・政
令で定められた19種類の廃棄物、輸入された産業廃棄物)』
に分けられます。
◆事業系一般廃棄物は、事業者自ら適正に処理する（自己
搬入）か、許可業者に収集運搬を委託してください。廃棄
物の種類・形状・量によっては、受入できない場合があり
ます。市内の事業者に限ります。
◆産業廃棄物は、『クリーンセンター』では、受入できま
せん。事業者が自ら適正に処理するか、産業廃棄物処理業
者に処理を委託してください。

問合先：環境課　☎42 8730
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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

クリックからはじめよう！！
日時：3/12（水）、3/13（木）の 2 日間、
　10：00 ～ 12：00
対象：パソコンに興味があるが基本
操作や用語がわからない方。2 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　
　参加無料
2/27（水）午前 9 時より電話受付
問合先：
地域交流センター　☎42 0106

　地域交流センター
　　　　月曜オープン !!
　改革マニフェストに基づき、これ
まで休館日となっていた月曜日を
4/1 以降オープンします。
※使用申込みは 4/1 以降の受付。
地域交流センタースタッフ募集 !!
地域交流センターの窓口および事務
補助スタッフを募集します。
募集人員：①常勤臨時職員　1 名　
②学生臨時職員　若干名
勤務内容：地域交流センター窓口業
務および事務補助など
募集期間：2/15（金）～ 2/29（金）
※履歴書を地域交流センターまで持参。
勤務時間：9：15 ～ 18：00
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：① 6,600 円② 6,400 円  通勤手
当てなし　①は社保・雇用保険加入
応募資格：高卒以上で 60 歳まで。
接客が好きで簡単なパソコン操作が
できまちづくりに興味のある方。
面接日：3/5（水）

ねひめふれあいステージ＋子育てひ
ろば事業
①日程：3/4( 火 )　10:00 ～ 11:00　
舞台で踊ろう＆はばタン登場。　
11：10 ～ 12：00　音遊び　
講師：河村知里さん
②日程：3/7( 金 )  10：00 ～ 11：00
　舞台で踊ろう＆はばタン登場　
11：10 ～ 12：00　親子リズムダン
ス　講師：高橋美智子さん
場所：多目的ホール　対象：0 歳か
ら未就学のお子さんとその家族

ネットショップ開設講座
日時：3/6（木）、11（火）、13（木）、
18（火）の 4 日間    20:00 ～ 22:00
対象：市内事業者・生産者など。４
回とも受講できる方。
内容：ネットショップの開設の仕
方、運用のノウハウ、効果的な集客
の方法など     　参加無料
定員：12 名　　場所：ＯＡルーム
2/26（火）午前 9 時より電話受付

〔FILM〕2/21（木）10：00～　黄金の腕　
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔Ｃue!〕 2/22（金）20:00 ～　浮き雲
1996年 フィンランド 
アキ・カウリスマキ監督作

 ねひめ cue! FILM（多目的ホール）入場無料

住宅用の火災警報器を設置しましょう。
　住宅火災による死者数を少しでも軽減するため、す
べての寝室と、寝室が２階にある場合は２階の階段
部分にも設置が必要です。安心のため、1日でも早く
設置しましょう。

○悪質な訪問販売にご注意を！
　〈被害事例（市外）〉
・老女宅に男性３人が訪れ、消防法改正が記されたリ
ーフレットを見せた上、住宅用火災警報器の設置を
強引に迫り、機器等を取り付けた。被害額 50 数万円。

☆市役所・消防職員は、消火器・火災警報器等の販売
はしていません。業者への販売委託もしていません。
☆契約の解除が出来ます。クーリング・オフ制度（契
約日から８日間）
☆金額は、１個数千円から高くても１万円程度です。
☆取り扱っているのは、消防用設備業者、ホームセ
ンター・電気・ガス店等々です。

問合先：住宅用火災警報器相談室　
　☎ 0120-565-911
住宅防火対策推進協議会
　http://www.jubo.go.jp/index2.html
加西市消防本部（予防課）☎42 9119
詐欺行為と思われるもの　加西警察署☎42 0110
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　H20 年 4 月からﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ（内臓肥満症候群）
の予防を目的とした特定健診（現在の基本健診）・特
定保健指導を、あなたが加入している医療保険者（社
会保険等）が実施します。

　　〈まちぐるみ健診の中の基本健診の受け方〉　
・20 ～ 39 歳の方⇒加西市民であればどなたでも受診
可能です。健診当日、保険証を持参ください。
・40 ～ 74 歳の方⇒あなたの加入している医療保険者
からのお知らせを確認してください。
加入している医療保険により、特定健診（基本健診）
の受診の可否が決まります。国保加入者は受診可能で
す。4月以降、健診受診券が配布される予定です。健
診当日、保険証・健診受診券を持参ください。
・75 歳以上の方⇒ 4月以降、健診受診券が配布され
る予定です。健診当日、保険証・健診受診券を持参
ください。

　　よく分かる特定健診・特定保健指導Q＆ A
Q１　特定健診ってなに？？
　ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの予防を目的とした健診です。現
在の基本健診に腹囲測定が加わります。
Q２　特定保健指導ってなに？？
　特定健診でﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの危険性の高い方を見
つけ、医師・保健師・栄養士等の専門家のアドバイ
スのもと改善を目指します。
Q３　健診の受け方は変わるの？？
　がん検診はこれまで通り受診可能です。
　特定健診（現在の基本健診）受診には、保険証と
医療保険者から配布される健診受診券の提示が必要
になります。
Q４　町ぐるみ健診はどうなるの？？
　これまで通り健診申込書は広報３月号と一緒に配
布します。健診受診希望者は申込書を国保健康課へ
郵送してください。

基本健診が変わります！！ ～特定健診・特定保健指導～

≪肝炎ウイルスとは≫
　ウイルスが原因で起こる肝臓の炎症をウイルス性
肝炎といい、日本人の肝臓病の約８割はウイルス性肝
炎と言われています。肝炎ウイルスには様々な種類が
ありますが、現在薬害問題としてあがっているのが C
型肝炎ウイルスです。C型肝炎に感染した方の中には
慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんへ移行する方があり
ます。早期に治療につなげるためにも
早期の検査受診が大切です。
≪感染経路について≫
C 型肝炎ウイルスの主な感染経路は血
液感染（輸血、医療行為等）です。特
に問題になったのが大量出血時の止血
等の目的で使用されたフィブリノゲン
製剤による感染です。

≪肝炎ウイルス検査について≫
　肝炎ウイルス検査は血液検査です。過去に広範な
手術を受けた方や妊娠・出産時に大量の出血をした
ことのある方、肝機能異常を指摘された方等で肝炎
ウイルス検査を受けたことのない方は肝炎ウイルス
検査を受診しましょう。検査場所は下記を参考にし
てください。
・町ぐるみ健診（時期、対象あり）
・社健康福祉事務所（予約制）
・医療機関（自他覚所見があり医師が必要と認めれば
　保険診療が可能）
≪相談窓口≫
社健康福祉事務所・薬務・生活衛生課
☎ 0795 42 9371（平日 8:45 ～ 17:30 まで）
☎ 0795 42 6287（平日時間外、緊急の時）

町ぐるみ健診に関する問合先：国保健康課☎42 8723

肝炎ウイルスについて

不急の夜の救急受診を控えて加西病院の医師と地域医療を守ろう！

　救急医療は、今やわが国で維持存続が危機を迎え
つつある医療分野です。医療スタッフは、日夜連続
して働き、疲弊しています。また、救急の当直医は
外来だけを診ているわけではありません。病棟から
も呼ばれています。「救急患者を待たせるとは何事
か！」と考えるのは間違いです。

夜間に次のような理由で当直医を起こすことをお控
えください。
・夜間は待ち時間が短いため受診。
・程度の軽い病気・症状での受診。
・数日前から変わっていない症状での受診。
皆さまの上手な救急利用で加西病院が守られます。

皆さまご協力ください

問合先：国保健康課健康係　☎42 8721、42 8723



市の土地・建物を売却します
売却予定地：①加西病院医師住宅
（古坂1丁目173番地、宅地、面積
219.77㎡　木造瓦葺２階建）
②加西病院医師住宅（古坂1丁目
174番地、宅地、226.19㎡、木造
瓦葺2階建）③加西病院医師住宅
（古坂1丁目175番、宅地、219.59㎡、
木造瓦葺平屋建
売却方法：一般競争入札
資料請求：3/5（水）まで
入札日：3/12（水）
※加西病院に告示、ホームページ
に掲載しています。
問合先：加西病院 用度管理課
　☎422200

新婚さんの生活を応援！　
新婚世帯向け家賃補助制度
　市内の民間賃貸住宅に入居する
新婚世帯に、家賃の一部を補助し
ます。ただいま受付中！
※先着50件まで
補助要件：すべての補助要件に該
当する新婚世帯が対象。
①市内の民間賃貸住宅に平成１９
年４月１日以降契約をして居住し
ていること。②婚姻届出日より 3
年以内で、夫婦の満年齢の合計が
70歳未満であること。③所得制
限あり。詳しくは下記まで。
支給額：月額最大12,000円、最長
36 ヶ月まで支給します。
申込・問合先：
商工観光課☎428740
mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

児童手当振込のお知らせ
児童手当を受給されている方の手
当2月期（10 ～ 1月分）を、2/8（金）
にご指定の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

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ので、ご協力
お願いします。なお、立会いの必
要はありません。
期間：3/3（月）～ 3/31（月） 
対象：北条・北条東・富田・賀茂
小学校区のうちの有効期限（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　☎428796
取替作業：加西市指定給水装置工
事事業者

交通遺児等育成資金　　　
　貸付制度介護料支給制度
　自動車事故で重度の後遺症が
残った方や亡くなられた方のご家
族を救済するための制度です。
◇交通遺児等育成資金貸付制度
貸付金額：一時金155,000円、月々
20,000円　貸付金利：無利子
貸付要件：市民税が非課税または
均等割のみの課税等
返還：割賦による 20年以内の均
等払いで、高校・大学へ進学する
場合は返還猶予あり。
対象者：0歳から中学3年生まで
◇介護料支給制度
受給資格：自動車事故が原因で重
度の後遺症障害をもつため常時ま
たは随時の介護を必要とする方。
介護支給額：月額29,290円～ 136,880
円（障害の程度により介護に要す
る費用に応じて支給）
問合先：独立行政法人自動車事
故対策機構　兵庫支所　☎078－
331－6890

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
請書の受付を次のとおり行います。
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）
※添付書類については市WEB サ
イト・管財課前掲示板で要領を掲載。
提出方法：原則郵送（2/29消印分
まで）で管財課まで。
問合先：管財課　☎428704

インターネット公売開始！
　市税等滞納者から差し押さえた
財産を、インターネット上で公売
します。詳しくは市WEB サイト
をご覧ください。
公売財産：動産
公売物件下見会のご案内
日時：2/19（火）10：00 ～ 15：00（12
時～１時は除く）
会場：市役所１階　多目的ホール
問合先：収納課

ご相談ください！　　　　
　　「ねんきん特別便」
日時：3/4（火）10：30 ～ 15：00
場所：市役所　５階会議室
相談内容：「年金記録のお知らせ」
の内容について
（相談にお越しの際のお願い）
・「年金記録のお知らせ」「年金加
入記録照会票」「確認はがき」と「年
金証書」「認印」及び年金手帳を
お持ちのときはその手帳をご持参
ください。
・ご本人以外の方がお越しの場合
は、委任状とお越しになる方の身
分が分かるものが必要です。
問合先：加古川社会保険事務所　
　☎079-427-4511
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次回の市長サロン
日時：3/1（土）16：00 ～ 18：30
場所：アスティアかさい 3階相談室
●原則　お一人様 30 分以内
●当日、地域交流センターで受付
（先着順）します。
問合先：秘書課　☎42 8701

募　集

「埴輪つくり隊」隊員募集
　玉丘史跡公園活用事業として、
平成20年度「埴輪つくり隊」の隊
員を募集しています。史跡公園の
手づくり庵にて埴輪作りの体験を
行い、焼成後、公園に設置します。
日時：3/9（日）  9：00 ～ 15：00
場所：玉丘史跡公園手づくり庵
問合・申込先：
　市史・文化財室☎427524
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講座・イベント
“おかえり ”故郷へ　　　
　発掘された兵庫の遺宝
　市指定文化財の亀山古墳から出
土した甲冑、鏡などが東京国立博
物館から一時帰ってきます。この
機会に是非、見学ください。
開催場所：兵庫県立考古博物館
期間：1/26(土) ～ 3/9(日）
講演会：3/1（土）13:30 ～ 15:00
「玉丘古墳群の整備と亀山古墳の
調査」市史編集係長 森幸三　※事
前予約不要

男女共同参画宣言記念事業
　  講演「人生の綾

あやおり
織」

　女性の社会進出や男女が互いを
認め合うためのコミュニケーショ
ンの大切さについて、一緒に考え
てみませんか。
日時：3/15（土）13：30 ～ 15：30
場所：アスティアかさい 3階　
　多目的ホール
講師：石川豊子さん（元テレビ局
　アナウンサー）
受講料：無料　　定員： 94名
問合・申込先：
男女共同参画センター☎420105
℻  420133（9：00～ 17：00月曜休館）

点字講習会開催します！
日時：3/24（月）～ 3/28（金）5回
コース　13：30 ～ 15：30     
場所：健康福祉会館１階　ふれあ
いの間3
主催： 加西点字教室
対象者：中学生以上　※市内外問
わず。参加費無料。
定員：10名（先着順）
申込締切：3/17（月）
問合・申込先：社会福祉協議会　
地域福祉推進室
☎438133    ℻  426658

第26回加西児童合唱団　　
　定期演奏会
日時：3/16（日）　13：30開演
場所：加西市民会館文化ホール
入場無料
曲目：日本の民謡、オペレッタ（11
ぴきのネコシリーズ）ほか
賛助出演：混声合唱団ヴォルケ、
コールサルビア、コールソレイユ

地球儀時計設置10周年　　
　　イベント開催
開催日時：3/23（日）10：00 ～
※雨天時3/29（土）に順延
開催場所：地球儀時計展望台
式典内容：クイズ当選者記念品贈
呈、設置時のﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ収納品展示、
10周年ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ収納等
☆10周年記念クイズ解答募集☆
下記の問題に○×でお答えください。
正解者の中から抽選で 3名の方に
記念品を差し上げます。
応募方法：官製はがきに①から⑤
の問題の答えと住所、氏名、年齢
を明記し下記まで。
応募先：市役所都市計画課内、地
球儀時計設置10周年記念クイズ係
応募締切：3/11（火）必着
問題：丸山総合公園に設置されて
いる地球儀時計について
①自転している。② 直径は３ｍ。
③スケールは 1/260万。④ ギネス
認定を受けている。⑤ 日本列島
の長さは約80㎝。
問合先：都市計画課　☎428753 

外国人による日本語スピー
チコンテスト＆かるた大会
　外国人の方が、日本で受けたカ
ルチャーショックやハプニングな
ど、ユーモアいっぱい迫力満点に
日本語で熱弁をふるいます。出場
者もまだまだ募集中！コンテスト
終了後には、かるた大会を開催し
ます。ぜひ覗いてみてください。
日時：3/9（日）13：00 ～ 16：00（か
るた大会15：00 ～）
会場：アスティアかさい３階　
　交流プラザ
出場申込締切：2/22（金）
問合先：加西市国際交流協会（秘
書課内）☎428701

ふるさと再発見ハイク！　
　加西の自然と史跡を巡る
　北条鉄道法華口駅から長駅ま
で、神社・寺院など祖先の歴史を
訪ねます。（約７㎞）
日時：3/22（土）　9：20 集合　
集合場所：アスティアかさい 1 階
　観光案内所前　※小雨決行
主な探訪先：薬師堂の出水、牛居
構居、毘沙門堂等
参加費：300 円　※交通費は実費
お茶等は各自持参。動きやすい服
装でご参加ください。
主催：歴史街道ボランティアガイド
申込先：観光まちづくり協会
　☎℻  42 8823

花と緑の相談会開催
日時：3/16（日）10：00 ～ 15：00
　※雨天時は 3/23（日）に順延
場所：丸山総合公園管理棟・花壇
参加費等：花、土など材料費（ガー
デニング体験以外）のみ必要。
持参物：筆記用具、鉢（当日購入も
可）、移植ごて、軍手、エプロン等
参加資格：特になし（温かい服装
でご参加ください。）
日程・募集人員：①9:30 ～寄植え
教室（午前の部）先着40名②11:30
～花と緑の相談会③12:30 ～寄せ
植え教室（午後の部）先着40名
④14:30 ～ 16:00　ガーデニング体
験交流会　先着20名
 ※9:30 ～ 16:00　草花、鉢等の販売
問合・申込先： 加西勤労者体育セ
ンター　☎471420 （水曜休館）

市民会館からのお知らせ
4/1（火）～　月曜日も会館します。
　　　　　ご利用ください。
20年度春季講座受講生募集
・ハワイアンフラ・ヨガ美療体操・
津軽三味線・アイリッシュハープ
・ウクレレ・フラワーアレンジメ
ント・KID’S ダンス・ジャズダンス・
バランスボール体操・足もみ健康
法など　＊詳しくは募集チラシか
窓口、電話でお問合せください。
よしもと爆笑！お笑いバトル
2008in かさい
3/23（日）17：00開演　全席指定
3,500円　※当日500円増
出演者：サバンナ・笑い飯・勝山
梶（ムーディ勝山）等
＊市民会館・各ＰＧで好評発売中
問合先：市民会館☎430160（月曜休館）

まちづくりフォーラム
　　　　　in かさい
　北条地区に残る、歴史ある
町並み。その町並みをさびれ
させず、新たに進むまちづく
りと共存する方法を考えませ
んか？ぜひ旧市街地の皆さん
の参加をお待ちしています。
日時：3/1（土）13：30 ～
場所：アスティアかさい 3階
多目的ホール
定員：100 名　参加費無料
問合先：都市計画課☎42 8753



　　　　　  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12月生まれの乳児　　　　    2月26日（火）
  《平成20年  1月生まれの乳児　　　　    3月25日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　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　　　　　　　　　  2月28日（木）《3月13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　　　 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）　3月4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
  3月  6日（木）　健康福祉会館、善防公民館
  3月13日（木）    農村環境改善センター
  3月19日（水）　北部公民館　　　　　　　　 （☎430303）
■法律相談
　  2月28日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  3月27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
　3月 6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）
　  3月　8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  2月17日（日） 横田内科医院（北条町☎425715）

  2月24日（日） 坂部整形外科（北条町☎431444）
  3月  2日（日） 大杉内科医院（別府町☎470023）
  3月 9日（日） おりた外科胃腸器科医院（北条町☎426000）
  3月16日（日） つつみ神経内科（野上町☎452050）
  3月20日（木） みのりクリニック（下宮木町☎498470）
  3月23日（日） 西 村 医 院（中野町☎490001）

｝

｝
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）

｝

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
◆一般預託
○牡丹　　　　　　　　　　　20,000 円
○株式会社　本陣　　　　　　11,311 円
◆指定預託

○星
スターゴール

輝歌謡道場 一門会一同　　　25,000 円
　（希望の郷へ）
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放課後子ども教室　　　
　　　　指導員募集
職務内容：校区の小学生を対象
に、児童の健全育成のために遊び
やスポーツ、自主学習の支援を行
います。
勤務場所：賀茂小学校・富合小学校
勤務時間：週４回（平日の放課後）
　2回　13：30 ～ 18：30
　2回　14：30 ～ 18：30
※勤務時間は変更の場合あり。
募集人員：2名
採用期間：平成20年4月15日（火）
～平成21年3月13日（金）
※長期休業中、祝日勤務はなし。
資格要件：教員免許を有する方優先。
時間給：1,100円（予定）
申込期限：3/7（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。
面接日時：3/19（水）午後
申込・問合先：生涯学習課☎428775

鯉のぼり・浴衣・絵画募集
　4/6(日) にベトナム・ハノイ市
で開催される「日本さくらまつ
り」で展示する鯉のぼり・吹流し、
使われなくなった浴衣・帯の寄贈
を募っています。
問合先：加西市国際交流協会（秘
書課内）☎428701
　小学生・中学生による「日本の
春、桜、風景」をテーマにした絵
画も募集しています。締切：3/14（金）
問合先：学校教育課　☎428771

臨時職員募集
　平成20年４月採用の臨時職員
を追加募集します。
職種：①保育士　若干名　②延長
保育士　若干名　③幼稚園教諭　
若干名　④幼稚園預かり保育指導
員　５名程度　  年齢：60歳未満
受付期間：3/24（月）まで
提出書類：①市販の履歴書②保育
士証または幼稚園教諭免許の写し
申込・問合先：総務課　☎428702
※詳しくは市WEB サイトに掲載
しています。

市営住宅入居者募集
入居を募集する団地
①北条団地（古坂）１戸（３ＤＫ）
・家賃　16,300 ～ 27,000円
②横尾団地　２戸（２ＤＫ）
・家賃　20,700 ～ 34,300円
③吉野団地　1戸（3LDK）（車椅子
対応住宅）※オール電化住宅でＩ
Ｈ調理器の購入が必要。
・家賃　21,400 ～ 35,400円
※家賃は平成20年２月現在。
入居時期：4月中旬の予定 
入居資格：次の①～⑥のすべてを
満たす方
①市内に居住または勤務している方
②市民税等を滞納していない方
③家族の人数が２人以上。
④収入が基準以内の方
⑤現に住宅に困っている方
⑥入居者およびその同居者が暴力
団員でないこと
※車椅子対応住宅については、身
体障害者手帳1 ～ 4級の交付を受
け、常時車椅子を使用している方
がいる世帯。
受付期間：3/3（月）～ 3/14（金）
　※ 申込書配布は 2/25（月）～
入居者選考方法：資格者多数の場
合は抽選により決定。
申込・問合先：施設管理課☎428750

播州加西あばれ太鼓教室生募集
　4/1（火）より第2回あばれ太鼓
教室生を募集します。
対象：年齢性別問わず
練習日：第1.3水曜日  19：00 ～
場所：市民会館文化ホール
申込先：商工観光課　☎428740

 

死亡者 年齢 喪　主 町名

増田千鶴代 82 増田隆弘 畑
森本正彦 74 森本克也 倉谷
伊藤道雄 81 伊藤直紀 野上
末廣榮次 70 末廣雅利 鴨谷
嵐倉志ず子 85 嵐倉　基 西野々
能瀬はつゑ 82 能瀬久三郎 上野
奥隅順堂 93 奥隅順光 山下東
中谷鈴子 90 中谷　忍 東剣坂
金澤としこ 94 金澤　章 上道山
吉田文子 85 吉田秀貴 中野
井上悦子 85 井上雅仁 国正
蓬莱嘉宏 73 蓬莱隆保 野条
井上　力 55 井上　敦 横尾
宮長福次 82 宮長辰雄 谷
渡邊　茂 87 渡邊　登 中山
大古瀬サチ子 72 大古瀬二三男 宮前
日和恵美夫 85 日和恒久 畑
十河好夫 106 十河義郎 南町
小川すゑ子 91 小川二郎 田谷
井上榮一 92 井上邦男 御旅
長谷川朝次 87 長谷川一幸 西笠原
長谷川良郎 76 長谷川良文 畑
河月あさ子 94 河月征捷 鍛冶屋
石　靖男 61 春木俊郎 西谷
近藤七郎 96 近藤成雄 満久
名古屋節夫 74 谷口伸治 山下東
菅田さよ子 82 菅田美喜男 青野
井上修美 61 井上英樹 宮前
藤原はるの 96 藤原一郎 満久
阿部豊子 71 阿部昭男 古坂2丁目

上原義雄 86 上原康雄 西長
見上　積 75 小林正人 西剣坂
藤田良範 58 藤田将史 栗田
高見　馨 71 高見　学 中富
廣田俊二 76 廣田敏行 河内
淺田　彰 99 淺田武志 青野原
齋藤公代 74 齋藤　優 鶉野
堀田督昭 71 堀田真吾 青野原
高橋智代子 79 高橋節雄 畑
中野美一 75 中野隆文 東高室
岡田好一 83 岡田雅子 下宮木
原田うた 88 原田　清 栗田
松岡博一 69 松岡佳博 東高室
中川　精 91 中川清彦 山下西
小林利明 78 小林正人 坂本
吉田末子 79 吉田安廣 中野
黒田みつゑ 88 黒田義明 福居

※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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皆さまのアイデア募集！
　旧賀茂幼稚園、教育研修所、
丸山公園管理棟、古法華自然公
園管理棟・石彫アトリエ館、オ
ークタウン加西など、市有施設・
市有資産の有効活用のために、
皆さんのアイデアをお寄せくだ
さい。有償無償を問わず、自由
な発想の提案をお待ちしています。



●ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp
■広報かさいは、資源保護のため再生紙を使用しています。

大豆インキを使用しています。

発行／加西市
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790421110（代）
編集／加西市　経営戦略室　☎0790428700　FAX0790431800

◀

　1月 13 日（日）、加西市民会館文化ホールで成人式
が開催されました。今年は 551 名が成人の仲間入り。
当日は 463 名が出席しました。
　式典では、中川市長の祝辞に続き、新成人が希望
に満ちた誓いのことばを述べました。アトラクショ
ンでは、小中学校時代の思い出のアルバムと恩師か
らのビデオレターでこれまでの 20 年を懐かしく振り
返りました。

　今回の成人式は、新成人による運営スタッフがテ
ーマや内容等を考え、運営しました。『二十歳を迎え、
社会の一員として、これからは自分に責任が持てる
よう、胸を張って生きていけるように、清々しい思
いで未来へと歩んでほしい。』との願いを込めて、テ
ーマを “凛 ” としました

◀思い出のアルバムと恩師からのビ
デオレターを見て、盛り上がる会場。

▲久しぶりの友達との再会。楽し
げにハイ、チーズ！▲運営スタッフの皆さん。無

事式を終え、ノリノリでカメ
ラに向かってポーズを決めて
くれました。

―２００８年成人式―
澄みやかに りりしく澄みやかに りりしく
　慎ましく　　慎ましく　“凛”“凛”


