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平成 20年度　施政方針

平成 20 年度も引き続き、「全
国に誇れる魅力ある加西市の

創造」を施政の大方針として、加
西の素晴しい地域資源と立地条件
を最大限に生かして、若者が夢を
持ち、高齢者は生き甲斐を持って、
元気で長生きできる地域づくりに
精励します。
　私は、魅力あるまちとは、若者
が定住でき、他都市の住民も住み
たくなるようなまちであると考え
ます。質の高い行政サービスを効
率的に提供することで、新規企業
立地も促進できます。同時に、内
外各地からヒト・モノ・カネ・情
報などが集まるようになれば、経
済活動や地域間交流も活発になり
ます。
　本年の市政の最重要テーマは、
一つは教育・子育て、もう一つは
環境・CO2 削減であると考えてい
ます。市財政は依然として厳しい
状況にはありますが、財政再建の
方向性や具体策については、改革
マニフェストにおいて体系的に纏
め、その実現に向けて取り組んで
おり、中には既に目標達成したも
のもあります。
　お陰様で、低落の一途であった
財政状態も、この２年余りの間に
反転傾向・上昇軌道が見えはじめ
ました。
　昨年からの大きな懸案事項とし

ては、まず加西病院の医師確保と
健全経営の問題、もう一つは職員
採用問題の決着とより良い選考方
法の確立がありますが、既にそれ
ぞれ第三者委員会を立ち上げ、外
部有識者のご議論をいただいてい
るところです。

１点目、教育・子育てに関して
ですが、将来を担う子供たち

が、元気ですくすくと育ち、立派
な人材となるよう教育・子育て分
野へ限られた財源を振り向けます。
企業誘致による雇用確保とともに、
質が高く特色ある公教育を実現す
ることで、市内への定住を促進し
たいと考えています。
　学校施設や給食センターの整備
問題については、経営改革委員会
や外部有識者などの意見も参考に、
児童生徒数の動向を見据え、学校
配置などの将来像を示したいと考
えています。
　市内には、小学校 11 校、中学 4
校、特別支援学校1校、計16校あり、
市立の幼稚園・保育園・給食セン
ターも加えると、いずれ建て替え
を要する教育・子育て施設は 38 施
設に及びます。今後、各施設の老
朽化と経年劣化が更に進めば、毎
年のように、市内のどこかで教育・
子育て施設の建設工事が続く事態
になりかねません。

　したがって、将来的な人口減少
や財政負担を念頭に置けば、老朽
施設は、地域の幼稚園・保育園と
小学校・中学校などの統合を進め
ながら、一体の施設として建て替
えていくことも検討しなければな
りません。
　向う 4年間は、市財政が大変厳
しい状況ではありますが、教育関
連施設の整備にはＰＦＩほかの手
法も活用するなどして、前倒しで
取り組み、できるだけ早期に整備
されるよう最善の努力をする所存
です。
　その際、単なる入札方式ではな
く、プロポーザル方式を導入する
ことで、デザイン性に優れ、内容
充実かつ質の高い公共施設として
整備したいと考えています。

２点目の環境問題については、
ごみの削減、分別の強化、再

資源化の促進、不法投棄対策など
に取り組むとともに、省エネ効率
が高く、地球温暖化対策上も有効
な、次世代のごみ焼却技術や下水
汚泥の資源化方法などについても、
近い将来の機能更新も視野に入れ
つつ、具体的な調査・検討に着手
します。また、環境をテーマとし
て、環境教育や環境農業、そして
環境と景観のまちづくりにも注力し
ます。

国際的な政治・経済・社会構造
の変化の中で、近年、行政課

題は益々高度化・複雑化していま
す。ハード主体の従来型公共事業
では、まちの活性化は期待できな
くなっています。
　むしろ、財政の厳しい加西市は、
お金のかからないソフト事業を通
して、全国自治体の先行事例・モ
デル事例となるような、新機軸の
施策を展開していきたいと考えて
います。
　生涯学習や公民館活動は、市民
の新たなライフスタイルや文化の
創造活動であるとともに、まちづ
くりの原動力となるべきものです。
他地域・他産業・異文化・外国人
など、私たち加西市民が外の世界
と交流し、コラボレーションする
ことで、加西の新たな文化やニュー
ビジネスを生み出し、さらに情報
発信することができます。
　よそ者や新技術などを受け入れ
やすいまちとすること、換言すれ
ば、加西市を開かれたまちとする
ことが、加西発展のためにはとて
も大事なことと考えます。
　行政サービスの質の良し悪しは、
それに携わる人材に左右されます。
市役所改革と市民サービス向上の
ために、市役所にいない職能をもっ
た人材を必要とする場合は、３年
ないしは５年という期間を定めて
任期付職員を任用することで、柔
軟に人材を確保できるようにします。
　一方、新しいことにチャレンジ
し、クリエイティブに行動できる
人材、新しい時代の行政ニーズに

対応でき、将来の加西市を切り開
ける優秀な人材を育成するため、
国・県などとの人事交流を更に進
めるとともに、国内大学院への留
学制度や自主研修助成制度を創設
するほか、民間企業等での研修も
スタートさせたいと考えています。
　全国各地の自治体の中で、活力
のあるまちに共通するのは、市民
参画が定着し、市民が行政に依存
せず、市民が行政を先取りしてま
ちづくり活動をしているという点
です。これからは、市民参画・男
女共同参画とともに、官民・公民
の連携が大切です。
　そのため、大学などが保有する
知的財産をまちづくりの資源とし
て取り込むことで、豊かな地域社
会を創造する「産学官の連携・協
働によるまちづくり」を積極的に
推進する所存です。

人員面や予算上の制約から、今
までの事務・事業をこれまで

通りのやり方で行う自治体経営は、
加西市においても、既に立ち行か
なくなっています。効率的な行政
運営のためには、優先度・緊急度
も考えながら事務事業の「選択と
集中」を進めることが不可欠です。
　都市計画の面では、高齢化社会
に対応した高齢者に優しいまちづ
くり、そして人口減少社会に備え
てコンパクトシティを政策誘導す
ることも大切であると認識してい
ます。産業政策の面では、これか
らの産業構造の変化を想定した企
業立地施策が必要です。

　また、加西の素晴らしさを再発
見し、それに地域の伝統文化・食材・
味覚・芸術などを付加することで、
観光振興をしたいと考えています。
加西そば大学の創設もその一環で
す。
　質の高い行政サービスを低コス
トでタイムリーに提供するべく、
改革マニフェストに沿って、引き
続き事務事業の見直しや業務の効
率化を図ります。新たに生じた改
革課題に対しては、改革マニフェ
スト項目に追加して取り組みます。
　そして、「子供にツケを回さない」
を合言葉として、分かりやすく正
しい公会計を実現することを通し
て、県下はもとより全国の自治体
に先駆けて、市民・納税者のため
の行財政改革を鋭意推進していく
所存です。

今加西市役所に求められている
のは、新しい時代に合わせた

行財政運営の仕組みづくりと職員
の意識改革であると認識します。
　納税者の苦労に思いを致せば、
税金の無駄使いは断じて許されま
せんし、負担の公平を考えれば、
滞納者に毅然とした処分をするこ
とは当然のことです。
　今後も、市役所の意思決定を早
め、業務効率を高めて、市民の皆
様のニーズに即応しながら、加西
市再生に邁進いたします。

詳しくは加西市役所ホームページをご覧ください。
http://www.city.kasai.hyogo.jp/

　平成 20年 3月市議会定例会の開会にあたり、中川市長は、
施政の所信を次のように述べました。（主文のみ）

全国に誇れる魅力ある加西市の創造
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平成 20年度の主なソフト事業

●ファミリーサポートクラブの充実　
　子育て世代を地域で支えるシステムを充実させます。ま
た市民団体等との交流を積極的に図り、地域の子育て力向
上を目指します。　　

●新婚世帯向け家賃補助事業
　市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に対して家賃補

助を実施することにより、若年層の市内定住促進と市の活

性化を図ります。

●特別支援教育の充実
　スクールアシスタントを全小中学校に配置し、学びのサ
ポーターとの連携を図りながら、各校における特別支援教
育を充実させます。
●加西そば大学の開設
　観光、産業、教育等の分野に「そば」を位置づけ、「そば」
を中核にしたまちおこしを行い、コミュニティの輪を広げ
ます。

●病院改革プランの策定・検証
　総務省の公立病院改革ガイドラインに基づき、役割、数
値目標等を明記した病院改革プランを策定し、その実施状
況の点検・評価・公表を行います。
●高齢者健康教室 “生き活き元気塾 ”　　
　75 歳以上を対象に健康体操等を主体とした教室を開催
し、高齢者自身が生き活きと主体的に介護予防に取り組め
るよう支援します。
●高齢者ふれあい交流・生きがいづくり講座の開設
　高齢者学級「かしの木学園」の学級生同士の交流を図る
とともに、一人暮らし高齢者の生きがいづくりを支援する
ため、野菜づくりの出前講座を実施します。

●鶉野飛行場関係歴史文化遺産基礎調査　　　　　　　　
　「鶉野飛行場跡地の有効利用」を考えるにあたって、歴
史文化遺産の活用の側面から基礎調査を行います。
●地域づくりスタッフ育成講座・人権セミナーの開催
　参加体験型の学びスタイルにより地域スタッフを育成し
ます。また人権セミナーでは共に生きる社会の実現を目指
し、人権文化の向上に努めます。

●空き家を生かした田舎ぐらし応援事業　　　　　　　　
　地方で生活することを希望する都市生活者や定年退職者
の基盤を整備し、地域活性化と新たな価値観を創造する取
組を行います。　
●まちなか商業再活性化事業
　大型店の進出を予定する中、まちなかの既存商店街のに
ぎわいが低下してきているため、商業施策などを展開し、
まちなか商業の再活性化を図ります。
●地域交流センター月曜オープン
　アスティアかさいと中心市街地の活性化、市民活動団体
の支援と市民サービスの向上を図るため、月曜日も開館し
ます。
●特産品の開発
　商工会議所、JA 兵庫みらいとの加西ブランド協議会な
どを通して、加西ブランドの開発に努めます。

●市民環境大学の開催　　　　　　　　　　　　　　　　
　大切な環境を守っていくためには、生活のあらゆる場面
で環境への配慮を忘れないことが大切です。そのきっかけ
づくりとして、市民環境大学を開催します。
●新エネルギービジョン策定事業
　地球環境問題に対処するため、加西における新エネル
ギーの活用プログラムを作成します。
●ゼロエミッション大会開催
　ごみ減量を目的に、市民意識の高揚を図るため、環境省
など最新の国の施策について学習します。
●炭化事業
　竹林を管理し里山を保全するため、炭化装置を導入し、
竹炭や木酢液の有効利用を図ります。

●加西市公共交通活性化協議会　　
　高齢者などの交通弱者が、車がなくても日常生活を送る
ことのできる公共交通網の整備に向けて「加西市公共交通

総合連携計画」を策定します。

●教育施設の耐震補強事業
　加西中学校校舎の耐震補強設計等を行います。
●緊急消防援助隊設備整備事業
　救急車の更新整備を行います。

①次世代向け施策の充実と子育て支援の推進

②特色ある学校教育と青少年の健全育成

③市民が健康で長生きできる生涯現役都市

④新しい文化の創造とふるさと情報の発信

⑤活力ある地域経済と定住の促進

⑥環境と景観のまちづくり

⑦安全・快適な市民生活のための都市基盤整備

平成 20年度予算の概要

　今年度の予算は、原油高等により企業収益の先行き
に不透明感が広がる中、市税収入の伸びを期待できな
い状況であり、引き続き緊縮型の予算となっています。
　また、平成２０年度は財政再建推進計画の後期５ヵ
年計画のスタートの年であり、限られた財源を効率的
に効果的に活用するために事業の選択と集中を図り、
教育・子育てと環境に重点を置いた施策を盛り込むと
ともに、ソフト事業を充実させ市民満足度の向上を目
指しています。

●自主財源：市税・使用料及び手数料・繰入金等　
市独自の財源をいい、歳入に占める割合が高いほど財政　
が豊かといえます。平成 20 年度は 106 億 8,658 万 8 千円
であり、前年度比 3.2％の増となっています。

目的別（主なもの）
　●民生費：高齢者・障害者・児童の福祉に使われる経費。
　●公債費：借金の返済や利子の支払いにあてる経費。
　●衛生費：健康増進のための保健衛生事業、ごみ処理な
　　どの環境衛生事業の経費。
　●総務費：戸籍、徴税、選挙、広報、防犯などの経費。
　●教育費：学校教育、公民館、図書館などの経費。
　●土木費：道路や市営住宅の維持管理などの経費。
　●農林水産業費：農業振興及び山林の管理などの経費。
　●諸支出金：公社貸付金や基金への積立にあてる経費。
　●商工費：商工業の振興などの経費。
　●消防費：消防にかかる経費。
　●その他（予備費含む）：議会、労働にかかる経費。

平成 20年度予算総額：412 億 5,686 万円
　　　　　　　　　　（前年度比　6.3％減）

一般会計　184 億 4,000 万円
　（前年度比　0.9％減）

歳出

歳入

ふるさと納税の準備状況

　「ふるさと納税」は、自治体への寄付相当額を、住民税
などから税額控除できる制度です。
　平成 21 年度分の住民税（平成 20 年分所得）からの適
用を目指して、審議されていますので、詳細が決まり次第、
広報かさい・市役所ホームページなどでお知らせします。
　加西市では一定額以上をご寄付いただいた方には加西の
特産品をお送りすることなどを検討しており、ふるさと納
税を通して、加西のサポーターを増やしていきたい、と考
えています。

「ふるさと加西応援ＷＥＢサイト」
詳しくは、http://city.kasai.hyogo.jp/furu をご覧ください。

区分 予算額 対前年度比
一般会計 18,440,000 △ 0.9

特別会計

有線放送電話 41,882 △ 1.4
国民健康保険 4,526,791 △ 4.2
介護保険 3,397,764 8.7

後期高齢者医療 439,881 皆増
老人保健医療 455,596 △ 90.5
公園墓地整備事業 17,000 13.3

小計 8,878,914 △ 30.2

企業会計

農業共済事業 138,312 △ 10.7
水道事業 1,580,216 △ 7.8
下水道事業 5,350,575 23.9
病院事業 6,868,841 5.3
小計 13,937,944 9.7

合計 41,256,858 △ 6.3

（単位：千円）

　ぜひ、ふるさと納税（加西市への寄付）によって加西市
が独自財源を増やせるよう寄付をお願いします。
　加西市の「ふるさと納税」では、CO２の削減、新時代
の公教育、食と農の再生、里山再生と田舎暮らし、水辺再
生、近代交通遺産「北条鉄道」、景観のまちづくりなどの
各種寄付メニューの中からお選びいただけます。
　平成 20 年度に寄付していただくと、平成 21 年度分の
住民税から税額控除できる見込みです。

●依存財源：地方交付税・地方譲与税・国庫支出金・県支
出金・市債等　
　国や県から交付を受けたり、市債として市が借入れるお
金です。平成 20 年度は 77 億 5,341 万 2 千円であり、前
年度比 6.1％の減となっています。

歳出内訳グラフ
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市役所の人事異動平成 20年度市役所が変わります！
ふるさと営業

課・こども未
来課新設

●こども未来課（1階）
　幼児教育・保育一元化の先進都市・加西市が、これを一
層進め、０から５歳児の育ちをトータルに支えるため、『こ
ども未来課』を置きました。保育所、幼稚園、幼児園、児
童福祉関係の業務を一体的に進めます。
●ふるさと営業課（4階）
　優れた歴史文化や豊かな自然環境など、加西の素晴しい
地域資源を生かして、観光宣伝、食材の売り込み、特産品
の開発などに取り組み、全国に誇れる魅力あるまち “加西 ”
を発信していきます。

●市民交流課（6階）
　生涯学習課が「市民交流課」に変わりました。市民主体
の心豊かな地域づくりを推進するため、単なる個人の学習
機会にとどまることなく、市民が集い、学び、ボランティア、
NPO、文化・文芸、スポーツを通じて交流できる、そのセ
ンターとして衣替えします。
●資源リサイクル課（クリーンセンター内）
　旧環境課を、資源リサイクル課と環境創造課、バイオマ
ス（担当）に改組しました。資源リサイクル課は、クリー
ンセンター内に異動し、ごみ対策と施設の充実を担当しま
す。有料指定ごみ袋制の導入により、ごみの減量、並びに
不法投棄、野焼き、ごみの分別等も担当します。

新しい課名と主な仕事内容

《部長級》 
経営戦略室長兼少子化対策担当　玉置博充
総務部長　河原史明 
市民福祉部長　田中千雄
市参事兼市民福祉部福祉事務所長兼社
会福祉課長　筧瀬津男
地域振興部長　柏原邦章
都市開発部長　平井住夫
生活環境部長　前田秀典

《次長級》  
生活環境部次長（環境担当）植田通孝
教育次長兼主任指導主事　小林幸彦

《課長級》
経営戦略室秘書課長　前田政則
総務部市民参画課長兼市民相談係長　
　　　　　　　　　　　　西村芳美
市民福祉部市民課長　岡田盛英
市民福祉部国保健康課長　西村和平
市民福祉部長寿介護課長兼地域包括支
援センター所長　森川尚登

市民福祉部人権推進課長兼企画調整係長
　　　　　　　　　　　原田正利
地域振興部地域産業課長兼管理係長　
　　　　　　　　　　　山本重幸
地域振興部ふるさと営業課長　西脇親
地域振興部農政課長兼農業委員会事務
局長　小篠正彦
都市開発部施設管理課長　木下義視
都市開発部土木課長　東一正典
都市開発部都市計画課長　大古瀬隆
生活環境部業務管理課長　植田俊弘
生活環境部上下水道課長　伊藤清明
生活環境部環境創造課長兼環境管理係
長兼斎場長　鈴木康良
生活環境部環境創造課ﾊﾞｲｵﾏｽ担当課長
　長浜秀郎
生活環境部資源リサイクル課長兼ク
リーンセンター所長　谷口義博
生活環境部衛生ｾﾝﾀｰ所長　井上雅仁
会計管理者兼会計室長兼検査官
　　　　　　　　　　　　能瀬裕光

消防本部予防課長　藤原光浩
教育委員会教育総務課長兼学校給食セ
ンター所長　深田秀一
教育委員会こども未来課長　本多耕太郎
教育委員会市民交流課長兼図書館長兼
芸術文化係長　能瀬長人
教育委員会青少年センター所長兼指導
主事　長田卓也
議会事務局長兼庶務係長　山本康博
選挙・監査・公平委員会事務局長兼　
選挙係長　吉田清孝
市立加西病院病院経営推進室長　高橋晴彦

《主幹級》  
財務部財政課主幹兼管財係長　井上利八
地域振興部農政課主幹（農政担当）　
　　　　　　　　　　　大谷賢一
生活環境部資源ﾘｻｲｸﾙ課主幹兼ごみ対策
係長　玉置清和
消防署警防課主幹　山西修
消防署警防課主幹　為広高志
教育委員会北条西保育所長　織田智恵子
教育委員会北条幼稚園長　和田陽子

主幹級以上の異動者を紹介します。

幹部職員の公約
　「全国に誇れる魅力あるまちづくり」を
目指し、平成 18 年度に市が直面する課題
を 70 項目に取りまとめた改革マニフェスト
は、実施期間を 3年間と定め、取り組んで
います。本年度が取組みの最終年度となっ
ており、市民満足度の 30 項目と財政再建
の 21 項目は、目標達成に努めます。加西
のかたちの 19項目中、短期での達成が難し

い項目については、将来のあるべき方向性を示します。
　また、脆弱な公共交通網の再編については、本年度に公
共交通総合計画と交通網の再編を策定し、21 年度から実施
します。

　市財政は依然として厳しい状況にはあり
ますが、財政再建の方向性や再建の具体策
につきましては、財政再建推進計画（平成
15 年 10 月）策定や改革マニフェスト（平
成 18 年策定）において体系的に纏めその実
現に向けて取り組んでおり、後期計画（平
成 20 年度～平成 24 年度）では、前期から
の継続項目を合わせますと 64 件、5年間合

計で 29 億円の効果額を見込んでいます。
　市民の皆様にも応分の負担やご協力をお願いし、事務事
業の優先度・緊急度も考えながら ｢選択と集中｣ を進め、
引き続き事務事業の見直しや業務の効率化を図ってまいり
ます。

　財政再建推進計画に基づき、人員削減を
図る中で、市民サービスの低下を招くこと
のないよう全職員一丸となってがんばって
まいります。
　アスティアかさい内にある地域交流セン
ターは、年末年始を除いて年中無休とし、中
心市街地の活性化、市民活動団体の支援と市
民サービスの向上を図ります。

　男女共同参画社会の実現に向け気運を広く醸成するため、
国との共催で男女共同参画宣言都市奨励事業を実施します。
　公正な職員採用のあり方を構築するため、昨年度より第
三者による職員採用あり方委員会を組織して検討しており
ますが、本年度はその答申を取りまとめ、より公正で透明
性の高い職員採用試験になるよう反映させてまいります。

フロアー構成

業務管理課

上下水道課
環境創造課

附　属　棟

本　庁　舎

情報政策課、市民交流課、学校教育課、市史・文化財室、教育総務課

施設管理課、土木課、都市計画課

人権推進課、農業委員会、選挙・監査・公平委員会、ふるさと営業課、農政課、地域産業課

総務課、市民参画課、経営戦略室、秘書課

長寿介護課、地域包括支援センター、上下水道お客様センター、財政課、税務課、収納課

市民課、国保健康課（国保医療係、健康係）、会計室、こども未来課、社会福祉課

6F

5F

4F

3F

2F

1F

（緑字は新設、または業務内
容に変更があった部署です。）

資源リサイクル課

クリーンセンター

平成 20年度機構改革・人事異動にあたって
　質の高い市民サービスを効率的に提供できる市役所に変
えるべく、大幅な機構改革を実施するとともに、団塊世代
などの大量退職（定年 4名、勧奨 21 名、自己都合等 6名）
を受けて、4月 1日付けで人事異動を行いました。
　本年度の加西市政の二大テーマである環境・CO２削減、
教育・子育て施策の実現のための布陣を敷くとともに、改
革マニフェストの実現のために、ソフト部門・企画部門を
充実しました。
　そして、未来志向で取り組もうという思いから「こども
未来課」、環境は創造するものという考えから「環境創造
課」、ごみ分別と再資源化を進めるために「資源リサイクル
課」を設けました。さらに、加西の食材や地域資源を生か
すために「ふるさと営業課」を新設しました。
　また、「経営戦略室」と「ふるさと営業課」では、個々の
係をおかない事で、縦割り行政の垣根を越えたマルチ職員、
機動的に動けるフリーランス職員を養成していきます。
　これからの自治体経営は、今までの行政経験だけでは通

用しません。積極的に学び、新しいアクションを起こせる
人材を育てることが大事です。そのため、従来の年功序列
ではなく、能力本位で若手を登用しました。管理職に加え、
一般職員に対しても成果主義人事を適用していきます。
　従前の職場でそれなりに実績を上げていた職員について
も、これまでの経験と蓄積の上に新たなステージで、より
広い視野に立って市民本位で活躍してもらうため、積極的
な配置転換を行いました。
　現在、市役所や病院や保育園などに 1,080 人の職員（臨
時職員等含む）が働いており、平成 14 年、86 名の管理職
で組織を束ねていましたが、今年は、60 名の管理職で市役
所全体を運営していきます。
　市役所職員の意識改革を進め、納税者の立場、市民の目
線でものごとを考え、行動できる人材として教育していき
ますので、市民の皆様のご理解ご協力を心からお願い申し
上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

経営戦略室長

玉置　博充

総務部長

河原　史明
財務部長

圓井　昭英

　教育は今、大きく変化しています。学習
指導要領改訂の方向等を見据え、流れの行
方を見誤ることなく、加西の教育発展のた
めに取り組んでいきます。
　まず、学校教育においては、基礎・基本
の確実な定着を図り、「生きる力」を育成し
ます。社会教育の面では、公民館活動、図
書館運営等のいっそうの工夫・充実を図り

ます。また、幼児教育の面では、九会幼児園、ミニ幼児園
など、平成 21 年度を目途に幼児園構想のいっそうの具現化
を図ります。

教育次長

小林　幸彦

（敬称略）



 

　少子高齢・人口減少社会を迎え、市民の
健康づくり、高齢者の生きがいづくり、障
害者の自立と社会参加、地域の福祉力の向
上など重要な課題が山積しています。
このため、平成20年度、市民福祉部では、「市
民が健康で長生きできる生涯現役都市」を
目指し、生活習慣病予防に重点を置いた保
健事業、介護保険事業計画や障害者福祉基

本計画等の策定などの諸事業に一歩一歩着実に取り組んで
まいります。

8 9

中心市街地周辺道路の愛称決定！ 多数のご応募（750 作品）
　ありがとうございました！

担当：都市計画課　☎42 8753　℻  42 1998
　E-mail：toshi@city.kasai.hyogo.jp
※詳細は加西市ホームページをご覧ください。

旧市街地と中心市街地を結ぶ、市道「北条栗田線」
　最優秀賞　　北条華街道　　小寺　愛（北条町）
三木市～加西市～宍粟市を結ぶ、主要地方道「三木宍粟線」
　最優秀賞　　サルビアロード　
　　　山本有理子（北条町）、平田　宙（北条町）、
　　　古角岳大（北条町）、藤田さやか（北条町）、
　　　池永一広（高槻市）、北川友一（青野原）　　　　　　（敬称略）

幹部職員の公約 （つづき）
幹部職員の公約 （つづき）

　平成19年10月31日に三洋電機㈱北条工場跡地において

北条南地区地区計画が決定されました。当地区計画では、

緑と憩いの空間として約1,000㎡の公園を計画していま

す。市では市民や加西市を訪れる皆さまに親しまれる公

園とするため、ご意見・ご提案を募集することとしました。

公園の整備イメージ図案を市WEB サイトや下記の場所で

ご覧になった上で、公園づくりに関するご意見・ご提案

をお寄せください。

　なお、公園整備イメージ図案は、都市計画課・地域交

流センター・加西市立図書館・丸山総合公園管理棟で閲

覧でき、市WEB サイトにも掲載しています。

（意見の募集規定）　
提出期限：5/14（水）　※必着
①公園づくりに対するご意見・ご提案
（様式自由。市ホームページや閲覧場所に備付け用紙有り）
②住所・氏名・電話番号を明記し、下記まで郵便・Fax
または E-Mail でご提出下さい。

公園づくりについての意見募集！

提出・問合先：都市計画課　☎42 8753　℻  42 1998　　E-mail：toshi@city.kasai.hyogo.jp
　（土日祝祭日を除く 8：30 から 17：15 まで）

　消防職員は厳正な規律の保持と迅速・的
確な秩序ある行動が要求される事から、常
時、和衷共同の精神で消防業務にあたりま
す。また、職員の育成についても、研修会
や消防学校入校など最新の知識、技術の導
入を図るべく、教育派遣を活発に行い、さ
らに安全管理・指揮命令系統の確立も徹底
し、近年の複雑多様化してきた各種災害に

対応できる消防人の育成を図り、地域住民に信頼・期待さ
れる消防行政を目指し今後も努力してまいります。

　市議会と市行政とは、お互い立法府と行
政府という立場の違いはありますが、その
目的とするところは、住民自治という市民
の皆様が中心として運営されていく自治体
の実現であります。
　そこで、今、市民ニーズに応えるため、
議員自ら取り組まれている議会だよりの充
実などにより、住民の議会に対する関心と

理解を深め、開かれた議会を目指しています。議会事務局
としては、その議員活動がスムーズに運営できるよう努め
てまいりたいと考えております。

　加西病院は、地域の中核病院であり、急
性期医療を行っているが、①市民に開かれ
た病院、信頼され、サービスの良い病院の
実現②市内の診療所や他の病院との連携を
実施し、不足の医療提供の補完を図るため
広域連携の構築③病院経営の健全化に努め
たい。特に③では、公立病院改革ガイドラ
イン、あり方検討委員会の答申書を踏まえ

て、病院経営の中期計画の策定と、その計画の公表、実施
状況の点検・評価を行うこととする。

公園の計画場所

アスティア
かさい

千歳橋

本町交差点

病院事務局長

古角　隆夫

議会事務局長

山本　康博

消防長

竹内　正己

市民福祉部長

田中　千雄

　障害者の自立と社会参加を基本としつ
つ、法に規定されている障害者福祉基本計
画及び障害福祉計画を策定し、よりよい地
域生活の実現に向けて相談支援事業の実施
等により障害者の自己決定を尊重し、その
ニーズをつかみ、居宅介護などの訪問系
サービスや日中活動の場、居住の場を確保
することに努める。また、市役所庁舎１階

の障害者用トイレをオストメイト対応に整備するほか、障
害者の生活を地域で支えるため引き続き障害者に対する理
解が深められるよう働きかけたい。

　地域振興部は、商工業、農業、観光のそ
れぞれの分野で市の活性化に取り組みま
す。商工業では、イオンの進出に関連した
市街地活性化に向け、「加西市商業活性化
基本計画」見直しに基づく具体策を実行し
てまいります。産業団地への企業誘致につ
いては、兵庫県土地開発公社等と連携を密
にし、早期満杯化を目指します。農業では、

集落営農・認定農業者の拡大、放棄田対策、担い手対策、
観光面では、観光資源の発掘、地域産品の開発研究に取り
組みます。

　廃棄物処理対策、環境保全対策及びバイ
オ関連事業など、快適な環境づくりに取り
組みます。特に地球環境問題に対しては、
「新エネルギービジョン」を作成します。
また、上下水道については、安全な水を安
定的に供給すると共に生活の快適さ、公共
用水域の水質保全を目的に整備や維持管理
に努め、逼迫している下水道会計を改善す

るため、人件費の削減や、水洗化の促進に努め、経営の健
全化に取り組んでいきます。具体的には、現在の対整備水
洗化率 75％を目標値 78％と設定し、普及促進を図ります。

　各委員会はそれぞれ独立した行政機関で
あり、選挙管理委員会は、法律・政令に定
めるところの選挙に関する事務管理をして
おり選挙事務、投開票を公平かつ適正に行
い、開票事務では正確性を確保し、迅速化
を図り、速やかな選挙結果の公表を行う。
そして、次回選挙は開票開始時間を従来よ
り 10 分早い午後 9時から始め、時間短縮を

図り、経費及び職員の負担軽減を行いたい。
　監査・公平委員会としては、それぞれの事務に対して公
平普遍の態度を保持し、適正に事務処理を行いたい。

　新たに会計管理者となった能瀬です。会
計管理者はかつての収入役が行なっていた
業務を行ないます。財政の健全化に向けて
全市一丸となって取り組む折り、公金の収
入や支出が適正に行なわれることは非常に
重要なことであります。各部署が起こした
伝票が適切なものであるか、誤りがないか
十分な審査に努め、市民の皆様からお預か

りした大切な税金や手数料・使用料などが無駄のない的確
な支出となるよう努めます。

　次の事業を今年度から進めたいと思います。
①老朽化する道路・橋梁等の着実な維持管
理と修繕・更新計画のための基本的な考え
方の検討。市営住宅、新規居住者住宅等マ
スタープラン見直しのための基本方針の作成。
②地域の合意形成を図りながら、景観に配
慮した魅力あるまちづくりに資する都市再生
整備計画の作成。

③自然環境や景観と地域住民生活の調和を図るため、市街
化区域外の開発行為を誘導する方策の公表。

―　美しい地球　美しいまま　こどもたちへ　―
　地球温暖化はすでに起っており、対策を
取らなければ間違いなく深刻化し、人間社
会へのさまざまな悪影響が懸念されていま
す。あらゆる手段により大気中の CO2 濃
度を大幅に削減する必要があります。そこ
で、小さな地方から CO2 削減のささやか
な運動を拡げて行きたく提案します。

①一人１本５万本植樹運動②菜の花絨毯 100 ヘクタール運動
③ドイツの如くあなたのベランダを美しい花で飾る運動
④マイバッグを持って買い物に行こう運動
⑤ごみを出さない運動　（生ごみと紙類を同時処理し堆肥化）
⑥バイオマスの適正活用による温室効果ガス CO2 の削減

　農業委員会の主な業務である農地法の申
請等に係る処理については、独立した行政
機関として公平・公正な事務執行が行われ
るように慎重に対応していきます。
　優良農地の確保・保全について、農地の
貸し借りの斡旋等、地区の農業委員より町
役員に働きかけを行い、耕作放棄地の解消、
防止に向け活動を行っていきます。

農政課長兼
農業委員会事務局長

小篠　正彦

都市開発部長

平井　住夫

選挙・監査・公平
委員会事務局長

吉田　清孝

生活環境部次長

植田　通孝

地域振興部長

柏原　邦章

生活環境部長

前田　秀典

会計管理者
兼会計室長

能瀬　裕光

市参事兼福祉事務所長

筧　瀬津男

北条華街道

サルビア
ロード

千歳橋

北条鉄道
北条町駅

アスティア
かさい



よいやさぁ～北条節句まつり
　4月 5日、6日。澄み切った青空のもと、北条節句まつ
りが盛大に開催されました。

魅せるぞ　菊間瓦の美
　3月 22日、23日。全国から集まった瓦ぶき職人が技を
競う「全瓦連技能グランプリ2008」愛媛大会が開催され、
兵庫県代表として甘中健介さん（39・東播瓦産業㈱）が出
場し、見事 3位に入賞。「自分の技術がどのくらいのレベル
にあるのかが分かり、勉強になりました」と甘中さん。

第 2回「花と緑の美しい北播磨」コンクール
　北播磨県民局管内において花と緑の美しい北播磨コンクー
ルが行われ、加西市から5団体が受賞されました。
優秀賞：高峰クラブ
努力賞：南町緑のグループ・はばタンの風
奨励賞：鶉野中町老人クラブ・富合小学校

プルマン親善訪問団帰国市との交流
　３月 25日～４月３日。市内の中高生で組織された姉妹都市訪問団がプル
マン市を訪れました。海外渡航すら初めての団員がほとんどの中、見聞きす
るものすべてが新鮮で、刺激に満ちたことばかり。大小様々な驚き・疑問・
気づき・思い出を心の中にいっぱい刻み込んで、元気に帰ってきました。
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賑わいの北条町駅
　3月 20日。「ミニ鉄道まつり in 北条町駅」を開催。駅
待合室では、鉄道模型の走行展示、鉄道グッズの販売、
制服を着ての記念撮影が行われ、駅前バスロータリー付近
ではベトナム料理や手作りパンなどの国際屋台、そして待
機車両内や駅前アスティアかさいではミニコンサートも行
いました。

「世界一の地球儀時計」生誕 10周年
　丸山公園にある地球儀時計（1998 年 1月にギネス
認定）の生誕 10周年を祝って、記念イベントを開催。
地球儀内部から出てきたタイムカプセルも開けて、当
時の新聞記事などを懐かしく眺めました。

甘～いトマトにびっくり
　九会小学校 3年生（約 70名）が社会科の環境学習の一環とし
て岡田毅さん（上宮木）、森川勝司さん（鶉野）のトマトハウス
を訪問。実際にハウスの中に入ってトマトの収穫も行い、児童ら
は「むっちゃ甘くておいしい」「買ったのとは全然違う」などと
話していました。

国際交流をすすめよう
　3月 9日。「外国人による日本語スピーチコンテスト」
が行われ、県内各地より来られた12名の外国人の皆さん
が、慣れない日本語で一生懸命に熱弁をふるいました。
結果は以下のとおり。（敬称略）
最優秀賞：高玉玲（中国）　 「初めて」の積み重ね 
優秀賞：CLAY KELLER EATON（アメリカ） 　自動販売機 
敢闘賞：張澆（中国）　「住めば都」で。 
努力賞：牟微姣（中国）　 経済発展と水虫 

不審者を刺激しないで…
　3月7日。ねひめキッズで不審者訓練と護身術講習会。「護
身術はあくまで身を守るもの、下手に攻撃するのではなく
不審者と距離をとって警察が到着するまで時間を稼ぐこと
が重要！」なのだそうです。

明日にはばたけ～さわやか市民賞 （敬称略）
　市民に希望と活力、そしてさわやかさを与え、学術向上を図る
ことを目的とする「加西市さわやか市民賞」が贈られました。
山本真悠（北条小）：「第 55回全国小中学生優秀作品コンクール」
　で児童憲章愛の会会長賞を受賞。
福山綺莉子（下里小）：「第 80回記念　兵庫県小・中・高校絵画展」
　で、学年優秀作品賞を受賞。
小谷俊貴（善防中）：「第 80回記念　兵庫県小・中・高校絵画展」
　で、学年優秀作品賞を受賞。
石井翔子（善防中）：「第 27回全国中学生人権作文コンテスト兵
　庫県大会」で、最優秀賞を受賞。全国大会でも法務省人権擁
　護局長賞を受賞。
岩佐友梨香（三木高校）：「第 11回ボランティア・スピリット・
　アワード」において、全国賞を受賞。
善防中学校：「第 67回全国教育美術展」において、全国学校賞
　の教育振興会会長賞を受賞。　　　　　　（学校名は受賞時）

KASAI データバンク
人口／ 49,549（－ 191）　世帯数／ 16,880（-71）
男／ 24,021（－ 83）　女／ 25,528（－ 108）　
3月の出生数　27 人　　死亡数　50 人

H20.3.31 現在（前月比）

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

三木鉄道最終日
　3月 31日。北条鉄道中川社
長が、3月末をもって廃線とな
る三木鉄道を訪問し、同鉄道関
係者の長年の労を労いました。
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65 歳以上の方の介護保険料

　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、下記に該当する方は、６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、４月末頃にお知らせハガ

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

加西病院のあり方検討委員会の答申（要旨）

　指定ごみ袋取扱店　（50 音順・4/1 現在）
（北条地区）岩佐商店、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、きたの
や、業務スーパー北条店、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、ジャスコ加西店、ジュンテンドー加西店、JOY
あおやま、高井金物建材店、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、マックスバリュ古坂店、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、マックスバリュ加西南店、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（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（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
シールは、市役所・公民館等で指定ごみ袋と交換します。
19 年度無料シールとの交換はできません。

問合先：資源リサイクル課（クリーンセンター）　☎46 0602

下記取り扱い店で販売中です。4月 1日から　指定ごみ袋制始まりました

■特別徴収に移行する方
　平成 19 年 10 月から 11 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。

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．市内に転入の届出を行った 65 歳以上の方

　3月 19 日に第 3回市立加西病院のあり方検討委員会が開
催され、長委員長（総務省公立病院改革懇談会座長）より
加西市長に答申がありました。要旨は次のとおりです。

医師不足の状況について
　医師の更なる確保に積極的に取り組むとともに、研修医
を更に増員していくこと。また、自己完結型の経営改善を
行った上で中核病院構想を検討することが必要であるが、
その中で加西病院が中核病院となるよう進めていくことが
望ましい。

経営改善について
　今年度中に、地方公営企業法の全部適用を採用し、人事
や予算の権限を事業管理者（病院長）に与え経営の効率化
を図ること。その結果、公設公営による経営が難しいと判
断された場合は、地方独立行政法人の非公務員型を目指し
ていくべきである。また、事務局職員については、公会計、
市財政の知識をもった市職員からの登用が望ましいが、よ

り専門的な知識が必要な業務については外部からの任期付

職員の登用を検討することが望ましい。

事後体制の整備について
　経営改善の客観的評価のため、第三者による評価委員会
を設置し、審議過程を報道機関にも積極的に公開すること。

医療環境の整備について
　市民に対して不要不急の時間外受診がもたらす影響につ
いて啓発・広報活動を行い、環境の整備に努力すること。
また、悪質なクレーマーを出さないための、地域との連携
や警備員の登用なども検討すること。

◀長委員長（右）
から答申書が手渡
されました。
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証明書の交付申請に本人確認が必要です！
戸籍法・住民基本台帳法が改正になりました。
なりすまし等による各種証明書の交付申請・住民異動及
び戸籍の届出を未然に防止するために、下記の手続きの
際に本人確認書類の提示をお願いします。皆さまのご協
力よろしくお願いします。

☆対象となる手続き
◎住民票の写し、記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本な
どの証明書の交付申請
◎転入・転出・転居などの住民異動の届出、婚姻・養子縁
組などの戸籍の届出（すでに本人確認を実施しています。）
☆本人確認に必要なもの
◎運転免許証、パスポート、住基カード（写真付）、外国人
登録証明書、その他官公署が発行した顔写真付の免許証・

5 月 1
日から

許可証・資格証・または身分証明書など。
◎上記以外の場合
・健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証（写真付）、
学生証（写真付）、住基カード（写真なし）などより複数
※その他、聞き取りなどにより確認させていただく場合が
あります。
☆委任状が必要な場合
◎住民票の写し、記載事項証明書などの交付申請を、本人
及び同一世帯員以外の方が代理申請される場合
◎戸籍謄本・抄本などの交付申請においては、戸籍に記載
されている方またはその配偶者、直系親族以外の方が代理
申請される場合
問合先：市民課　☎42 8720

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）がスタート

■被保険者証が変わります。
　（認定証、受療証は該当される方のみ）
　4月 1 日からは、医療機関等の窓口では送付された後期
高齢者医療の被保険者証を提示してください。今までの医
療保険や老人保健法医療受給者証の被保険者証は使えませ
ん。（医療機関等の窓口での負担割合は老人保健と同様です
が、所得や世帯の状況によって変更されることがあります。）
※障害認定撤回届を申請された方はこの制度の被保険者に
なりませんが、申請の時期により被保険者証が届いている
場合があります。その場合は、申し訳ありませんが国保健
康課までお持ちいただきますようお願いします。
※現在お持ちの老人保健法医療受給者証や減額認定証、特
定疾病受療証は、できるだけ国保健康課へ返却してください。

■長寿医療制度（後期高齢者医療制度）とは…
　75 歳（一定の障害があり、申請により認定を受けた人は
65 歳）以上の方は、この制度の被保険者となります。（被
保険者証が 3月下旬に送付されています。）
　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てい
ます。もし被保険者証等が届いていないときは、国保健康
課にお問い合わせください。
　ご家族のみなさまも新制度の周知をよろしくお願いします。

■資格を取得する日
・75 歳になったとき（誕生日当日から）
・転入（被保険者の方が加西市に転入した日から）
・障害認定（65 歳以上 74 歳未満で一定の障害のある方が、
申請して広域連合から認定を受けた日から）
※ 75 歳に到達されるときは誕生日までに新しい被保険者証
が送付されます。

■資格を喪失する日
・転出（転出予定日の翌日）
・障害認定の取り下げ（取下げをした日の翌日）
・死亡日の翌日
※資格が無くなったときは、被保険者証を返却してください。

■保険料等について
　保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。
　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（50
万円が上限）です。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
特別徴収の方…平成 20 年 4月支給の年金から納付します。
普通徴収の方…平成 20 年 7月から納付します。
○保険料額の通知
　保険料額の決定通知書は、平成 20 年 7月に送付されます
※特別徴収の方は、仮徴収額決定通知書・特別徴収開始通
知書が、平成 20 年 4月初旬に送付されます。

4 月 1
日から

問合先：①市国保健康課国保医療係　☎42 8721　
　②兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局
　　　☎ 078-326-2612

“ 献血 ” は身近にできるボランティア
　この時期は、献血者が減少します。献血ルーム（姫
路ミント神戸等）での献血にもご協力ください。
※本人確認のため、運転免許証等の提示をお願いする
ことがあります。
（市内献血のお知らせ）
日時：5/20（火）　10：00~11：45、13：00~15：30
場所：ジャスコ加西店　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
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子育て中のママや運動不足の方に朗報!!
4/24（木）、5/1（木）、5/15（木）
10 時～ 11 時　エアロビクスダンス
対象：子育て中のママや運動不足の方
講師：東郷安子さん　※要予約
定員：各日先着 10 名　※お子様連
れで参加できます。　参加はお一人
様 1 日とします。
場所：スポーツスタジオ　持参品：
運動のできる服装と室内シューズ
主催：登録団体 K-FRIENDS　協働　
地域交流センター
認定プロの無料講習 !!
　ソーシャルダンス無料教室
① 4/16（水）　18 時～ 19 時　ジュ
ニア　19 時 15 分～ 20 時 15 分　初
級　20 時 30 分～ 21 時 30 分　経験
者向け　　定員：各 15 名
② 4/18( 金 )13 時 30 分～ 14 時 30 分
対象：大人　定員：先着 15 名（要
予約、当日参加も ok
講師：岡路義彦プロ、酒井圭子プロ
定員なし　場所：スポーツスタジオ
持参品：運動のできる服装と室内
シューズ
主催：登録団体ダンスサークルすみ
れ　協働　地域交流センター

問合・申込先
　地域交流センター　☎42 0106

クリックからはじめよう！！エクセル編
日時：4/23（水）～ 4/25（金）の
うち 2 日間。10 時～ 12 時
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。3日間通して受講できる方。
内容：エクセル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　
4/21（月）午前 9 時より電話受付

クリックからはじめよう ! ！
　≪就労支援　履歴書を作ろう !! ≫
日時：5/14（水）～ 5/16（金）の
うち 3 日間、10 時～ 12 時
対象：クリックなど基本操作や用語
がほとんどわからない方で再就職な
ど就労のためにパソコン操作を習得
したい方。3日間通して受講できる方。
内容：ワード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　
4/22（火）午前 9 時より電話受付

ハワイアンフラダンス　ワークショップ
日時：5/4（日）,5/11（日）,5/18( 日 ),
　5/25（日）9：30 ～ 10：30
場所：スポーツスタジオ
対象：子ども（4・5 歳）から大人まで
定員：20 名　※要予約
講師：ダンスインストラクター
　　KAORU
持参品：運動のできる服装
主催：登録団体オレンジキッズ　協
働地域交流センター
ダンスワークショップ !!
☆ 5/12（月）・5/26（月）☆
（Lesson1）18：00 ～ 19：30
キッズジャズストリート　対象：小学
4 ～ 6 年生　講師：ｓｕｐｐяу  ERI
（Lesson2）19：50 ～ 20：20
ストレッチ体操　対象：18 歳以上
講師：ｓｕｐｐяу　YUKI
☆ 5/13（火）・5/27（火）☆
（Lesson1）18：00 ～ 19：30
キッズヒップホップジャズ　対象：小
学 4 ～ 6 年生   講師：ｓｕｐｐяу YUKI
（Lesson2）19：50 ～ 20：20
ストリートジャズ　対象：中高生　
講師：ｓｕｐｐяу　ERI
定員：各 20 名　※要予約
場所：スポーツスタジオ　
持参品：運動のできる服装と室内
シューズ
主催：登録団体 STYLE 8　協働　地
域交流センター

〔FILM〕4/18（金）10：00～　「上海ルージュ」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

 ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料

〔CUE ! アンコール〕4/25（金）19：30～　
「HAIR SPRAY（ヘアースプレー）」
監督：ジョン・ウォーターズ

講座・イベント 生活補完デザイン研究所　
　がオープン！
　アスティアかさいに「生活補完
デザイン研究所」がオープンし、
それを記念して開所式と記念講演
を行います。
　同研究所では、大阪大学と共同
で新しい安心・安全の提供を中心
に快適生活圏を創造する「生命圏
工学研究」の発信基地となること
を目指します。
日時：4/20（日）13：00 ～　
場所：アスティアかさい 3階
　ねひめホール
記念講演
時間：15：00 ～
講師：大阪大学大学院
　小林昭雄教授
テーマ：食の未来像「安心安全の
　食とは何か」
問合先：経営戦略室　☎428700

ゴールデンウィークは　　
　　　北条鉄道でGO!!
日時：5/3（土）10：00 ～ 16：00
　　 5/4（日）　10：00 ～ 15：00
場所：北条鉄道北条町駅
内容：鉄道模型の運転会、プラレー
ル広場、鉄道おもちゃの販売など
※列車でご来場のお子様にはささ
やかなプレゼントあり。

クリーンキャンペーン実施
日時：4/20（日）9：00 ～ 11：00
　（小雨決行）        
集合場所：玉丘史跡公園駐車場
参加申込：当日現地で受付。
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

バイオディーゼル燃料の　
　　精製開始！
　北条鉄道㈱北条町駅に廃食用
油リサイクルセンターが完成し、
4月からバイオディーゼル燃料
（BDF）の精製が始まります。それ
にあわせて、当センターの開所式
を開催します。
　また、同時に “廃食用油リサイ
クル ” について身近に感じていた
だけるよう「菜の花フェスティバ
ル」を開催します。皆さまのご来
場をお待ちしています。
内容：①廃食用油と北条鉄道無料
乗車券の交換②菜の花を使った飲
食バザー③各種パフォーマンス等。
日時：4/26（土）10：40 ～ 15：00
場所：北条町駅、アスティア加西
問合先：環境創造課　☎428716

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

第 41回加西市陸上競技選手権大会参加者募集
日時：5/25（日）（日）8：30 ～ 14：00 ※雨天 6/1（日）
場所：善防中学校グランド　　　小雨決行
参加資格：加西市に居住・勤務・通学している方
種目：①中学男子 /1 年 100 ｍ、2・3年 100 ｍ、200 ｍ、
800 ｍ、1年 1,500 ｍ、2・3年 1,500 ｍ、3,000 ｍ、走
高跳、走幅跳、砲丸投（5㎏）
②中学女子/1年100ｍ、2・3年100ｍ、200ｍ、1年1,500
ｍ、2・3年 1,500 ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（2.72㎏）
③一般男子（高校生含む）/100 ｍ、200 ｍ、400 ｍ、
800 ｍ、1,500 ｍ、5,000 ｍ、走高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投（6㎏）
④一般女子 /100 ｍ、200 ｍ、1,500 ｍ、走高跳、走幅跳、
砲丸投（4㎏）
⑤少年少女（小学生）/1 年 50 ｍ、2年 50 ｍ、3年 50
ｍ、4年 100 ｍ、5年 100 ｍ、6年 100 ｍ、男子 1,500 ｍ、
女子 800 ｍ、走幅跳、ソフトボール投、4年 4 × 100
ｍリレー、5年4×100ｍリレー、6年4×100ｍリレー
※ 1,500 ｍ，800 ｍ、走幅跳、ソフトボール投は 4年

生以上に限る。1,500 ｍ，800 ｍ、4× 100 ｍリレーは
２組以上の場合はタイムレースで行う。
⑥壮年男子（35 才以上）/49 才以下 100 ｍ、50 才以上
100 ｍ、3,000 ｍ、走幅跳、砲丸投（4㎏）
⑦壮年女子（30 才以上）/100 ｍ、1,500 ｍ
参加制限：少年少女　４～６年生は１人２種目以内（リ
レーを除く）、１～３年生は１人１種目
参加費：高校生以上…1人 400 円　※３種目以上の場
合 800 円、中学生…１人 300 円　※３種目以上の場合
400 円、少年少女…4～ 6年生　1人 300 円（2種目以
内）、1～ 3年生　１人 200 円（1種目）、リレー 1チー
ム 400 円
参加申込：5/8（木）までにハガキに参加種目・住所・氏名・
電話番号を明記し、郵送。
※市内の小・中学生は学校単位で申し込み

宛先：〒 675-2223　加西市三口町 740
　加西市陸上競技協会　稲岡進宛　☎48 2077

市民会館からのお知らせ
４月から月曜日も開館しています。ご利用下さい。
　（遊戯室も一般利用出来ます）
★シネマかさい 2008「母べえ」
　　監督　山田洋次　主演　吉永小百合
　上映日時：５/11( 日 ) ① 10：00 ② 14：00 ③ 18：00
　前売料金：700 円（全席自由）　当日 300 円増
　チケット発売中（市民会館その他市内プレイガイド）
★ワンコイン「シニア健康体操」教室受講生募集中
　日時：５/19( 月 )・６/2( 月 )・６/16( 月 )
　　9：45 ～ 11：00　１回 500 円
　問合先：市民会館　☎43 0160

ふるさと再発見ハイキング

加西不思議発見の旅
さわやかな新緑のなか、善人が押せば揺れ悪人が押せば
揺れないと言われている「ゆるぎ岩」と、周りの景色が
キラキラと光る岩に映るふしぎな大岩「鏡岩」。珍しいも
のに出会えるハイキングです
日時：5/10（土）　9：15 集合　※小雨決行
場所：加西市観光案内所 ( アスティアかさい正面玄関前）
参加費：300 円（保険料、諸経費）+バス代片道 250 円
問合・申込先：加西市観光まちづくり協会（観光案内所）
　　☎・℻  　42 8823
主催：歴史街道ボランティアガイド、観光まちづくり協会

6 ～７㎞のコースです
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妊婦健康診査助成事業が　
　変わります
　4/1（火）から、妊婦健康診査助
成事業（病院で受診していただく
妊婦健康診査の費用を一部負担す
る制度）が変わりました。
3/31（月）まで 4/1（火）以降

妊娠 22 週以降
15,000 円×
　　　1回分

妊娠 22 週未満　
3,000 円× 2回分
妊娠 22 週以降　
3,000 円× 3回分
全時期通じ　
12,000 円× 1回分

　母子健康手帳発行時に申請手続
きを行っています。印鑑、市内の
住民であることが確認できる書類
（免許証等）をお持ちください。
（すでに母子健康手帳発行済みの
方で、助成事業の申請がまだの方
は、母子健康手帳も一緒に持参。）
※ 3/31（月）までに発行した受
診券は使用できません。また、旧
制度で助成を受けられた方は、新
制度での助成の対象となりません
のでご注意ください。
問合・申請先：国保健康課健康係
　☎42 8723

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。（立会いの必要なし） 
期間：5/1（木）～ 3/31（火） 
対象：メーターの有効期限（メー
ターのふたの裏に記載）が平成21
年3月までのもの。
問合先：上下水道お客様センター
　☎428795
取替作業：
　加西市指定給水装置工事事業者

固定資産評価審査委員募集
募集人員：1名  報酬：日額8,300円
職務内容：納税者が市の固定資産
評価台帳の内容に不満がある場合
に開催される固定資産評価審査委
員会に出席し、審議を行う。
任期：3年　不定期開催
市販の履歴書に必要事項を記入
し、郵送または持参してください。
募集期限：5/7（水）
問合・申込先：総務課   ☎428702

懲戒審査委員募集
　「加西市職員の分限及び懲戒に
関する審査委員会」は、従来は市
職員だけで構成される委員会で審
査していましたが、公正で透明性
の高い審査を行うため、今回は、
一般市民、学識有識者にも参加し
ていただく事になりました。一般
市民枠の職員懲戒審査委員会委員
を募集します。
募集期間：4/21（月）～ 5/20（火）
募集人数：２名以内　任期：２年
応募資格：市内在住　※報酬あり
応募方法：履歴書（一般用）に、
①志望動機②「職員の解職及び
懲戒処分のあるべき姿について」
2,000字程度にまとめて、総務課
へ持参または郵送。
問合・申込先：総務課  ☎428702

「北条鉄道　春の絵」募集中
募集期間：5/16(金) まで
応募資格：小学生
問合・応募先：北条鉄道北条町駅
　（郵送または持参）　☎420036
公募のきまり：画用紙（四つ切）
に、北条鉄道レールバス、駅等を
周りの風景と一緒に着色画で描
き、折らずに応募してください。
なお、画用紙の裏に①学校名②学
年③名前（ふりがな）記入してく
ださい。
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募　集都市再生整備計画縦覧
　都市再生特別措置法（平成14年
法律第22号）第46条第1項に基づ
き、都市再生整備計画を作成しま
したので、同法第46条第10項の
規定により都市再生整備計画（北
条・富田地区）第3回変更を縦覧
することができます。
縦覧期間：4/17（木）～ 4/30(水)
8：30 ～ 17：15（土日祝は除く）
○事後評価（北条・富田地区）の
縦覧
　上記計画の事後評価を作成しま
したので、縦覧を行うとともに、
都市計画課ホームページで公表い
たします。
縦覧期間：
4/17（木）～ H21/4/16（木）1年間
8：30 ～ 17：15（土日祝は除く）
縦覧場所：都市計画課（5階南）
問合先：都市計画課　☎428753

市の土地・建物を　　　　
　　　　　　売却します
売却予定地：
①旧市立加西病院医師住宅（北条
町古坂1丁目173番地）、宅地、面
積219.77㎡　木造瓦葺2階建
②旧市立加西病院医師住宅（北条
町古坂1丁目175番地）、宅地、面
積219.59㎡　木造瓦葺平屋建
売却の方法：一般競争入札
告示：4/8（火）付けで市立加西病
院に告示、ホームページに掲載。
購入を希望される方は、必ず内容
を確認のうえ、5/8（木）までに市
立加西病院用度管理課へ、入札関
係の資料を取りに来てください。
（その時に説明を行います）
入札日：5/15（木）
問合先：加西病院　　☎422200

宮
みやざき

崎奕
えき ほ

保さん本葬荼毘式
　4月5日。今年1月に 106歳で亡くなった曹洞宗大本

山永平寺の第七八世貫首、宮崎奕保禅師（下芥田町出

身）の本葬荼毘式が、同寺で盛大かつ厳粛に営まれま

した。生前、同禅師は厳格な仏教僧として知られ、史上最高齢の住職と

して 100歳を過ぎても若い僧と修行を続けるなど、一宗派の貫首にとど

まることなく、世界的宗教家として生涯現役で活躍されました。

　
  

5 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

健康福祉事務所　　　　　
　　定例相談事業
エイズ相談…第2・第4月曜日、受
付時間13:30 ～ 16:00
専門栄養相談…栄養士による難病
患者様等への食生活相談
社健康福祉事務所…第1金曜日、
受付時間13:30 ～ 15:00
加西健康福祉事務所…第2月曜
日、受付時間13:30 ～ 15:00
※事前予約が必要。
予約・問合先：社健康福祉事務所
　健康増進課　☎0795429365　
　℻  0795426228

牛居町　区長さん交代
下里地区　牛居町の区長さんが４
月１日から交代されました。
新区長：前田知十司さん
よろしくお願いします。
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くらし

硬式初心者テニス教室
日時：5/10、5/17、5/24、5/31　
　毎週土曜　9：00 ～ 11：00
　※雨天時、6/14、6/21 に順延
場所：加西テニスコート
参加資格：初心者（小学4年～大人）
定員：30名　先着順
参加費：2,000円（保険料含む）
ラケット、シューズは、各自持参。
（ラケットのない方は、応相談）
申込方法：4/30（水）までに、参
加費を添えて直接下記へ。
申込先：加西勤労者体育センター
　☎471420（水曜休館）

加西おやこ劇場　　　　　
　第24回おやこまつり
日時・場所：5/6（火）11：00 ～
12：00「ゴールデンベアーズ公演」
　勤労者体育センター
13：00～ 14：30　子ども市、バザー
いこいの村芝生広場
（雨天時　善防公民館）
参加協力費：
午前…前売800円（当日1,000円）、
午後…300円（子ども市の買物券）
問合先：
加西おやこ劇場☎℻  430830
（火木金の 10：00 ～ 15：00）

隠れた〝才能〟引き出します！
善防公民館発
　〝出会い〟のワークショップ
　地域のために動いてみたいけ
ど、動き方がわからないという
あなたへ。人間味あふれる素敵な
講師陣や、講座同期メンバーとの
出会いの中で、あなたの個性にハ
マった役柄が必ず見つかります。
「楽しむこと」が第一モットーの
地域づくりプロジェクトに、あな
たのパワー、求めます！
日時：5/17 スタート（隔週土曜日
　13:00 ～ 16:00）
場所：善防公民館
定員：20名
参加費：無料　※茶菓代実費
問合・申込：善防公民館☎482643
　（月～土の 9:00 ～ 17:00）

簿記教室開催
日時：6/4、6/11、6/18、6/25、
　7/2、7/9（毎週水曜）13：30 ～
15：30
場所：社納税協会2階会議室
講師：藤原京子税理士
定員：24名　先着順
締切：4/30（水）
受講料：会員無料、非会員3,000
円（テキスト代含む）
問合・申込先：社納税協会　
　☎0795420360　℻  0795424449

生活習慣病予防教室  ＜前期＞
　加西市医師会より講師を迎え、生活習慣病について学びます。また、ミニ体験
講座や希望者には保健師・看護師による個別相談もあります。（教室申込時予約制）
対象：加西市民で 3回以上参加可能な方　　　募集人数：先着 30 名
日時・内容：
月日 時間 内容

6/6（金）受付 13：15 ～

教 室 13：30　
～ 14：30
（6/27 のみ 15：
00 終了）

メタボリックシンドロームについてⅠ・個別相談

6/27（金）
検査値のみかた～健診の検査データの解釈
ミニ体験講座：自分の標準体重・ＢＭＩを計算して
みましょう！

7/4（金） 糖尿病と脂質異常について・個別相談
8/8（金） 骨粗しょう症について・個別相談
場所：健康福祉会館 2階研修室　　　　申込期間：4/22（火）～ 5/9（金）
　※ 1回の申込につき 2名までの受付とさせていただきます。
問合・申込先：国保健康課健康係　　☎42 8723

腰痛・膝痛予防教室
対象：腰痛・膝痛を運動で予防し
　たい方（定員20名）
内容：筋力トレーニング、ストレッ
　チ等
開催日：6/19（木）～ 8/7（木）の
毎週木曜日（6回）　※7/10、7/17
は除く
開催時間：10:00 ～ 11:30
申込期間：5/1（木）～ 5/23（金）
参加費：１回150円
申込・問合先：健康増進センター
　☎423621　
※「健康増進センター施設利用
証」をお持ちでない方は、事前に
健診が必要です。



　　　　　  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12月生まれの乳児　　　　　 5月 1日（木）
  《平成20年  1月生まれの乳児　　　　　  6月 3日（火）》
■1歳6か月健診　　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　平成18年11月生まれの幼児　　　　　  5月13日（火）
  《平成18年12月生まれの幼児　　　　　  6月10日（火）》
■3歳児健診　　　　　　　　　　　　午後1時～ 1時45分
　平成17年  3月生まれの幼児　　　　　   5月20日（火）
  《平成17年  4月生まれの幼児　　　　　   6月17日（火）
■乳幼児保健相談　　　　　　　　　  午後1時～ 1時45分
　希望者　　　　　　　　　  5月22日（木）《6月18日（水）》
■離乳食講習会〈予約制〉※定員10名　午後1時～1時30分
　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）
　（特に記載のないものは、健康増進センターで実施します。）

■人権相談　5月7日（水）　午前10時～午後3時
■行政相談　5月7日（水）　午後 1時30分～午後3時30分
　場所：市民会館（☎428727・☎428705）、ジャスコタウン
　　　　加西、アスティア加西
　5月8日（木）　南部公民館、5月22日（木）　北部公民館
■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
  5月  8日（木）　健康福祉会館
　　　　　　受付は午後1時30分～午後4時　 （☎430303）
■心配ごと・法律相談
　  4月24日（木）　健康福祉会館　受付は午前9時～ 11時
　  5月22日（木）　　　　　　　　　　　　　（☎430303）
■市民相談
　月～金曜日　午前8時30分～午後5時　市役所市民相談室
■消費者相談
　毎週月火木金　午前9時～午後5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
　5月 1日（木）　午後1時30分～午後3時30分
　アスティアかさい3階交流プラザ内
　ボランティア市民活動センター                      （☎43８133）
■こころのケア相談（精神科医師、保健師による専門相談）
　5月28日（水）　 午後1時～午後3時（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）
　  5月10日（土）　午後1時30分～午後4時
　　　　　　　　アスティアかさい3階交流プラザ内
　　　　　　　　兵庫県行政書士会東播支部    （☎450276）

乳幼児健診 相　談

休日のお医者さん
善意の花束  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）
  4月29日（火） 三 宅 医 院（中野町☎490067）
  5月  3日（土） 徳 岡 内 科（北条町☎420178）
  5月  4日（日） 天 沼 医 院（北条町☎423636）
  5月  5日（月） 佐 竹 医 院（北条町☎424057）
  5月  6日（火） あさじ医院（若井町☎440225）
  5月11日（日） 米 田 病 院（尾崎町☎483591）
  5月18日（日） 荒 木 医 院（北条町☎439711）

★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
　○故　藤田良範　　　　　50 万円
　　粗供養のため
　○コタニ共栄会　　　　　26,416 円
加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
◆一般預託
　○牡丹　　　　　　　　　10,000 円
　○株式会社　本陣　　　　11,599 円
◆給料端数
　○北条保育園職員一同　　10,519 円
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臨時職員募集！
職種：事務…２名程度
　保育士…３名程度
年齢：60歳未満
受付期間：保育士…随時、
　事務…4/30(水）
提出書類：①市販の履歴書②保育
士の場合は保育士証の写しを持参
または郵送してください。
申込・問合先：総務課  ☎428702
※勤務時間・勤務内容等について
は加西市ホームページに掲載して
います。

幼稚園夏季預かり保育　　
　　園児募集
　子育て支援を図るためセンター
園方式により、幼稚園の夏休み期
間中に預かり保育を行います。
※「夏季預かり保育申請書」は各
幼稚園にあります。
実施日：７/22(火) ～ 8/29(金)
　(土・日並びに8/13～ 15を除く )
保育時間：8：30 ～ 18:00
場所：北条幼稚園
対象：市立幼稚園・幼児園（短時
間保育部）に在籍の園児
申込期限：5/30(金)
預かり保育料：7月分は一人6,000
円、8月分は一人16,000円
・おやつ代は、別途集金。
申込･問合先：各幼稚園またはこ
ども未来課　☎428726

地域密着型サービス運営委
員会運営委員募集！
　住み慣れた地域を離れずに利用
できる「地域密着型サービス」の指
定基準、サービス事業所の指定等
を審議していただく委員(2名) を募
集します。
詳細は担当まで。
（介護保険事業に従事する方や事業
運営にかかわる方は対象外です。）
応募期限：4/30（水）
問合・申込先：長寿介護課
　☎428788

市立加西病院職員募集
（助産師3名）昭和38年4月2日以降
に生まれ助産師の免許を有する方。
（看護師2名）昭和43年4月2日以降
に生まれ看護師の免許を有する方。
受付期間：4/15（火）～ 5/8（木）
採用試験：5/10（土）
採用時期：6/1 の予定
問合先：病院経営推進室　
　☎422200
※臨時職員（助産師、看護師、看
護補助員）も募集中

花好きボランティアさん　
　　　　　　　集まれ
　花と緑の協会では、種蒔から始
まり育苗、市内公共施設などへの
植栽、維持管理を行っていただく
花づくりボランティアさんを募集
します。花を育てて加西市を花
いっぱいにしてみませんか。関心
のある方は当協会までお申込みく
ださい。なお、参加いただける場
合は当協会への入会をお願いしま
す。（年会費500円）
問合先：加西市花と緑の協会事務
局（都市計画課内）　☎428753

新婚世帯向け家賃補助制度
　　20年度分受付開始！
　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。
支給額：月額最大12,000円、最長
36 ヶ月まで支給します。
補助要件：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。
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。
③所得制限あり。
その他、補助要件があります。詳
しくはお問合せください。
申込・問合先：産業振興課☎428715
申請書類は担当窓口で配布中。市
WEB サイトからもダウンロード
できます。

死亡者 年齢 喪　主 町名

小岩農友 85 小岩三貴男 田原
福井孝彦 52 福井恵子 中富
西村忠雄 72 西村忠信 古坂2丁目
清水邦雄 89 清水俊秀 玉丘
高見こよし 91 高見初雄 河内
東後貞義 55 東後博和 繁昌
鈴木　章 89 鈴木利和 河内
菅野富子 81 菅野孝幸 繁昌
藤原あさの 95 藤原康知 上野
梅村利雄 95 東郷美也子 王子
田中きしゑ 95 田中文夫 西笠原
富永要子 84 富永千廣 中富
後藤幸子 63 後藤隆男 大村
東後喜義 86 東後　猛 繁昌
大西みさを 96 岡田清子 笠屋
田中政信 75 田中広利 別府甲
西脇喜一 84 西脇　学 玉野
高見光次 87 高見俊光 両月
田中正信 82 田中義昭 豊倉
北川茂雄 77 北川　誠 笠屋
吉田秀子 74 吉田正和 常吉
吉田幸治 84 吉田恭子 栄
古元ひで子 93 古元敏邦 下宮木
吉田正次 74 吉田英樹 北
松末武博 60 松末明伸 別府甲
鈴木忠市 61 鈴木邦和 馬渡谷
菅原とみゑ 85 菅原一道 黒駒
宮崎加代子 50 宮崎康弘 西高室
高井靜雄 66 高井正子 大村
髙橋敏一 63 高橋さよ子 鶉野
原田すがの 97 原田　工 笠屋
多田綾子 93 多田安洋 都染
高見玲南 5 高見周作 野上
丸岡米子 84 丸岡正則 三口
對中文雄 59 西江禮子 駅前
岡田政子 81 岡田克己 東南
小野寺清 91 小野寺宣夫 両月
神田みち子 63 神田竹男 山田
髙部美良 78 高部光信 古坂
中安幸七 89 中安英文 倉谷
加門稔子 71 加門守人 中西
北川ゆきえ 90 北川俊昭 馬渡谷
前田昭子 78 前田哲也 南町
岡田さく子 95 岡田　晃 青野
高瀬はつゑ 93 高瀬和夫 朝妻
有方常雄 60 有方信介 牛居
※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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訂正：3月号「おくやみ」久保田はる子さんのご住所は東高室でした。
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　昔、天
てんじく

竺 ( 現在のインド ) から飛来した法道仙人が法華
山で修行を重ねていた折、その高名を聞き孝徳天皇の病気
治癒に招いたことが縁となり、白

はく ち

雉元年 (650) に大殿を建
立したことが一乗寺の開基と伝わります。国宝三重塔が建
てられた承

しょうあん

安元年 (1171) 頃までには現在のような寺観が
整っていたと考えられます。しかし、境内の堂宇は、その
後に何度も火災にあい本堂をはじめ諸堂は荒廃します。
　本堂は、約 380 年前の寛

かんえい

永５年に姫路藩主本
ほんだただまさ

多忠政公
の支援を受け、正面約 23 ｍ、奥行き約 20 ｍ、高さ約
17.5mもの大規模な建物として再建しますが、文献など確
実な記録では４代目の本堂となります。当時建築材料は、
遠く九州や四国から調達され、牛や馬を使い山中に運びこ
み、翌年には上棟を終えたとありますが、本堂使用材のほ

とんどが松材で、ほんの少量の桧や杉材が交ざります。こ
の背景には、永く続いた戦国時代の騒乱もようやく落ち着
きつつあるものの、近辺では大量の建築材を調達するま
でに当地の自然環境が回復していなかったことも要因で
あったかもしれません。
　平成 10 年秋、近畿地方に大きな被害をもたらした台風
が通過した際、本堂は大きく被害を受けました。
　平成 12 年から始まった保存修理工事は、8ヵ年、約 10
億 4 千万円の経費をかけ半

はんかいたいしゅうり

解体修理という方法で、建物
全てを解体せずに傷んだ部分を解体し修理しました。つま
り、本尊を安置する宮

くうでん

殿・須
しゅみだん

弥壇と本堂内部の一部の柱を
残し、その他を全て解体し修理を行なっています。解体し
た建築部材は、内部改修の変遷と当初の姿を復元する根拠
を収集した上、損傷・腐朽した用材は繕うなど可能な限り
古材の再利用を行なっています。
　なお、本堂は、尾根斜面を削り建てていることもあり、
建物基礎は切り土と盛り土の上に建っていますが、大きな
地震が起きた時には盛り土の部分が崩れる危険性がありま
した。その為、本堂の木部に影響を与えない方法で、床下
の見えない場所にコンクリートと鉄骨を使い耐震補強を行
ない、また瓦などに工夫を講じることで屋根重量を減らし、
建物周辺の危険樹木も撤去するなど災害対策にも万全を期
しています。

一乗寺本堂の修理が完成一乗寺本堂の修理が完成
　「法華山一乗寺本堂」の改
修が終わり、4月 1日から一
般拝観が始まりました。寛
永 5 年 (1628) 再建当初の姿
に戻った本堂を、ぜひ訪れ
てみてください。

▶
▲改修が終わった一乗寺本堂。法華山一乗寺の歴史と修理の概要
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