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※詳しくは市WEBサイトをご覧ください。　　　問合先：財政課　☎42 8710

加西市の財政状況

　近年、国の三位一体改革などにより、歳入面では地方交
付税が毎年削減されてきており、歳出面においては平成 24
年までは下水道事業債の償還が増えていくことや少子高齢
化に伴って扶助費の増加等が考えられ、後期 5ヵ年も厳し
い財政状況が続くことが予想されます。

今後の見通し…今後５年間の収支見通しでは約 46 億
円の赤字が見込まれています。そのため、引き続き
財政健全化の取組みを進め、後期 5年間で約 29 億円
の改革改善を実施し、平成 24 年度には基金の取崩し
をせずに、収支均衡が図れるように努めます。

市税の状況…平成 9年度をピークに平成 16年度までは景気
　の低迷等により連続して減少してきましたが、平成 16 年
　度以降は緩やかに増加しています。
市債残高の状況…平成 15 年度以降、建設事業に充てる市
　債に対して発行限度額を設け、新規の市債発行を抑制し
　たことにより、市債残高は年々減少してきています。
基金残高の状況…前期 5ヵ年では約 18億円の基金を取崩す
　計画でしたが、平成 18 年度までは収支不足を補う基金の
　取崩しを行わずに、収支の均衡を図ることができました。

財政収支見通し（後期 5ヵ年改善取り組み前）　   （億円）
18 19 20 21 22 23 24

歳入 130 126 125 124 123 123 123
歳出 129 133 136 134 133 131 130
差引収支 1 △ 7 △ 11 △ 10 △ 10 △ 8 △ 7
累積収支 － － △ 11 △ 21 △ 31 △ 39 △ 46

年度

６．公債費の抑制
　繰上償還制度を活用するとともに、投資的経費に充当す
る市債発行額を概ね４億円以内に抑制することで、公債費
負担の軽減を図ります。

７．行政経営システムの確立
　行政の簡素化・効率化を進めるとともに、行政経営シス
テムを確立し、公民連携によるまちづくりに取組みます。
また公会計改革を通して、行政の説明責任を果たしていき
ます。
ＮＰＭ理論の活用 /パブリックコメントの実施 /公会計

８．公営企業の経営健全化
　下水道事業と病院事業は、特にその財政状況が厳しく健
全化が急務となっています。下水道事業については、使用
料改定により、歳入の確保に努めるとともに、経費削減を
図ります。病院事業については、常勤医師の確保と診療報
酬体系の整備に努め、収益の向上を図ります。

1. 行政経営改革大綱とは
　「行政経営改革大綱」は、加西市の行財政運営を改革し、
よりよいサービスをより効率的に市民に提供するため、全
ての職員が共有するべき最も基本的な指針です。

2. 行政経営の手引き
　行政を「管理」するという考えから、行政を「経営」す
るという考えへと転換させることが求められています。限
られたヒト・モノ・カネといった経営資源をフルに活用す
るには、市民の皆さんに情報をオープンにしてご理解をい
ただくことで、やるべきことを選択して実施しなければな
りません。
　今回策定した行政経営改革大綱は、市の将来計画や財政
再建、改革マニフェストの基本となる手続きやルールを定
め、市の将来を左右する重要な事業を行うために必要な予
算と人員を生み出す方策を示しています。

3. 目的
　時代の変化に的確に対応できるよう市役所の改革を進め
ることがねらいです。簡素で効率よく業務を進めることや
行政の透明性を高めて、市民と行政の協働型のまちづくり

を進めていくものです。

4. 実施期間
平成 20 年度から平成 24 年度までの 5年間。

5. 基本方針
①市役所の職員数は業務の削減と合わせて適正化します。
②順次、民間委託を進めます。
③計画的に無理がない借金返済の状態にします。
④部署ごとに年間目標を掲げ実行します。
⑤組織の横の連携を強化します。
⑥窓口の業務を改善します。
⑦市の施設を建てる場合は必要性を慎重に議論します。
⑧市民団体の活動を育成、支援します。
⑨多方面のご意見をいただき、わかりやすく情報を伝えます。

詳しくは市Ｗｅｂサイトで　
問合先：経営戦略室　　☎42 8700

「行政経営改革大綱」を策定しました！

2

財政再建推進計画（後期 5ヵ年計画）

　地方財政健全化法により新たな財政指標の公表が、新年
度から義務づけられたことに伴い、各自治体は、具体的な
会計数値を示し成果を市民にしっかりと開示しなければな
らなくなりました。
　市では、平成 15 年度、他市に先駆け財政再建推進計画を
策定しました。中川市政以降、事務事業の見直し、職員採
用の抑制等、更なる財政の健全化に取り組み、市長報酬３
割カットをはじめ、一般職の給与カット、調整手当・特殊
勤務手当の廃止などにより、総人件費を約 10％縮減しました。
　計画の大幅な前倒しと目標項目を追加したことにより、
平成 19 年度末には、前期 5ヵ年計画で総額約 47.6 億円の
財政再建効果額が生じる見込みです。平成 18 年度末、一般
会計で 194 億円（連結で 555 億円）の借金がありますが、
中川市長はこれを向こう10年で半減させたいと考えています。
　今般策定した後期５ヵ年計画では、歳入に見合った歳出
を基本として、持続可能な財政基盤の確立を目指します。

主な改革改善項目　（　）内は後期５ヵ年の目標効果額　　　合計 29億円

１．人件費の抑制（11億 9千万円）
　10 年間での人員削減計画（57 人削減）を既に前期 5ヵ
年で達成しましたが、さらに効率的で小さな行政を目指し、
後期５ヵ年では、引き続き退職者の一部不補充と職種にと
らわれない人員配置、そして各種手当・昇給制度の見直し
等により、22 人の職員削減を目標とし、人件費の抑制に努
めます。

２．事務事業の見直し（6億 7千万円）
　限られた資源を効果的に市民ニーズに対応させるために、
行政の責任領域を見直します。国・県の基準を上回る施策、
市単独の個人給付事業、各種補助金等はその必要性を精査
します。
・給付、助成及び補助の見直し
　交流促進委託料 / 地元協力費 / 農業団体育成事業補助金
　/無形文化財伝承活動補助金 /自主防災資機材補助金 /い
　きいき学校応援事業委託の単価などの削減 / 学校等誘致
　補助金 /高校・大学入学支度金貸付制度の廃止等
・民間委託の推進
　リサイクルセンター処理業務 / ごみ収集業務の委託範囲

　拡大 /斎場の火葬業務の民間委託または指定管理者への移
　行推進 /し尿収集業務の民間委託推進等
・その他コスト削減
　嘱託職員賃金の削減 / 土地借上げ料の適正化 / 選挙の経
　費削減 /学術調査委託の廃止 /公債費の繰上償還 /教育情
　報システムの保守方法の見直し /電気料金削減 /パソコ
　ンのリース更新の一括化 / 旅費日当・宿泊料の削減 / 基
　幹システムのオープン化 / ＯＡソフトの見直し / ごみ減
　量化によるごみ処理経費の削減等

3．公共施設の統廃合（2千万円）
　少子高齢化と人口構成の変化など、将来を見据えた施設
の統廃合や運用・管理に努め、公的資産を最大限に活用し
ます。

4．安定した歳入の確保（10億 4千万円）
　徴収強化ほか、受益者負担の観点から使用量・手数料の
適正化、遊休資産の効率的な活用に努めます。
収納率の向上 / 市有地の有効利用 / 保育料・入園料の適正
化 /ごみ処理の指定袋制への移行 /広告料収入の拡大 /行政
財産使用料の徴収 /し尿収集・汚液処理施設使用料・クリー
ンセンター持込み処理手数料・斎場使用料の見直し　等

５．投資的経費に充当する一般財源を
　　　　　　　　　　７億円以下に抑制
　緊急度・必要性・費用対効果を検証し、事業の重点化を
図り、長期的な視野に立って事業を実施します。

　後期５ヵ年では、引き続き職員のコスト意識を徹底し、
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
に、さらに改革改善への取組みを強化します。
　将来にわたって安心して暮らせる加西市とするため、市
民の皆様方にご協力や応分のご負担をお願いすることにな
りますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

市債残高の推移

（年度）

連結会計

普通会計

555 億円

194 億円

職員削減数

（年度）

（普通会計）

←　前期 5ヵ年　→ ←　後期 5ヵ年　→
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第 2次加西市地球温暖化対策実行計画 －平成 18年度の取組結果－

計画について
　地球温暖化は、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガ
スの濃度が増加し、これに伴い、地表面の温度が上昇す
る現象で、異常気象の増加、生態系への影響など私達の
生活に大きな被害が及ぶ可能性が指摘されています。
　本計画では、加西市の事務・事業に関し、平成 17 年度
を基準年度として、平成 24 年度における温室効果ガスの
総排出量を 6％削減することを目標としています。

平成 18年度取組結果の概要
　平成 18 年度の温室効果ガス総排出量は約 17,194 ｔで、
平成 17 年度（基準年度）と比較すると約 2.3％の増加と
なっています。これは、廃プラスチック焼却量が増加し
たことが大きな原因となっています。
　総排出量の内訳としては、廃棄物の焼却に伴うものが
約 43％、電気の使用に伴うものが約 41％と大半を占め
ています。

取組項目
（排出要因）

平成 17 年度基準値 平成 18 年度実績値 平成 24 年度目標値
活動量 kg-CO2 活動量 kg-CO2 活動量 kg-CO2

燃
料
使
用
量

ガソリン（Ｌ） 53,650 124,557 57,675 133,902 50,431 117,083
灯油（Ｌ） 533,986 1,329,350 444,944 1,107,680 501,946 1,249,586
軽油（Ｌ） 55,620 145,683 59,399 155,580 52,283 136,942
Ａ重油（Ｌ） 289,000 783,083 311,000 842,695 271,660 736,099
ＬＰＧ（㎥） 13,786 82,723 15,540 93,248 12,959 77,761

電気使用量（kWh） 19,386,779 7,328,203 18,499,577 6,992,839 18,223,573 6,888,511
エネルギー要因　計 9,793,599 9,325,944 9,205,982
非エネルギー要因 計 7,017,161 7,868,211 6,596,132

総排出量 16,810,760 17,194,155 15,802,114

活動量および温室効果ガス総排出量

平成 18 年度取組結果の詳細（平成 17 年度と
の比較）
＊電気の使用量・・・約 4.6％の減少
　全体的に減少傾向にあります。引き続き細かな節電に
努めていきます。
＊廃棄物の焼却量・・・約 5.9％の減少
　廃棄物全体の焼却量は減少していますが、その一方で
廃プラスチックの含有率が上昇しています。その影響で、
温室効果ガスの排出量は増加しています。
＊燃料の使用量・・・約 6.4％の減少
　施設に関しては約 8.2％の減少、公用車に関しては約
7.7％（１台）の増加となっています。走行距離が増えた
ことも一因ですが、エコドライブを実践し、燃料使用量
の削減に努めます。

その他の取組状況（平成 17年度との比較）
＊庁舎からの廃棄物排出量
　1日あたりの廃棄物排出量は、約 30㎏で、約 40％減と
なっています。これは、資源ごみの再生量が 14％増えた
ことが大きな要因であると考えられます。
＊紙類の使用量
　コピー用紙の使用量については、372 万枚となってお
り、約 5％の増加となっています。そのうち、再生紙の
使用率は 95.8％で、0.2 ポイント上昇しています。

0
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15000

20000

教育機関

教育機関
教育機関

病院

病院
病院

消防

消防

消防

下水処理

下水処理

下水処理

廃棄物処理
廃棄物処理

廃棄物処理

公用車公用車
公用車

教育機関病院消防下水処理廃棄物処理公用車一般施設

一般施設一般施設一般施設

平成 24 年度
（目標年度）

平成 18 年度
（実績値）

平成 17 年度
（基準年度）

2680.592 2274.619 2519.755

276.9
297.8886 260.287

7295.06 8389.977
6857.356

3251.529
3353.755

3056.44

231.613

190.293

217.719

2377.743

2029.561

2235.076

697.32
658.064

655.481

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

ｔ-ＣＯ２

温室効果ガス排出量内訳グラフ

※エネルギー要因は上記燃料使用量および電気使用量、非エネルギー要因
は燃料使用量以外（例えば、廃棄物焼却量、公用車の走行など）のものと
しています。
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西脇稔晃さん（ＡＦＫ会長）が
「全国担い手育成総合支援協議会会長賞」受賞

吉田美津代さんが兵庫県知事賞を受賞

　2/25（月）、「平成 19 年度全国優良担
い手表彰・発表会」にて、玉野町の西脇
稔晃さん（アスリートファーマーズ加西
会長）が、個人土地利用型部門で「全国
担い手育成総合支援協議会会長賞」を受
賞されました。
　この賞は、望ましい農業構造の実現に

向けて、農業経営の改善に積極的に取り組み、地域農業の
振興や活性化に寄与している意欲と能力のある担い手の優
良事例を表彰するものです。
　また「お米日本一コンテスト in しずおか 2007」でも入賞。
全国 396 点中、上位 30 点の最終審査に進出。近畿から入
賞者がでるのは初めて、西日本でも２人目という快挙です。

　2/22（金）、加西市農業委員の吉田美
津代さんが「ひょうご農とくらし研究
発表大会」にて、最優秀賞である兵庫
県知事賞を受賞されました。
　吉田さんは、常吉町にてイチゴ栽培に
取り組まれており、平成 13 年に女性の
農業委員を誕生させるという目標を第 1

に掲げ、農村女性連絡協議会を発足されました。ご自身も
平成15年に女性農業委員になられ、現在も活動されています。
　農業における女性の地位向上と活躍の場を広げる取り組
みをされ、地域農業の活性化に大きく貢献された結果、生
活研究活動の部での受賞となりました。

1 月 31 日。中川市長が「な
が～いおつきあい」で日本一
の地銀を目指し、業績を伸ば
している京都銀行の柏原康夫
頭取と面談し、加西市への企
業誘致や産業振興、財政再建

とふるさと納税等について、ご指導いただきました。
（柏原頭取の実父が東剣坂町出身です。）

京都銀行頭取と中川市長が会談

平成 18年度決算についての監査委員の意見要旨

平成 18 年度一般会計・特別会計の決算についての、監査委
員からの審査報告（の要旨）をお知らせします。

公債費・他会計への補助金
　加西市の財政状況を見ると、歳出総額に占める公債費は、
18 年度、24 億 5090 万 9 千円（対総額 14.0％）となってい
ます。
　また、後年度負担となる地方債現在高は 193 億 7759 万
2 千円（対前年度比△ 6.1％）、債務負担行為額は 42 億 494
万 3千円（対前年度比△ 4.6％）と、前年度より減少しては
いますが、実質公債費比率は21.1％で、前年度の19.0％を2.1
ポイント上回っており、財政の硬直化が進んでいます。
　経営支援のため、一般会計から補填を行っている、水道
事業、下水道事業および病院事業への補助金等は、総額 22
億 3508 万 3 千円（対総額 12.8％）にのぼっています。こ
れら公営企業はじめ他会計への補助金は今後も増加すると
思われます。
　公債費と他会計補助金とが歳出決算額の 26.8 パーセント
を占め、一般会計の財政運営を大きく圧迫しており、市独
自の住民サービスが打ち出せない状況です。

連結ベースでの財政再建推進計画の策定
　市全体の財政運営について、公営企業を含めた中長期的
な計画のもとに取り組むよう要望します。
　そのためには、一般会計・特別会計のほか、未処理欠損
金の多い下水道事業、病院事業を始めとする公営企業、第
3セクターを含めた市全体の財政再建推進計画が必要です。

財務諸表の導入
　現在、地方自治体の会計は、現金主義・単式簿記となっ
ているが、これではフローは分かってもストックベースで
の指標がないことになり、自治体の財政分析としてはきわ
めて不十分です。

　複式簿記の考え方を取り入れた財務諸表を作成し、資産
あるいは債務の管理をすべきです。そういう意味で、貸借
対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動
計算書の整備は重要です。
　また、地方自治体の自己決定権の拡大に伴い、地方行政
のあらゆる分野で公正の確保と透明性の向上を図ることが
一層重要になっています。
　自治体の破綻が懸念されている昨今、様々な財政指標に
ついて第三者的な検証を行い、情報開示の徹底と住民監視
（ガバナンス）の強化を図ることが望ましい。そのために、
分かりやすい情報開示方法が不可欠です。

　今後も財政再建推進計画との整合性を図りながら、最少
の経費で最大の効果を挙げられるように努力されたい。
　守るべきものは何か、時代・環境とともに改革すべきも
のは何かを常に見極め、判断していくことが大事であり、
行政評価によって事務事業の見直しを行うとともに、あら
ゆる行政情報を市民に開示することで透明性を図り、市民
の理解と協力を得て、市民主体のまちづくりに向けて努力
されることを望みます。
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平成 20年度　犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

　犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。都合
の良い会場へ犬を連れてお越しください。

＜接種できない犬＞
　以下の犬は、集合注射会場での注射は受けられません。近くの
動物病院で相談して適切な指示を受けてください。
　①過去に受けた狂犬病予防注射で数日間にわたる体調不良がみ
　　られた犬
　②過去１ヶ月以内に狂犬病以外の予防注射を受けた犬
　③現在何らかの病気で投薬などの治療を継続している犬
＜注意事項＞
　①犬をしっかりと押さえられる方が連れて来てください。
　②注射を受けた直後、異常があれば市役所に連絡してください。
　　動物病院を紹介します。
　③死亡、譲渡、不明などで犬がいなくなった場合は、下記まで
　　届けてください。

問合先：まちづくり課　☎42 8751　℻  43 1800　
実施主体　加西市・東播開業獣医師会

月日 注射場所 注射時間

4/8
（火）

芝自治区集会所
畑町公会堂
西谷西町公会堂
西谷東町公会堂
谷町公会堂
小谷公会堂
江ノ木公民館
栗田地蔵堂
古坂公民館
小谷畷（ピラミッド前）
宮前公会堂
笠屋公会堂
駅前公会堂
大歳神社
栗田公民館
横尾公会堂
( 旧 ) 保健所前

9：20 ～ 9：30
9：40 ～ 9：55
10：05 ～ 10：10
10：20 ～ 10：30
10：35 ～ 10：45
10：55 ～ 11：05
11：15 ～ 11：25
11：35 ～ 11：40
11：50 ～ 12：00
13：00 ～ 13：05
13：15 ～ 13：20
13：30 ～ 13：40
13：50 ～ 13：55
14：05 ～ 14：15
14：25 ～ 14：30
14：40 ～ 14：50
15：00 ～ 15：05

4/10
（木）

窪田町公会堂
吸谷町公会堂
西上野町公会堂
曽根自治区公会堂
黒駒公会堂
市村町公会堂
坂元町公会堂
福居町公会堂
谷口町公会堂
吉野町公会堂
東南公会堂
西南公会堂
坂元町第２営農倉庫
前（徳ケ谷）
山下東町児童館
山下中町お堂前
山下西町公会堂

9：20 ～ 9：25
9：35 ～ 9：40
9：50 ～ 10：00
10：10 ～ 10：15
10：25 ～ 10：30
10：40 ～ 10：50
11：00 ～ 11：05
11：15 ～ 11：20
11：30 ～ 11：35
11：45 ～ 11：55
13：00 ～ 13：10
13：20 ～ 13：30
13：40 ～ 13：50

14：00 ～ 14：10
14：20 ～ 14：30
14：40 ～ 14：50

4/11
（金）

東横田町公会堂
西横田町公会堂
岸呂町集落センター
福住東町公会堂
福住西町公会堂
東剣坂町公会堂
西剣坂町公会堂
中山町公会堂
大柳町公会堂
JA兵庫みらい善防支店前
東笠原町公会堂
西笠原町公会堂
三口町公会堂
坂本町公会堂

9：20 ～ 9：25
9：35 ～ 9：45
9：55 ～ 10：00
10：10 ～ 10：20
10：30 ～ 10：35
10：45 ～ 11：00
11：10 ～ 11：15
11：25 ～ 11：30
11：40 ～ 11：50
13：00 ～ 13：10
13：20 ～ 13：30
13：40 ～ 13：50
14：00 ～ 14：15
14：25 ～ 14：35

月日 注射場所 注射時間

4/14
（月）

古坂３丁目さつき公園
玉丘町公会堂
玉野町児童館
豊倉町公会堂
朝妻町公会堂
繁昌町川西公会堂
繁昌町公会堂
南網引町公会堂
網引町営農センター
栄町公会堂
桑原田町公会堂
繁陽町公会堂
中野町公会堂

9：20 ～ 9：35
9：45 ～ 9：55
10：05 ～ 10：20
10：30 ～ 10：45
10：55 ～ 11：05
11：15 ～ 11：20
11：30 ～ 11：45
13：00 ～ 13：05
13：15 ～ 13：35
13：45 ～ 13：55
14：05 ～ 14：20
14：30 ～ 14：45
14：55 ～ 15：10

4/15
（火）

殿原自治区住宅前
笹倉町公会堂
山枝町公会堂
別府西町公会堂
常吉町公会堂
別府中町公民館
青野ヶ原町公会堂
別府東町公会堂
都染町公会堂
青野町公会堂
小印南町
　　新田農業倉庫前
小印南町公会堂
小印南町
　　達可タバコ店前
国正町公会堂
田谷町公会堂
油谷町公会堂

9：20 ～ 9：25
9：35 ～ 9：50
10：00 ～ 10：10
10：20 ～ 10：30
10：40 ～ 10：50
11：00 ～ 11：10
11：20 ～ 11：30
11：40 ～ 11：55
12：05 ～ 12：15
13：15 ～ 13：30
13：40 ～ 13：50

14：00 ～ 14：05
14：15 ～ 14：25

14：35 ～ 14：45
14：55 ～ 15：05
15：15 ～ 15：25

4/17
（木）

鴨谷町公会堂
溝口農業倉庫前
殿原町公会堂
上野町公会堂
広原町公会堂
大内町公会堂
下若井町公会堂
上若井町公会堂
下道山町公会堂
上道山町公会堂
下万願寺町公会堂
上万願寺町公会堂
東坂三叉路
上芥田町公会堂
下芥田町公会堂
佐谷町公会堂

9：20 ～ 9：30
9：40 ～ 9：50
10：00 ～ 10：10
10：20 ～ 10：30
10：40 ～ 10：50
11：00 ～ 11：10
11：20 ～ 11：35
11：45 ～ 12：00
13：00 ～ 13：10
13：20 ～ 13：30
13：40 ～ 13：50
14：00 ～ 14：10
14：20 ～ 14：25
14：35 ～ 14：40
14：50 ～ 15：00
15：10 ～ 15：20

月日 注射場所 注射時間

4/18
（金）

西高室公会堂
東高室公会堂
鎮岩町公会堂
段下町公会堂
尾崎町公会堂
中西北町公会堂
中西南町公会堂
( 新 ) 牛居町公会堂
琵琶甲町公会堂
新生町公会堂
野条町公会堂
鶉野中町公会堂
下宮木町公会堂
上宮木町公会堂
鶉野上町公会堂
尾崎団地西公園

9：20 ～ 9：30
9：40 ～ 9：55
10：05 ～ 10：15
10：25 ～ 10：30
10：40 ～ 10：45
10：55 ～ 11：00
11：10 ～ 11：15
11：25 ～ 11：30
11：40 ～ 11：45
11：55 ～ 12：00
13：00 ～ 13：15
13：30 ～ 13：45
13：55 ～ 14：05
14：15 ～ 14：25
14：35 ～ 14：50
15：00 ～ 15：05

4/21
（月）

中富町公会堂
越水町公会堂
北町公会堂
別所町公会堂
河内町公会堂
山田町公会堂
昭和公会堂
鍛冶屋町公会堂
鍛冶屋町山の谷
乙和泉町公会堂
野上町公会堂
池上町公会堂
西野々町公会堂
島町公会堂
満久町公会堂

9：20 ～ 9：35
9：45 ～ 9：50
10：00 ～ 10：05
10：15 ～ 10：25
10：35 ～ 10：55
11：05 ～ 11：15
11：25 ～ 11：40
11：50 ～ 11：55
12：00 ～ 12：05
13：05 ～ 13：20
13：30 ～ 13：40
13：50 ～ 14：00
14：10 ～ 14：20
14：30 ～ 14：40
14：55 ～ 15：05

4/22
（火）

鶉野南町公会堂
田原町公会堂
田原町南の東公会堂
田原町南の西公会堂
田原町山田公会堂
田原町稲荷前公会堂
千ノ沢町公会堂
倉谷町公会堂
東野田町公会堂
王子町公会堂
戸田井町公会堂
両月町公会堂
大村町公会堂
東長町公会堂
西長町公会堂

9：20 ～ 9：30
9：40 ～ 9：55
10：05 ～ 10：15
10：25 ～ 10：30
10：40 ～ 10：45
10：55 ～ 11：00
11：10 ～ 11：20
11：30 ～ 11：40
13：00 ～ 13：10
13：20 ～ 13：30
13：40 ～ 13：45
13：55 ～ 14：05
14：15 ～ 14：25
14：35 ～ 14：40
14：50 ～ 15：05

対  象

料  金

生後９１日以上の飼い犬

初めて登録・注射をする犬…6,200 円
（登録料 3,000 円、注射代と注射済票交付代 3,200 円）

　※会場で予診票等に記入後、注射を受けます。
登録済みの犬…3,200 円
　ハガキを必ずご持参ください。
　（登録済みの方には 3月下旬に送付します。）
１．予診票に必要事項を記入してください。
２．注射会場では予診票をもとに獣医師による
　簡単な問診があります。
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があり、申請により認定を受けた 65 歳以上の方は、認定
日当日から被保険者となります。
■保険料
　保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。
　平成 20 年度の保険料は、均等割額（43,924 円）と所
得割額（基礎控除後の総所得金額等× 8.07％）を合算し
た額です（上限 50 万円）。
　※低所得者、被用者保険の被扶養者には軽減がありま
　す。詳しくはパンフレットをご覧ください。
○保険料の納付開始時期
　（特別徴収）75 歳以上（平成 20 年 4月 1日現在）で年
　金天引きになる方…平成 20 年 4月の年金から納付。
　（普通徴収）･･･ 平成 20 年 7月から納付。
○保険料額の通知
　保険料額の決定通知書は、７月に送付されます（特別
　徴収の方は、仮徴収額の決定通知書を 4月初旬に送付）。

　75 歳（一定の障害があり、申請により認定を受けた
方は 65 歳）以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険
者となります。被保険者証が 3月下旬に送付されますの
でご確認ください。（3月末までに届かないときは国保
健康課までお問い合わせください。）
　また、老人保健で限度額適用・標準負担額減額認定証
や特定疾病療養受療証の交付を受けている方は、後期高
齢者医療の認定証や受療証が被保険者証と一緒に送付さ
れます。

後期高齢者医療制度のポイント！

　■医療機関等では…
　　４/１以降は、送付された後期高齢者医療の被保険者証
　で医療を受けてください。
　■後期高齢者医療の給付
　　老人保健と同様の給付が受けられるほか、葬祭費や新
　たに高額介護合算療養費が支給されます。（要申請）
　■老人保健障害認定を受けている 65 歳以上 75 歳未満
　　の方
　　そのまま後期高齢者医療の被保険者となりますが、本
　人の申請により障害認定を取り下げることで、被保険者
　とならないこともできます。その場合は、３月末までに
　手続きしてください。（被保険者となった後でも将来に向
　かって、障害認定を取り下げることができます。）
　■４/２以降に後期高齢者医療の被保険者となる方
　　75 歳の誕生日（被保険者証は誕生日までに送付）から
　後期高齢者医療の被保険者となります。また一定の障害

後期高齢者医療制度スタート！
被保険者証を３月下旬に送付

◀見本
後期高齢者医療
　被保険者証　 （表）

問合先：市国保健康課国保医療係　　☎42 8721
　　　　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
　　　　☎ 078-326-2612　

この制度の運営は、兵庫県内すべての市町が加入する兵庫県
後期高齢者医療広域連合が行います。老人保健と同様に、各
種届け出や申請は、今までどおり市役所でできます。

4 月 1日
から

福祉医療受給者証（一部）を
　　　　　　　　３月下旬に送付します

　以下の方に福祉医療受給者証（4/1 から使用分）を
送付します。届かない場合はお知らせください。

・老人医療費受給者
（一部負担金が、外来12,000円/入院44,400円の区分の方）
・高齢重度障害者医療費受給者
・現在小学校３学年の乳児医療費受給者のうち、重度
障害者医療費受給資格（身体障害者手帳 1・2 級、療
育手帳Ａ判定）または母子家庭等医療費受給資格をお

持ちの方

　　問合先：国保健康課国保医療係   ☎42 8721

加古川夜間急病センター（小児科）　
　　　の診療時間が変わります！

　４月１日から、加古川夜間急病センター
（小児科）の診療時間が下記のように変更
になります。受診の際はご注意下さい。

診療時間：午後 9時から深夜 12 時まで
変更年月日：平成 20 年 4月 1日
小児科対象：新生児から中学生
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アスティアかさい・北条町駅周辺道路  愛称募集！

　平成 19 年 10 月に、「アスティアかさい」から「千歳橋交差点」までの都市計画道路の整備が完了しました。アスティア
かさいと北条町駅周辺は、上空を覆っていた電線がなくなり、ゆったりとした歩道が設置され、より安全で快適な空間に生
まれ変わりました。そこで、市民や加西市を訪れる皆さまに親しまれ、愛着をもって利用して頂けることを願って、この道
路にふさわしい愛称を募集します。親しみやすく、希望と活力にあふれ、自由で大胆…そんな名前をお待ちしています！

　（応募規定）
①と②の道路の愛称と簡単な説明、住所・氏名・年齢・性別・
職業または学校名（学年）・電話番号を明記し、下記の応募
先まで郵便、℻  または E-mail で応募してください。
※応募点数制限なし。未発表のものに限る。
入賞：最優秀賞…各１点　１万円分の図書券（計 2点）
 　　    佳作…各２点　５千円分の　 〃　（計 4点） 
　※２道路について、各路線毎に入賞を決めます。同名多
　数の場合は抽選とします。
応募期限：3/24（月）まで 
問合・応募先：都市計画課　☎42 8753　℻  43 1802
E-mail：toshi@city.kasai.hyogo.jp

①加西商工会議所の交差点～千歳橋交
差点②北条交番の交差点～笠屋交差点

　指定ごみ袋取扱店　（50 音順）　　　　（3/4 現在）
（北条地区）加西市民会館、カーショップタカハシ、加西金
物センター、カネシン阿部商店、菊一商店、クマクラ電機
（株）、コープこうべ加西店、ゴダイドラッグ加西店、酒のスー
パー足軽、塩谷種苗店、ジュンテンドー加西店、JOY あお
やま、ハヤシ化粧品店、福岡紙文具店、ふじわら制服、フレッ
シュさとう加西店、紅政商店、北条ストアー、ジョイフル
徳永、ミクチ調剤薬局古坂店、毛利書店（富田地区）柏原
商店、後藤商店、ローソン加西谷町店（賀茂地区）荒木商店、
（株）コタニ、小谷哲夫商店、小路運輸（株）

（下里地区）大崎たばこ店、フードたかみ、まるあ商店、ミ
クチ薬局王子店（九会地区）岡井商店、織辺食料品店、す
がの食料品店、仲井食料品店、中務食料品店、古元商店、
萬寿屋商店、吉田教材（富合地区）高見商店、農協営農生活
センター、吉田石油、ドイツパン工房レーゲンボーゲン（松末
商店）（多加野地区）岡田酒店、岡本食料品店、主婦の店和
泉店、高橋建材店、高橋醤油（株）、ミクチ薬局野上店、ロー
ソン加西満久店（西在田地区）國田たばこ店
（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（在田地区）大西商店、銀
ビルストアー加西店、吉田や（その他）セブンイレブン、ファ
ミリーマートの各店舗

詳しくは広報 2月号
をご覧ください。

★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。）

問合先：環境課ごみ対策係　☎42 8730

3/1（土）から下記取り扱い店で販売しています。

※これからも販売店を掲載していきます。

皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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　昨年末、光ファイバーによる通信サービスが開始されていない地域（北条地区・富田地区を除く全地域）の世帯を対象に、

現在のインターネット接続サービスの利用形態などについてのアンケートを実施いたしました。1000 世帯に配布し、333

世帯からご回答をいただき、統計上有意な調査となりました。ご協力ありがとうございました。

　集計結果の詳細については加西市WEB サイト等で公表するとともに、市民の皆様のご意見を参考にさせていただき、市

内全地域で早期にサービスが開始されるよう、通信事業者各社と調整を図るための基礎資料として利用させていただきます。

地上アナログテレビ放送終了のお知らせ

現行の地上アナログテレビ放送は、地上デジタ
ルテレビ放送への移行に伴い、平成 23 年 7 月
24 日までに終了します。

　地上デジタルテレビ放送を視聴するには、①デジタル放

送対応のテレビに買い換える②地上デジタルチューナーを

買い足す③地上デジタル放送対応済みのケーブルテレビに

加入し視聴するという方法があります。①と②については、

ＵＨＦアンテナの設置工事が必要となる場合があります。

なお、費用はすべて自己負担となります。

　また、集合住宅や受信障害対策で共同受信施設を利用さ

れている方は、戸別受信が可能な場合は、上記①または②

の方法によることができますが、引き続き共同受信施設を

利用する場合は、設備の改修等が必要となる場合がありま

すので、施設管理者や建物のオーナーにご相談ください。

詳しくは、総務省近畿総合通信局ホームページ（http://

www.ktab.go.jp/2011）を御覧ください。

問合先：総務省近畿総合通信局放送部放送課 
☎ 06-6942-0820（平日 8:30 ～ 12:15、13:00 ～ 17:15）

デジタルテレビジョン放送開始について

　2008 年 3月から、ＮＨＫ総合・教育、毎日放送、朝日放送、

関西テレビ放送、讀賣テレビ放送およびサンテレビジョン

が、福崎中継局から、加西市、福崎町や市川町の市街地を

中心とした地域などを放送エリアとした地上デジタルテレ

ビジョン放送を開始しました。

電波発射による影響について
　いまご覧のアナログテレビの画面が「ザラザラ」になる

などの症状が現れることがあります。このような症状に

なった場合は、「受信対策センター」（☎ 0120-268-522、9：

00 ～ 17：30（土日祝日除く））までご連絡ください。電

波の影響と判断された場合は、テレビ受信対策員が訪問さ

せていただきます。

※対策員を装った詐欺行為に御注意ください。対策員は「テ

レビ受信対策員証」、「テレビ受信対策員」の腕章を携帯・着

用しています。対策員が金銭を要求することはありません。

福崎中継局から地上デジタルテレビジョン放送開始！

◀地上デジタル放送対応
機器であるかどうかは、
このマークを目印に

インターネットの接続回線は 69％がＡＤＳＬを利用し、接

続スピードには 65％の世帯が不満を訴えられています。

※全集計結果については、加西市ＷＥＢサイトにて掲 　

載していますのでご覧ください。

　（ http://www.city.kasai.hyogo.jp )

「光ファイバーの利用を早期に望む。」、「学校、公民館、工

業団地等への延長を優先。個人の希望を拡大すると、コス

ト高になるのではないか。」など、たくさんのご意見をいた

だきました。

光ファイバー利用希望アンケートの結果 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

67%
18%

3%
12%

自宅からインターネットに接続している世帯は 82％ありま

した。

将来光ファイバー（FTTH）による高速インターネット
サービス（通信速度100Mbps 以上で常時接続のインター
ネット・ひかり電話等通信サービス）が開通した場合、
接続を希望しますか？

希望する

前向きに
検討する

希望しない
分からない



KASAI データバンク
人口／ 49,740（－ 45）　世帯数／ 16,951（＋ 11）
男／ 24,104（－ 9）　女／ 25,636（－ 36）　
2月の出生数　40 人　　死亡数　55 人

鶉野飛行場跡地周辺フィールドワーク
　鶉野町、東笠原町に広がる神戸大学大学院農学研究科の敷地
で、防空壕や対空機銃座、弾薬庫など今も残る戦争遺跡につい
て現地確認調査を実施。近代遺跡としての本格調査、観光利用、
子ども達への平和教育活用などに役立てる目的で、今後も、神
戸大学と共同調査を実施します。

自ら行動する消費者になろう！
　東播磨消費者団体協議会が「ひろば展」を開催。食生活の安
全や、環境と地球温暖化防止についての学習会や講演など、1年
間にわたる活動の成果を実践発表しました。

市民教養講座「千姫」
　歴史研究家　黒田美江子先生をお招き
し、歴史講座を開催しました。先生の豊
かな知識による素晴しいお話を聞いてい
ると「千姫さま」を身近に感じ、その時
代の場面、人物が浮かび、有意義な時間
を過ごすことができました。

たくさんの思いを込めて　～山本弘子さん遺作展
　図書館オープンミュージアムに並ぶお雛さま。この人形には山本弘子さん
（西横田）の最後の願いが込められています。山本さんは加西の文化・芸術な
どを表現する和紙人形を、何年にもわたって作ってこられました。しかし今
年の 2月、病床でこのお雛様の完成を夢見ながら、最期の時を迎えられました。
　この和紙人形は 3月 31日まで展示されます。ぜひご覧ください。

住民参加で手づくりの味噌を作ろう！
　富田まちづくり協議会の皆さんが、大豆も米麹も全て富田産のものを使
い、発酵機も自分たちの手で作ったものを使用するという、こだわりの味
噌を作りました。2008 年秋頃に富田地区の各戸に無料配布予定です。
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飛び出すな！車は急に止まれない！
　西在田小の 6年生 30人が、西在田地区交通安全協会
の皆さんの協力を受け、手づくりで「飛び出し Boy ＆
Girl」を製作。一つひとつ違う顔をもつ「飛び出し Boy
＆ Girl」。校区内に設置され、子ども達を見守ります。

子育ての不安や悩みに役立てて
　このたび、育児に役立つ情報を盛り込んだ小冊子「子育
てハンドブック」が出来上がりました。出産から助成制度、
手当、相談窓口など、かわいい家族のイラスト入りで紹介
しています。市役所の窓口や公民館などで配布中です。

ボランティアガイドが案内します
　3月 5日。「第一回ひょうご観光ボランティア発表会」に、
加西市歴史街道ボランティアガイドの森昭代さん（入賞）と、
北条小歴史ガイド隊からは 4名（理事長賞受賞）が出場。玉
丘史跡公園や五百羅漢などの観光名所を、ユーモアを交えた
名口調で日頃の案内を再現しました。

まちなみ景観を考えよう！
　北条まちづくり協議会主催により「まちづくりフォー
ラム in かさい」を開催。同協議会の活動報告や、尾瀬
耕司さん（神戸建築文化財研究所）による北条のまち
なみについての講演が行われました。

豊かな子育てを目指して
　3月 2日。北部子育て学習センターの自主グループ「mamaね
ひめ」（人形劇）が、アマチュア人形劇コンクールで、特別賞を受
賞しました。演題は「３びきのこぶた」。子ども達はこわ～い狼が
出てくると泣きそうになり、コミカルな子豚のかけ合いには笑い、
すっかりお話のとりこでした。

地球儀時計も雪化粧
　2月 24日、高橋明さん（西高室）
撮影。降り積もった雪の中に浮か
ぶ地球儀が幻想的です。

優しさに包まれて
　3月2日。「愛の詩」表彰式が開催され、出席した受賞者から、
感激の言葉が聞かれました。
愛の詩賞：「秋のイガ栗」ゆうすけ（東京都）
優 秀 賞：「車椅子」島田健太郎（神戸市）
　　　「母よ！」春尚哉（東京都）
　　　「いい人ばかりだった」仁平井まい（東京都）
根日女賞：「光を失ったまいちゃん」心の光（東京都）
国際ソロプチミスト加西賞：仲田朋子（加西市）

H20.2.29 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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プルマン市に行ってきます！

全国初！ 官民連携で温暖化ガス対策

▲加西市中高生親善訪問団（敬称略）

左から、吉村未来（北条高）、岡香里（市民引率者）、藤原みずほ（北条高）、小林葉月（賢明女子学院）、甘中健
登（泉中）、井上由莉香（加西中）、金川史帆（泉中）、八木智子（泉中）、玉置友耶（善防中）、中安勇気（善防中）、
国本善防公民館長（市職員引率者）

　米国プルマン市と加西市は、平成元年に友好

都市提携を締結し、相互に親善訪問団を派遣し、

両市の友好関係を深めてきました。訪問団員は、

若い親善大使として立派に活動できるよう、現

在英会話研修に熱心に取り組んでいます。

※この訪問団の旅費の一部には加西市人材育成

基金が活用されています。

　加西市と韓国の大手電機メーカー・サムスン電子の日本

法人「日本サムスン」が廃食用油のリサイクル事業で提携

しました。2月 7日、日本サムスン㈱の東京本社内で、中

川市長、方常源（ﾊﾞﾝ・ｻﾝｳｫﾝ）常務取締役らが出席し、「廃

食用油リサイクル事業の相互協力実施協定書」を締結。

　この事業に必要なＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）製造

装置導入などの費用を、同社からＣＳＲ（企業の社会的責

任）の一環として、ご支援いただくものです。

　同社は、加西市と事業を行うことにより、社会貢献とと

もに、同社の経済活動から発生する二酸化炭素を削減する

ことにつなげます。

　ＢＤＦ製造装置は、北条町駅に設置し、マルタ産業㈱が

一般家庭や事業所から排出される廃食用油を回収・精製・

販売します。4月から本格的にスタートし、公用車はじめ

近い将来、北条鉄道で利用する予定です。

　植物が原料の BDF は、二酸化炭素（CO2）排出がゼロ

カウントである上、黒鉛が軽油の 1/3 ～ 1/10、排気ガス

に硫黄酸化物（SOx）を含まない等の利点があります。

　調印後の記者会見で、中川市長は、「地球環境や温暖化

対策の上では大きな意義のあること。このような官民連携

が環境分野でさらに広がることを期待している。」と語り

ました。

▲協定を結び固く握手する、方常源常務（左）
と中川市長

プルマンの風景
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神輿と屋台
　　　～豪華に飾って神様にアピール～ 第六巻民俗より

▲屋台の差し上げ
（笠屋神明神社前）

　住吉神社の節句祭には、神
みこし

輿と屋台が登場します。神輿と屋台の形はよく似ています
が、その意味合いは大きく違っています。
　神輿は「神の輿」つまり神様が移動時に使う神聖な乗り物（神座）で、屋台のように
人が乗ることはありません。神輿が宮から出る時は「渡

とぎ ょ

御」、宮へ戻る時は「還
かんぎょ

御」と
呼びます。また、神輿の巡幸の先々で龍王舞が行われ場が清められるのも、神輿が特別
なものであることを示しています。
　屋台は、山

だ し

車や山
やまぼこ

鉾とも呼ばれるように、神様が降臨しやすい山や高い樹を模した飾
りから派生したと言われ、その後も趣向を凝らし飾られ、現在のような形になっていき
ます。元々神様に供える飾りなので神輿のように神様が乗ることはありません。その屋
台が競うようにきらびやかなのは、豪華に飾りたてた屋台を高く差し上げた姿を神様に
披露し歓待の気持ちを示して、より大きな福を得ることを望んだためではないでしょうか。

15
最終回

鉄道やバスを利用する日の名称募集

　兵庫県では「鉄道やバスを利用する日」の名称を募集し
ています。毎月最終の金曜日を「鉄道やバスを利用する日」
として、人や環境にやさしい鉄道やバスをもっと上手に利
用してもらうため、県民の皆さんへ呼びかけていくもので
す。利用する日：毎月最終金曜日（平成 20 年 10 月から）
応募資格：兵庫県在住者　　締切日：3/31（月）まで
応募方法：兵庫県ホームページから「鉄道やバス」で検索。
問合先：兵庫県交通政策課　078-362-3884

神姫バス北条営業所が移転します

　神姫バス北条営業所が 4/1（火）、玉丘史跡公園の東（玉
丘町 748）に移転します。それに伴い、バス運行ルートやダ
イヤが変更になります。

　＜主なバス停の変更＞
　　休止されるバス停：商工会議所前、銀行前
　　新設されるバス停：横尾（姫路線・社線）、
　　　　北条営業所（移転先）、玉丘史跡公園

　　バス停名等の変更：現在の北条営業所
　　　　⇒横尾（大和線・コミュニティバス）

＜主な路線別の変更＞
路線名 ルート ダイヤ

北条・姫路線
横尾経由で新北条営業所
まで延伸

若干の変更あり

社線 横尾経由アスティア止め 変更なし
宝殿・高砂線 新北条営業所まで延伸 若干の変更あり
高速バス アスティア止め 若干の変更あり
コミバス 変更なし 若干の変更あり
大和線 変更なし 若干の変更あり

問合先：神姫バス北条営業所　　☎42 0056

良い子のみんな、　　　　

消防車の名前をつけてね

　北条町駅に展示中の消防自動車の愛称を募集します。こ
の消防車は 1500 リットルの水を運ぶことができ、消火栓
や池・川がなくても、放水することができます。昨年末ま
で約 17 年間、活躍してきました。
　北条鉄道の新しいキャラクターとして、防火意識の向上
のためにも活躍してくれることを期待しています。
応募資格：保育園児・幼稚園児・小学生
応募期限：３/31（月）　　　発表：広報かさい５月号
応募方法：消防車に付ける名前と、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。
問合・応募先：〒 675-2395　加西市役所経営戦略室
　☎42 8700

ミニ鉄道まつり   in 北条町駅
日時：3/20( 木・祝 )　　11：00 ～ 15：00
場所：北条町駅　
内容：鉄道模型、鉄道写真展、制服を着ての写真撮影会、
ミニコンサート（公演時間：1部  11 時、2部  14 時 30
分）、外国屋台村 ( ベトナム料理フォーなど )
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加西市民劇団おおきな木　
　15周年記念公演

『ハローグッドバイ』
　作：高橋いさを　
日時：3/29（土）　18:30開演
場所：アスティアかさい３F 多目
的ホール　
運営協力金:500円
あらすじ：「ホテルの一室に、突
然ウエディングドレスの女が飛び
込んできて…」
問合先：劇団おおきな木☎422382

加西おやこ劇場第111回例会

『おとうさんはウルトラマン』
　劇団うりんこ
日時：3/26（水）　18：30開演
場所：市民会館小ホール
入会金：300円　
会費：月800円（4歳以上）※ただし
3ヶ月以上続けてください。
問合先：加西おやこ劇場☎℻  430830
（火・木・金10：00 ～ 15：00）

町親善ソフトボール大会開催
日時：4/29（火・祝）8：30 ～
　※雨天の場合　5/4（日）〕
場所：加西球場（開会式）他
参加資格：市内に居住する方。１
町１チームとし、監督を含めて
20名以内。学生不可（勤労学生可）
（18才～ 29才）１名、（30才～ 39
才）４名、（40才～ 49才）３名、（50
才～）１名
※年少者は年長組で出場できない。
※18才以上の女子は、全ての年
代層に出場できる。
参加費：１チーム　7,000円
申込方法：4/7（月）17：00 までに、
申込書に参加費を添えて下記まで。
申込・問合先：加西市体育協会事
務局（生涯学習課内）　 ☎428773

夫婦の健康体操教室
対象：ご夫婦(中高年) で健康づく
りへ取り組みたい方。
定員：8組16名
内容：体力チェック、柔軟体操、
有酸素運動、筋力トレーニング等
開催日：4/10（木）～ 5/29（木）
の毎週木曜日（8回コース）　
開催時間：10:00 ～ 11:30
申込期間：3/17（月）～ 3/31（月）
参加費：一人１回150円
申込・問合先：健康増進センター
　☎423621

ふるさと再発見ハイキング
　～国見の丘と桜街道～
　いこいの村周辺の桜を愛でなが
ら国見の丘、亀山古墳を訪ねます。
日時：4/12（土）　9：20集合
集合場所：玉丘史跡公園駐車場
コース：山伏峠、亀山古墳、ラン
ドマーク展望台、いこいの村（4～
5㎞のコースです。）
参加費：300円（保険料、諸経費）
※お茶等は各自持参。動きやすい
服装でご参加ください。少雨決行。
問合・申込先：加西市観光まちづ
くり協会（観光案内所）☎℻  428823

障害者が安心して暮らせる
まちづくり
　重度の障害を抱えた長男との７
年間の生活を振り返りながらその
中で学んだ幸せの意味や家族のあ
りかた、障害者と健常者が共に手
を取り合って生きる街づくりにつ
いて女優の石井めぐみさんにお話
いただきます。
日時：3/22（土）13：00 ～ 14：30
場所：健康福祉会館　大会議室
問合先：加西市ボランティア・市
民活動センター（社会福祉協議会
内）   ☎438133　℻  426658

子育て支援「ひよっこタイム」参加者募集

講座・イベント

市民会館からのお知らせ
20年度春季講座受講生募集中
（新規講座）
ベビーマッサージ教室
４/14（月）～ 3回 10：30 ～ 12:00
（定例講座）
・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 ダンスなど
市民会館「友の会」会員募集中
・個人会員1,500円/年・ファミ
リー、グループ会員5,000円/年
・法人会員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）
問合先：市民会館　☎430160
　（月曜休館）

平成 20年度

　「ひよっこタイム」は、保育所に入所するまでの幼児が、初めて経験す

る集団遊びの場。ここでは、いろいろな玩具を利用しての親子遊び、一

人遊びから友達遊び、また保育士による歌、手遊び、絵本の読み聞かせ

やパネルシアター等、お楽しみの時間もあり、遊びながら社会性を身に

つけていきます。子育てに関するちょっとした不安や悩みは、気軽に相

談員に相談しましょう。

場所：健康福祉会館第２棟２階児童療育室（ひまわりルーム）☎42 6704
対象：市内在住の１歳以上、保育所入所前の幼児とその保護者
利用方法：月水金の内１日（10：00 ～ 11：30）
　申込期間内に来室し、登録の上、週１回利用。
定員：親子各曜日 40 組（先着順）
申込期間：4/2（水）～ 4/4( 金 )
9：30 ～ 16：00（12 時～ 13 時除く）
◆子育て学習センターに参加予定の方

　はご遠慮ください。

◆電話での受付は出来ません。

親子で遊んで育児不安解消

対象：３，４歳児（就園前）
利用：金曜 13:30 ～ 15:00
※月・水・金の「ひよっこ」
と併せて利用できます。親子
遊びが基本です。

大きいひよっこ同時募集パンダさん、はばタンもやってくる

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

問合先
　地域交流センター　☎42 0106

クリックからはじめよう！！
日時：3/26（水）、3/27（木）
　　　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。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
3/19（水）午前 9 時より電話受付

ねひめふれあいステージ＋子育てひ
ろば事業
日時：3/25( 火 )　10：00 ～ 12：00
ボランティアスタッフだいちゃん最
後の卒業記念ステージ !!
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

〔FILM〕3/19（水）10：00～　「断崖」　
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔Ｃue!〕 3/21（金）　18：30～　
　「そして僕は恋をする」
1996年 フランス 
アルノー・デプレシャン　監督作

 ねひめ cue! FILM（多目的ホール）入場無料
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ファミサポふれあいコンサート『みんな元気　体操とうたあそび』

　子育てを応援してほしい方、応援したい方、子どもと一
緒に歌って笑って元気に遊びましょう！

日時：3/29（土）　午前 10：00 ～ 12：00
場所：市民会館３階　コミセン小ホール
講師：米田和正さん（元ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」
　の体操のおにいさん）と「みんな元気ジム」の皆さん

参加料等：無料　（運動のできる服装で、お越しください）
対象者：①子育てサポート（子どもを預かるサポート）を
　利用したい方や興味のある方。親子 50 組
②子育てサポート（子どもを預かるサポート）をしてみた
　い方や興味のある方　50 名
③その両方に興味のある方
参加申込期間：3/18（火）午前 9：00 から電話受付
～依頼会員・協力会員申込は随時受付中です！～

《ファミリーサポートの利用、クラブへの入会に関する問合せ》
　ファミリーサポートクラブ（アスティアかさい３階　男女共同参画センター内）
　　　　　　　　　　　　　　　　☎42 0111（火～金曜日　9：00 ～ 17：15（祝日を除く））　
　＊４月から開設日を変更します　⇒水、土曜日以外の毎日開設（年末年始および祝日を除く）

《イベント申込・問合》男女共同参画センター　☎42 0105（月曜・祝日を除く 9：00 ～ 17：15）



固定資産課税台帳の縦覧・
閲覧について
《縦覧》市で課税している土地・
家屋の評価額などを記載した縦覧
帳簿を見ることができます。
縦覧できる方：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については、
納税者本人の委任状が必要）
縦覧期間：4/1（火）～ 4/30（水）
まで（平日 8：30 ～ 17：10）
《閲覧》
閲覧できる方：固定資産税の納税
者本人、借地人・借家人（借地、
借家人については、賃貸契約書等
の権利の資格を証明できる書類が
必要）または代理人（納税者本人
と同居されていない方については、
納税者本人の委任状が必要）
閲覧期間：4/1（火）～平成 21/3/31
（火）まで（平日 8：30 ～ 17：10）
縦覧および閲覧場所：税務課資産
税係（市役所２階）
問合先：税務課資産税係☎42 8713

　固定資産税の評価額に不服があ
る場合は、固定資産評価審査委員
会に審査の申し出が出来ます。
対象者：固定資産税の納税者また
は代理人
期間：納税通知書を受取った日の
翌日から 60 日以内
申出方法：審査申出書を固定資産
評価審査委員会に提出
問合先：固定資産評価審査委員会
事務局（総務課内）☎42 8702

ボランティアグループ紹介
ビデオ貸し出します
　加西のボランティアグループの
紹介ビデオを作成しました。ただ
いま貸出し中です。
貸出ビデオ：①調理ボランティア
グループ②配達ボランティアグ
ループ③体験指導（車いす）ボラ
ンティアグループ④手引きボラン
ティアグループ⑤朗読ボランティ
ア「かしの実グループ」
申込・問合先：加西市ボランティ
ア・市民活動センター（社会福祉
協議会内）　☎438133   ℻  426658

加西市教育委員募集！
応募資格：下記①～③の要件をす
べて満たす方
①学校教育、生涯教育、スポーツ、
文化の振興、教育行政全般に情熱
と識見をもって取り組み、平日の
会議に出席できる。②日本国籍を
有する保護者。性別、年齢問わず。
③市内に居住している。
応募期間：3/17（月）～ 4/11（金）
　（消印有効）
応募方法：次の書類を角型２号封
筒に入れ、下記あてに郵送または
持参。（封筒の表面に「教育委員
候補者応募申込書」と朱書き）
①履歴書（市販のもの）②保護者
と証明できるもの（子供の保険証
の写し等）③課題論文「加西の教
育をこう変えたい」（2000字程度）
④第１次選考通知用封筒（申込者
の宛名を明記し 80円切手を貼付）
選考方法：１次…履歴書、課題論
文。２次…個別面接。
処遇・待遇：特別職の市職員（非
常勤）。報酬は年額601,200円(予定)。
任期：４年（H24年6月26日まで）
職務の概要：月１回の定例教育委
員会、不定期の臨時教育員会、学
校を訪問、文化・芸術・スポーツ
関係の行事に出席等。
問合・申込先：教育総務課
　☎428770

公民館長（臨時職員）募集！
応募資格：教育全般、生涯学習、
公民館の振興と改革に情熱と識見
をもって取り組んでいただける方。
募集人員：1名
応募期間：3/31（月）まで（必着）
応募方法：①～③を封筒（表面に「公
民館長応募」と朱書き）に入れ下記
まで持参または送付。
①履歴書（手書き、市販のもの）
②職務経歴書（A4。様式、枚数自由。
手書きは不可。職務経験のない場
合は、ボランティア歴等を記入）
③課題論文「私ならこんな公民館
にする」（2,000字程度、手書き不可）
選考：１次…書類審査、２次…面接
　いずれも４月上旬実施予定
採用年月：平成20年4月中（予定）
任期：1年（更新可）
報酬：年額　300万円（予定）
問合・応募先：生涯学習課☎428772

自動交付機の利用料金が　
　安くなります
　現在、住民票・印鑑証明を取得
される場合は 300 円の手数料が
必要ですが、4/1（火）から自動
交付機で取得された場合には手数
料が 250 円になります（世帯員
数が 6人以上の住民票謄本の場合
は手数料が変わります）。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。まだの場合は、ご本人が印
鑑および本人確認書類をお持ちの
うえ、手続きをお願いします。
問合先：市民課　☎42 8720

 市立幼稚園の入園料が　　 
　  ２人目から免除
　少子化対策の一環として、同一
世帯の 2 人目以降のお子さまが
市立幼稚園に入園される場合、入
園料（年額 8,000 円）が免除とな
ります。該当される方は既にお渡
ししている「幼稚園入園料減免申
請書」に記入のうえ、4/11（金）
までに各幼稚園に提出してくださ
い。なお、申請書をお持ちでない
方は、各幼稚園にあります。
問合先：幼児対策課　☎42 8774

戦没者等のご遺族の皆さまへ
　第8回特別弔慰金の請求時効が
迫っています。まだ手続きがお済
みでない方はお急ぎください。
対象：戦没者等の死亡当時のご遺
族で、平成17年4月1日において、
妻・子・孫・兄弟姉妹など、また
は生計関係を有する３親等内親族
のうち支給要件を満たす最優先順
位者の方。
請求期限：3/31（月）
※この期限までに請求をしないと
時効により権利が消滅します。
支給内容：額面40万円、10年償
還の記名国債
請求・問合先：
社会福祉課生活支援係  ☎427520

一乗寺本堂の一般公開始まる
　平成の大修理が行われていた国
重要文化財一乗寺本堂が完成し、
一般公開が始まります。
公開日時：4/1（火）8：30 ～
問合先：法華山一乗寺　
　☎482006
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募　集

　
  

4 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　☎42 8701
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くらし 「歯の健康づくり」　　　　
　　　　　新規事業開始！
平成20年度から、歯の健康づくり
に関する新規事業が始まります。
①２歳児教室
　２歳児とその保護者を対象にむ
し歯予防と食生活に関心をもって
もらうための教室です。
※対象者には個別で案内を送付。
②町ぐるみ健診歯周疾患検診
　従来の町ぐるみ歯科健診に加
え、新たに歯槽膿漏などの歯周疾
患に着目し、歯周ポケットを測定
する項目を実施します。１回300
円で、節目年齢者（40、50、60、
70歳）は無料です。
※広報と同時に配布している町ぐ
るみ健診申込書で申込みが必要です。
「体の健康はお口から」皆さんも、
歯の健康づくりを始めましょう。
問合先：国保健康課健康係 ☎428723

児童扶養手当のお知らせ
　平成20年4月より児童扶養手当
法の改正に伴い、受給年数が 5年
経過などの要件に該当する場合
は、手当が一部支給停止になりま
す。しかし、就業されている方、
求職活動をされている方などは、
書類の提出があれば、一部支給停
止の措置はありません。要件に
該当される方には、「手続きに関
するお知らせ」と「必要書類」を、
随時お送りしますので、書類の提
出をお願いします。
問合先：子育て支援課   ☎428726

麻しん風しん混合第3期第4
期の予防接種について
　平成 20 年 4 月から中学 1 年生
（第 3 期）と高校 3 年生（第 4 期）
に麻しん風しん混合の予防接種を
実施することになりました。
　麻しん・風しんはウイルスに
よって引き起こされる、急性の感
染症ですが、追加の予防接種を受
けることで、より強い予防効果を
得ることができます。3 期対象者
には学校を通じて、また、4 期対
象者は直接自宅に案内と予診票を
配布しますので、届き次第早目に
接種をしましょう。
接種方法：麻しん風しん混合ワク
チンを各期 1 回接種
対象年齢：・平成 20 年度に 13
歳に達する方（中学 1 年生）およ
び、18 歳に達する方（高校 3 年生）
※幼児期に、麻しん風しんのワク
チンを接種した場合でも、追加の
接種が必要です。
　予防接種を受ける時は、母子健
康手帳と体温計を医療機関に持っ
て行きましょう。
問合先：国保健康課健康係健康係
　☎42 8723

国民年金の保険料が改定されます！
　平成 20 年 4 月から月々の保険料が引き上げられ、月額
14,410 円となります。これは、年金を支える力と給付のバ
ランスを取るためです。

　※国民年金保険料の納付は、
　口座振替がだんぜん便利でお得です！
口座振替なら一度手続きするだけで預（貯）金口座から自
動的に保険料を納めることができますので、納め忘れの心
配がなく、納めに行く手間が省けてとても便利です。
　口座振替による毎月納付を当月末振替による早割にされ
ますと、月々 50 円お得になります。また、口座振替によ
る前納にお申し込みいただきますと、6ヶ月分（4～ 9月、
10～翌年3月）で980円、1年分（4月～翌年3月）では3,620
円とより一層お得になります。

※ 4月分から口座振替をご希望の場合は、申出書を社会保
険事務所へ 3月末日までに提出してください。

国民年金保険料（１年分）
・毎月納付の場合 ･･･172,920 円（14,410 円× 12 ヶ月）
・当月末振替による早割の場合 ･･･
　　　　　　　　　172,320 円（14,360 円× 12 ヶ月）
・６ヶ月分を口座振替で前納した場合 ･･･
　　　　170,960 円（1年あたり 1,960 円お得です！）
・1年分を口座振替で前納した場合 ･･･
　　　　169,300 円（1年あたり 3,620 円お得です！）
口座振替 ( 早割・前納 ) のお申し込み方法：
口座振替希望の金融機関の窓口または社会保険事務所へ、
所定の申出書を提出してください。
＊申出書は、金融機関・社会保険事務所・市役所国民年金
窓口にあります。
必要なもの：通帳、通帳届出印、国民年金保険料納付案内
書または年金手帳

問合先：加古川社会保険事務所　☎ 079-427-4511、市市民課　☎42 8722

JOB フェア in 播磨 開催
　JOB フェア in播磨（合同就職面接
会）を開催します。
日時：4/21（月）、4/23（水）
　13：00 ～ 16：00
場所：加古川プラザホテル２階
　「鹿児の間」
対象者：①平成21年3月新卒予定
者②平成20年3月学校卒業者

労働保険年度更新の時期です
事業主の皆さまへ
　労働保険料の申告・納付は 4/1（火）
～ 5/20（火）までとなっています。
期間内に手続きをお済ませください。
　兵庫労働局　労働保険適用室

緊急交通路予告標識を　　
　　　　設置します
　大規模な災害が発生した場合、
広域的な緊急輸送を円滑に行うた
め、緊急自動車やあらかじめ登録
された車両以外の通行を制限する
「緊急交通路」が指定されます。そ
の指定を円滑に行うため、緊急交
通路の予定路線として県内18 ルー
トを事前指定しています。
　県・県警・国交省では、平時か
らその路線をお知らせするため、
標識を県内41箇所に設置します。
詳しくは、県警ホームページ
http://www.police.pref.hyogo.jp/
seikatu/saigai/index.htm　をご覧
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）
■2歳児教室　 午後1時～午後1時15分、午後2時～午後2時15分  
　平成18年4月生まれの幼児　　　　　　　4月23日（水）
  《平成18年5月生まれの幼児　　     　　　　5月28日（水）》
　対象者には個別に通知します。
■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 　   午後1時～ 1時45分
　平成20年  2月生まれの乳児　　　　    4月21日（月）
  《平成20年  3月生まれの乳児　　　　    5月27日（火）》
■4か月児健診　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成19年11月生まれの乳児　　　　　 4月 1日（火）
  《平成19年12月生まれの乳児　　　　　 5月1日（木）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年10月生まれの幼児　　　　　  4月  8日（火）
  《平成18年11月生まれの幼児　　　　　  5月13日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成17年  2月生まれの幼児　　　　　   4月15日（火）
  《平成17年  3月生まれの幼児　　　　　   5月20日（火）
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　  4月17日（木）《5月22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　　4月24日（木）《5月29日（木）》
　　※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　　　7月3日（木）
■プレママ教室（予約制）　　　　午後1時～午後1時30分  
　妊娠5ヶ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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月8日（木）
　パート②（赤ちゃんとの生活・栄養・調理実習等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月5日（木）

■人権相談（人権問題）　4月1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
  4月10日（木）　午後1時30分～午後4時　
  4月24日（木）    午前9時～午前11時
 場所：健康福祉会館　 （☎430303）
■法律相談
　  3月27日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  4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
　4月 3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）
　3月26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）
　  4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   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）
   3月30日（日） 小野寺医院（王子町☎483737）
  4月  6日（日） 北条田仲病院（北条町☎424950）
  4月13日（日） 小 橋 医 院（北条町☎420412）
  4月20日（日） 安 積 医 院（西剣坂町☎460361）
  4月27日（日） 田尻内科循環器科医院（北条町☎437931）

｝

★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
　○十河義郎　 　　　　　100,000 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
◆供養預託
　○椋本惠久（東剣坂）　 　100,000 円
◆一般預託
　○牡丹 　　　　　　　　10,000 円
　○株式会社　本陣　　　 12,003 円
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サイサイまつり実行委員募集
　第31回加西サイサイまつりを
8/3（日）に行います。
　より多くの皆さんがこのまつり
に参加し、楽しんでいただけるよ
う企画運営を行っていただく実行
委員を募集します。
申込締切：4/10（木）
申込・問合先：加西サイサイまつ
り祭典委員会（商工観光課内）
☎428740　℻  431802　
E-mail:shoko@city.kasai.hyogo.jp

環境監視員( ｴｺﾚﾝｼﾞｬｰ )　　
　　　　　　　募集中
　市民参画による環境行政を展開
するため、環境監視員（エコレン
ジャー）を公募します。
応募資格：市内に 1年以上居住さ
れている方。環境問題に関心を持
ち、監視員の任務を遂行できる
方。（例：月1回以上の環境監視パ
トロールの実施）
期間：委嘱日より 2年間
報酬：なし
※環境監視員には、環境監視員証
および腕章を交付します。
応募方法：履歴書と環境に対する
意見を記載し、ご応募ください。
申込・問合先：環境課
　☎426620　℻  426269
E-mail  kankyo@city.kasai.hyogo.jp

花壇コンクール募集
　加西市花と緑の協会ではコン
クール参加者を募っています。こ
れは、花壇や玄関先、庭、壁面な
どに花を飾り花を主体に環境の美
化を推進するもので、市民ならど
なたでも参加できます。詳しくは
下記事務局まで。
部門：個人・団体・企業
申込締切：5/9（金）
問合先：加西市花と緑の協会事務
局（まちづくり課内）　☎428751

新婚さんご注目！～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。
年間先着50件、ただいま受付中！
支給額：月額最大12,000円（最長
36 ヶ月まで支給）
補助要件：すべての補助要件に該
当する新婚世帯が対象。
・市内の民間賃貸住宅に平成19年
4月1日以降に契約をして居住。
・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。
・所得制限あり。
その他、補助要件がありますので
詳しくはお問合せください。
申込・問合先：商工観光課☎428740
E-mail：shoko@city.kasai.hyogo.jp

平成20年度国税専門官募集
受験資格：①昭和54年4月2日～
昭和62年4月1日生まれの方
②昭和62年4月2日以降生まれの
方で、大学を卒業または平成21
年3月までに卒業見込み、あるい
は人事院が大学卒業と同等の資格
があると認める方。
受付期間：4/1（火）～ 4/14（月）
試験日：第１次試験　6/15（日）
募集人員：1,200名程度
問合先：大阪国税局人事第二課試
験係　☎06-6941-5331
　社税務署総務課☎0795420224
　国税庁ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
   http://www.nta.go.jp「採用案内」

「くらしと生活を守る会」　
　　会員大募集！
　加西市くらしと生活を守る会で
は、共に学び、活動する会員を募
集中。市内在住の女性で、食の安
全・安心等ご興味をお持ちの方な
ら、どなたでも入会できます。
主な活動：学習会・買物袋持参運
動・エコクッキング　など
申込・問合先：加西市くらしと生
活を守る会事務局（まちづくり課
内）　☎428751

死亡者 年齢 喪　主 町名

山本文榮 85 山本裕美 福吉
高井あさの 98 高井光雄 古坂
谷川すへの 91 谷川俊德 若井
西村なつ子 84 井上　智 繁昌
小松原二郎 81 小松原謙二 山下
菅野英和 75 菅野浩幸 桑原田
高橋千枝子 73 高橋浩二 中富
淺田房子 93 淺田昭代 繁昌
切貫信一 57 切貫理治 広原
田中よし子 84 田中義昭 豊倉
山田セツ 91 山田耕造 本町
菅野國男 87 菅野松郎 桑原田
民輪カネ子 79 民輪博且 田谷
小池しづ子 83 小池正樹 下万願寺
山口みつゑ 97 山口良之 本町
藤本利一 94 藤本宣博 若井
児玉善介 79 児玉雅彦 畑
松本勇治 82 名尾　渉 山下
寺西貞宗 60 寺西敬子 大工
福井幸雄 70 福井秀和 上道山
岩崎敏正 56 岩崎安雄 豊倉
村田武夫 78 村田正明 西長
小山順治 80 小山邦博 広原
山本弘子 58 山本武志 西横田
中右太禰宏 86 中右玲子 市村
竹内とし子 93 竹内義雄 下道山
小山菊治 86 小山将秀 広原
久保田はる子 93 久保田修平 東剣坂
古田としゑ 89 古田　隆 福居
増田ふさ子 95 増田やす子 繁昌
繁田みゑ子 90 繁田　悟 青野
三船　正 87 三船　壽 尾崎
内藤次一 81 河合芳一 野条
林田白百合 67 林田信行 下宮木
菅野美代子 81 菅野隆博 繁昌
岡本研三 80 岡本克彦 田谷
福田隆一 74 福田　功 油谷
浅田さわゑ 91 浅田耕作 朝妻
定行静子 83 定行　隆 鴨谷
岩本くにゑ 94 岩本　隆 河内
小池しづ代 78 小池昭和 下万願寺
深田義信 77 深田芳行 下宮木
荻野節子 84 荻野正三 栗田
大久保正良 80 大久保博章 段下
浅見量美 77 浅見幸生 坂本
定行勝則 65 定行孝典 殿原
中安まさゑ 94 中安秀雄 本町
堀井純子 63 堀井清種 網引
玉木正昭 61 玉木さち枝 南町
正中みさゑ 99 正中宏知 小谷
野田　薫 82 黒川直樹 古坂
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節句祭
り迫る

！

龍王舞にクローズアップ

桜舞う４月。北条住吉神社では「北条節句祭り」が
盛大に開催されます。神輿や豪華な屋台が街中を

練り歩き、境内は春先の寒さを吹き飛ばすような熱気に
包まれます。
　中でも、２日目に行われる「龍王舞」（兵庫県無形民
俗文化財に指定）は祭りの花形。鼻高面を被り、鉾を大
きく動かし舞う姿は観衆を惹きつけます。
　北条住吉神社の「龍王舞」は、東

ひがしごう

郷と西
にしごう

郷の 2つがあり、
東は栗田、西は小谷（舞

まいかた

方・笛
ふえかた

方）・谷（太
たいこかた

鼓方）・市村

（獅
ししがしらかた

子頭方）の３町が担当します。東は雄
おす

、舞に動が入っ
た激しい動作を繰り広げます。西は雌、優雅に動きます。
またお面も東西では少し違い、西は面の口が小さく視野
が狭くなり、長時間舞っていると平衡感覚がなくなり目
が舞ってしまうそうです。
　そんな祭りの華、龍王舞の今年の舞方４人に今の心境
を聞いてみました。皆さんも当日は、西と東を見比べ、
誰が踊っているのか想像しながら、いつもと違う見方を
して楽しんでみませんか？

▲東郷（栗田）の龍王

▼西郷（小谷）の龍王

「一番カッコ良く踊りたい」
去年は練習のときだけだったので、
今年は本番で踊れるのが、ワクワク
します。堂々とカッコ良く

踊って、４人の中で一番と
　　言われたい。

「楽しんで踊りたい」
龍王舞は祭りの花形。伝統もあ
るし、本番で失敗はできません。
　　　　去年は、踊るので精一杯
　　　　　でしたが、今年は楽しん
　　　　　　で踊りたいと思います。

　　　　　「誰が見てもいい！と言われたい」
　　　　　今年で２年目。矛を地面すれすれに動か
　　　　すなど、なかなか難しいで
　すが、大きな動きを心がけたい。
誰が見ても「いい龍王舞だ」と言
われるよう頑張りたい。

「龍王舞は責任重大」
踊るのは初めてで、緊張し
ます。去年、笛をやりな
がら動きは見ていますが難し
そうです。責任重大なので、失敗し
ないようにしっかり舞いたい。

植田　拓馬さん（20）（小谷）

圓井　雅博さん（18）（小谷）

竹内　準さん（18）（栗田）

前田　直貴さん（17）（栗田）

今年の

主役から一言

↓

↓

東西
◀


