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詳しくは経営戦略室までお問い合わせください。

鶉野平和祈念碑にて

平成20年5月15日発行

加西病院を支えてください  …  p4
春の叙勲・褒章  …  p5
平成20年度の市・県民税の改正点  …  p6-7
自主納付の推進と滞納整理  …  p8
長寿医療制度が始まりました  …  p9

タウントピックス  …  p10-11
環境問題 いっしょに考えましょう  …  p13
地域交流センターイベント情報  …  p14
休日のお医者さん　健診　相談日程  …  p19
熱いぞ！かさい！！ ～ふるさと営業課より～  …  p20

〈特集〉　「景観と環境のまちづくり」への取り組み  …  p2-3



菜の花畑

食用油

廃食用油の回収

天ぷらなどで利用燃料精製

BDF 燃料

菜種の搾油公用車・農機などで使用

CO2 吸収

　　　　 BDF の特徴
・植物由来である
・CO2 を増加させない
・生分解性が高い
・軽油仕様のエンジンにそのまま使える
・廃天ぷら油などからリサイクル可
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　人にも地球環境にも優しい、親しみの持てる名称をお
待ちしています。ふるってご応募ください。
募集期間：5/30（金）まで
応募方法：所定の応募用紙、もしくは、官製はがき、封
書、ファックス、電子メール等で下記申込先まで。ひと
り何点でもご応募いただけます。
発表：決定された新名称は、市広報紙、ホームページ等
を通じて発表します。

リサイクルセンター「名称」募集！

【問合・申込先】　
〒675-2395加西市北条町横尾1000番地
生活環境部 環境創造課 バイオマス担当
☎428716　℻  426269
E-mail：kankyo@city.kasai .hyogo. jp

特　集

「環境と景観のまちづくり」への取り組み
　加西市は、2005年11月に近畿の自治体初のバイオマスタウン構想を策定しました。そして、昨年は全国市町
村初のエコアクション２１環境認証も取得することができました。
　今、加西市は、環境先進市を目指して、「環境と景観のまちづくり」を進めています。

　今、「バイオ燃料」ほど熱く、面白いものはないです。
「バイオ燃料」と言っても、基本的にはお酒や焼酎を
作ることと同じ。でも、今まで捨てられていたような
稲わらや規格外農産物を利用して車が走ります。
　食べ物だけでなく、車の燃料まで日本の農林水産業
が支える。そんな未来が見えてきました。

　私は、平成 19 年 4 月より 2年間、国と市町村の人
事交流として加西市から農林水産省へ出向し、農林水
産分野におけるバイオマス利活用に関係する仕事をし
ています。
　加西市は、兵庫県内はもとより近畿初のバイオマス
タウン構想を公表した自治体であり、環境施策や資源
の有効利用をリードしている自治体として注目されて
います。皆様ご承知のとおり、廃食用油を利用したバ
イオディーゼル燃料が市公用車などに利用されている
ところです。そんな加西市にとって、どんな形がより
良いバイオマス利活用になるのかを考えながら日々奮
闘しています。

　昨年 7月より私は、バイオマス利活用として注目
を集めている「バイオ燃料（バイオエタノール、バイ
オディーゼル燃料、木質ペレット等）」に関する法律
を制定する業務に携わりました。
　法律の内容は、バイオ燃料の原材料であるお米や稲
わらや家畜ふん尿を取り扱う農林漁業者とバイオ燃料
製造業者の共同した取り組みやバイオ燃料の研究開発
を支援するという内容です。本法案は、本年 2月 15
日に閣議決定され、4月 24 日に衆議院通過、現在は
参議院で審議中です。

　私は、法案の作成にあたって、次の三点に努めました。
①　過去の類似法令における支援の仕組みを調査し、
あらゆる既存法令との整合性を図るよう努めました。
②　法律の条文は格調高く、解釈が割れないような厳
格な文章にする必要があり、どんな日本語でも自由に
使用できるわけではないので、法律に使用できる法令
用語を整理しました。
③　政府提出法案は、内閣法制局というところで、そ
の内容について相当厳しい審査を行うので、法制局へ
の説明資料を作成しました。
　この仕事の中で、立案から、政府内の調整、与野党
との調整、国会対応などの様々な業務に携わり、激動
の一年を過ごしました。

　日本でのバイオ燃料に関する取り組みは、まだまだ
途上ですが、地域の協力や研究開発が進めば、農林水
産業をはじめとする地域産業の活性化、二酸化炭素の
排出抑制とリサイクル社会の実現という環境対策、エ
ネルギーの供給源の多様化に大きく貢献できると期待
しています。
　このため、現在は、この法律案の内容や関連予算等
についての周知を図るために「食料と競合しない日本
型バイオ燃料生産拡大に向けた対話集会」を行い、私
はその事務局をしています。これらの政策の実施によ
って、日本でのバイオ燃料の取り組みがさらに広がる
ことを期待しています。

　国での仕事は、政策の大きな枠組みの検討から、私
たち国民一人一人の生活までを、広く深く考えながら
行っています。私の経験が、国全体におけるバイオマ
ス利活用をはじめ、加西市にも役立つものになるよう
に、２年目もしっかりと研鑽を積みたいと思っています。

加西市からの出向職員の報告！
農林水産省  大臣官房  環境バイオマス政策課　田 中  忠 彦 (27)

　バイオ・ディーゼル・フューエル (以下 BDF) は、植物由来
のディーゼル燃料で、石油に代わる新しいエネルギー源として
注目されています。菜種油など再生可能な植物由来のＢＤＦ
には、ガソリンや軽油よりも安く、かつ、ＣＯ２（二酸化炭素）
の排出を削減できるという環境面の優れた特性があります。

BDF事業

ＢＤＦとは

　廃食用油リサイクルセンターは、北条鉄道㈱北条町駅車庫内に
設置され、この 4月 27 日より稼動しました。
　ＢＤＦ製造装置の導入費用は、日本サムソン㈱のＣＳＲ（企業
の社会的責任）活動の一環として、同社より資金提供を受けまし
た。
　事業運営は、公募により、マルタ産業㈱（石油販売業、山下町）
が担当することになりました。
　市民の協力により廃食用油を集め、かつ税金を使わずに施設を
整備し、運営も民間に任せる官民連携（ＰＰＰ）によって、加西
市内での大きな資源循環を構築することができました。

廃食用油リサイクルセンター開所！

　平成 19 年 9月から賀茂校区を手はじめに、一般家庭からの廃
食用油の回収を実施しています。回収方法は、月 1回各町公民
館またはゴミターミナルに置かれた容器（ポリタンク）で受け入
れ、午後に容器を回収しています。ご協力により月平均 140 リ
ットルを集めることができました。
　今後は、他の校区やスーパーなどにも回収容器を設置し、市内
全域に拡大して、より多くの市民の皆様にリサイクル（循環）の
輪に参加していただきたいと考えています。

廃食用油の回収

今、バイオ燃料が熱い！面白い！

　今回スタートしたＢＤＦ事業の他、食品廃棄物から家
畜飼料を製造するエコフィード事業、竹や木の炭化事業
などがあり、いずれも夏にもスタートする予定です。
　加西市では、食糧危機を誘発するようなトウモロコシ
等の穀物を原料とするバイオマス事業は一切行わず、大
学などの協力も得て、これまで廃棄物として捨てられて
いた資源を活用する形での、バイオエタノールの研究に
も取り組みたいと考えています。
　これからも新しいことにチャレンジし、官民連携と市
民参画で成果を上げ、更なる「環境と景観のまちづくり」
に取り組んでいきます。

加西市のバイオマス事業

回収された廃食用油を精製タンクに注ぎ込む

廃食用油リサイクル図

北条町駅車庫内に設置
されたＢＤＦ製造装置

廃食用油の回収（賀茂校区）

　ひとことで言えば、今まで捨てていた地域の有機資源を活用す
ることです。ごみや廃棄物など、従来は税金を遣い、エネルギー
も消費して、焼却や埋め立て処分してきたものを資源として見直
し、活用しようというものです。
　40 ～ 50 年程前まで、日本の農山村では、環境にやさしい生活
が伝統的に営まれていました。大量生産・大量消費・大量廃棄と
いう私たちの生活スタイルを見直し、自然や環境に感謝し、皆で
力を合わせ、地域や環境を守っていくことで、これまで失われて
きた日本の心やふるさとの誇りを取り戻すきっかけともなるので
はないでしょうか。

バイオマス事業とは
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加西病院を支えてください

　加西病院から市民の皆さんに向けた情報発信の場

として、このコーナーを作っていただきました。

　新聞紙上では、今『赤ちゃんを産める場所が無く

なる！』、『病院の小児科を守る母親の会結成！』、『救

急たらいまわしで患者死亡！』など地域住民の不安

を掻き立てるおどろおどろしい医療崩壊の記事が踊

っています。今やまさしく地方公立病院は嵐の海に

浮かぶ小舟の様です。

　この嵐の中、加西病院はどうすれば潰れないで持

ちこたえることが出来るのか、どうすれば重症の入

院医療や緊急の救急医療を市民に提供し続けること

ができるのか、どうすれば医療事故のリスクを少し

でも下げ、安全な医療を実現できるのか、病院職員

達は必死で考え模索しています。

　その答えの一つは、市民の皆さんに支えてもらう

しかないということです。そのためには、病院を締

め付ける日本の厳しい医療制度改革や、社会やメデ

加西病院のコーナー　                                   加西病院WEB サイト http://www.hospital.kasai.hyogo.jp/

きらりスプリングコンサートで患者さんと共に（H20/3 月）
　加西病院職員と地域ボランティアの皆さんのコーラスクラブ “き
らり ” による患者さんのためのチャリティコンサートが、年４～５
回院内で行われ、喜ばれています。

ィアが病院に求める無いものねだりの高い要求があ

ること、そして、その中で加西病院職員が良い医療

を希求する高い使命感に燃えて必死で努力している

ことを、市民の皆さんに知って頂くことが必須と考

えます。

　このコーナーを通して、市民の皆さんが病院を理

解してくださり、加西病院がより良い公立病院とし

て発展していけるよう祈っています。

（ 病 院 長 ）

『加西病院のコーナー』新設！

日時：6/28（土）　午前9:00 ～ 12:00
場所：市立加西病院  1 ～ 2階
テーマ：守ろう！みんなの加西病院 
＊健康診断コーナー／血圧・血糖・
体脂肪・指先動脈硬化度・動脈硬化
度・ストレステスト
＊相談コーナー／院長相談・ドック
受付・研修医ふれあい
＊体験コーナー／心肺蘇生・腹臥位
療法・アロマセラピー・腰痛体操・
試飲
＊ブースコーナー／中央検査科・中
央材料室・リハビリテーション科・

第5回加西病院ホスピタルフェアのご案内
マタニティセンター
＊公開講座／認知症（精神科　岡村
Dr）ミニ講演：リビングウィル
＊パネル展示／救急医療の現状等
＊献血（ご協力お願いします）　　
＊抽選コーナー（もれなく当たりま
す）
★人気の動脈硬化度検査は、完全予
約制とします。
　申し込み方法は往復ハガキに
（〒675-2393　加西市北条町横尾
1-13　市立加西病院　ホスピタル
フェア実行委員会宛て）住所、氏名、

年齢、ABI希望と明記の上、返信に
も住所、氏名を書いて下さい。
　6/14消印有効です。応募多数（80
名予定）の場合は抽選を行い、当選
された方には、おおよその時間を指
定して、もれた方にもその旨を返信
いたします。
参加料：無料

　去る 3月 19 日、加西病院のあり方検討委員会（長

隆委員長）から答申を受けました。その要点は、①医

師確保とともに中核病院となる努力をすること、②地

方公営企業法の全部適用によって、人事や予算の権限

を病院開設者（市長）から事業管理者（病院長）に委

譲し、経営の効率化を図ること、③病院経営の専門家

を登用・育成すること、④不要不急の時間外診療や理

不尽なクレーマーの存在が医療現場を一層過酷にして

いることを市民に理解してもらうことなどでした。

　他方、国からは公立病院改革ガイドラインに基づき、

本年度中に「加西病院の改革プラン」を作成するよう

義務付けられました。

　これまで加西病院は、何とか研修医を確保し、不良

債務もありませんでしたが、今後、少子高齢化が進む

と、入院・外来とも患者数が減って、経営環境は厳し

くなると予想されます。

　市民のための地域医療は何としてでも守らなければ

なりませんが、向う 4年間に市債償還のピークを迎

えることを考慮すると、加西市本体の財政を破綻させ

ない範囲内でしか、加西病院への繰り出し（赤字補填）

はできません。

　そのような状況も考慮しつつ、改革プランの策定を

待って、市長として、加西病院の経営方針を決定した

いと考えています。

　市民の皆様に是非ご理解いただきたいのは、加西病

院が担っているのは「急性期医療」であるということ

です。コンビニ感覚で夜間救急を利用されては、医師

の過重労働になります。また、急性期治療が終わった

患者さんには退院してもらい、後は、在宅や施設での

慢性期医療に移っていただくのが、我が国の医療の仕

組みです。そうしなければ病院経営が苦しくなるよう

に、国が医療制度を決めているのです。急性期の医療

が終わった患者さんを病院が「追い出す」訳ではなく、

医療の内容に応じて医療機関が治療を分担する仕組み

となっていることをご理解ください。

　ところで、加西病院で十分治療ができるのに、都市

部の大病院での手術を希望する患者さんがいらっしゃ

るようです。これでは病院職員の士気は削がれ、手術

患者の減少は、いずれ加西病院からの医師の引き揚げ

につながります。かつて加西市内の出産総数の 3分

の 1しか加西病院での分娩がなかったため、産婦人

科医がいなくなったのと同じ事態が起きるかもしれま

せん。どうか、加西病院で治せる病気は、加西病院で

治すという意識をもってください。

　約 2万 8 千人の署名を受けて、産婦人科の廣瀬先

生に着任願い、マタニティセンターをオープンしまし

た。広々とした快適な個室で、食事も豪華で美味しい

と評判です。

　今後、県立加古川病院や姫路医療センターが整備さ

れると、加西病院にとって一層経営環境が厳しくなる

のではないか懸念しています。

　どうか、市民の皆様には、加西病院を適正に利用し

ていただくようにお願い申し上げます。　
（ 市 長 ）

【問合・申込先】
加西病院 病院経営推進室
☎422200
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社会を支える地道な活動と功績をたたえ  加西市から２名が受賞

　　　　　藍綬褒章（保護司）
　　　　　後藤　栄一  さん（６５）　
　　　　　　北条町東高室

「みんな必ず良いところがある。それをしっかり
見てあげたい。」
　西福寺の住職を務めながら、保護司の活動を約
25 年続けられています。現在は、北播保護区保
護司会の会長として、地域の関係機関と連携し犯
罪予防に尽力されています。
　保護司は保護観察を受けている人と関わり，社
会復帰の手助けをする仕事。
　「私たちの仕事は縁の下の力持ち。社会的責任
を持って仲間の保護司と共にコツコツと続けてい
きたい。」と誠実に使命感を語られました。

― 春の叙勲・褒章 ―

「少年との心のつながりが大切。信頼関係を築く
ことが大事でした。」
　法務教官として 34 年間、非行に走った少年た
ちの矯正教育に携わってこられました。
　木彫指導や農耕作業を通じて、一つのものを創
り上げる「創造の喜び」を少年たちに感じとって
もらう教育に取り組まれました。
　「職業としてまじめに取り組んだだけですが、
賞をいただいたからには、それに恥じない生活を
していきたい。」と朗らかに話され、背筋をまっ
すぐ伸ばされました。

　　　　　瑞宝単光賞（元法務教官）
　　　　　玉置　悟  さん（６７）
　　　　　　東長町
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　税源移譲により所得税が減額となった影響で、これ

まで所得税から控除できた住宅ローン控除が減り、所

得税から控除しきれない額が発生した場合に、翌年度

の住民税（所得割）から控除できるようになりました。

【問合先】　税務課税制係　☎428712

１．損害保険料控除にかわり地震保険料控除が創設されます。

　これまでの損害保険料控除が廃止され、平成 20 年度分の住民税から新たに地震保険料控除が適用されます。

　損害保険料控除の廃止に伴う経過措置として、平成 18 年 12 月 31 日までに締結した一定の長期損害保険契約に

ついては、従来の損害保険料控除が適用されます。

○控除額等

区　　分 年間の支払保険料の合計額 控　　除　　額

地震保険料
５０，０００円以下 支払い保険料の２分の１

５０，０００円超 ２５，０００円

長期損害保険料

５、０００円以下 支払保険料の全額

５、０００円超１５、０００円以下 支払保険料の２分の１＋２，５００円

１５，０００円超 １０，０００円

地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合 合計して上限　２５，０００円
※長期損害保険部分は上限１０，０００円

２．住民税からも住宅ローン控除ができる
　　ようになりました。

対象者

平成 11 年から平成 18 年末日までに入居し、所得

税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受

けている方（控除申告書の提出を済まされている方

に限ります。）

控除額

次の①又は②のいずれか小さい額から、③を控除し

た額

①年末時点における住宅ローン控除可能額

②住宅ローン控除を控除する前の税源移譲前の税率

　による所得税額

③住宅ローン控除を控除する前の税源移譲後の税率

　による所得税額

　平成 17 年 1 月 1 日現在で 65 歳以上（昭和 15 年 1

月 2 日以前に生まれた方）で前年の合計所得金額が

125 万円以下の方には、平成 17 年度までの住民税を

非課税とする措置が取られていましたが、納税者の世

代間及び世代内の税負担を公平にするという観点か

ら、この措置が廃止されました。

　これに伴って、平成 18 年度分から段階的に廃止す

る経過措置が設けられていましたが、平成 20 年度か

らは完全に廃止されます。

３．老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置
　　が終了します。

１８年度 税額の３分の２を軽減（３分の１負担）

１９年度 税額の３分の１を軽減（３分の２負担）

２０年度 軽減措置の廃止（全額負担）

―税に関するお知らせ１―  平成２０年度の市・県民税の改正点

　平成 20 年度の市・県民税については、次の点が改正されます。

―税に関するお知らせ２―  税源移譲に伴う年度間の所得変動に係る経過措置

　平成 19 年に行われた税源移譲は国（所得税）と地方（住民税）の税率を変更するものです。ほとんどの方は、

所得税が減額となり、住民税は増額となりましたが、合計の税負担額は変わりません。

　しかし、平成 19 年中に退職等の理由により所得税がかからなくなった場合は、所得税減額の恩恵がなく、住民

税のみ増額されることになります。

　このような方については、既に納付済みの平成 19 年度分の住民税（市・県民税）から、税源移譲により増額と

なった住民税相当額を還付します。

平成１９年度分市・県民税の還付について

対象者

次の①と②の要件を両方満たす方です。

※課税所得金額とは
　前年中の所得金額から所得控除額を控
除した後の金額です。

※人的控除とは
　所得控除のうち、基礎控除、扶養控除、
配偶者控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除・
勤労学生控除など、人の基本的生計費に
着目した控除をいいますが、所得税と住
民税ではその金額が異なります。

減額する額

　平成 19 年度の合計課税所得金額（課税総所得金

額、課税退職所得金額、課税山林所得金額）につい

て以下のアからイを差し引いた額を減額します。

　ア．税源移譲後の税率を適用して調整控除を行っ

　　　た後の税額

　イ．税源移譲前の税率を適用した税額

　減額する額　=　（ア）　－　（イ）

【問合先】　税務課税制係　☎428712

　① 平成 19 年度分の住民税課税所得金額（申告分離課税分を除く）

　　　　　　　　　＞　所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

　② 平成 20 年度分の住民税課税所得金額（申告分離課税分を含む）

　　　　　　　　　≦　所得税と住民税の人的控除額の差の合計額

【問合先】　収納課　☎428714

手続き等

　所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申

告が必要になります。

　平成 20 年 7 月 1 日（火）から 31 日（木）まで

の間に、平成 19 年 1 月 1日現在お住まいの市町村

へ「平成 19 年度分　市町村民税・道府県民税　減

額申告書」を提出してください。「減額申告書」は

市のホームページからもダウンロードできます。

　なお、加西市では、平成 20 年度分の市・県民税

の課税資料を基に、この制度の適用を受けられる可

能性のある方々に対しては、6月中旬以後に直接通

知する予定です。

平成２０年度市税等納期限一覧表

平成
20 年度

市
・
県
民
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険
税

介 く
護 普
保 通
険 徴
料 収
く 分

H20　4/30 全期
1期

H20　6/2 全期

H20　6/30 全期
1期

H20　7/31 2 期 1 期 1期

H20　9/1 2 期 2 期 2期

H20　9/30 3 期 3 期

H20　10/31 3 期 4 期 4期

H20　12/1 5 期 5 期

H20　12/25 3 期 6 期 6期

H21　2/2 4 期 ７期 ７期

H21　3/2 4 期 ８期 ８期

※平成 20 年度　軽自動車の納期限は
　　　　　　　6月 2日（月）です
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　加西市では、中川市長方針を受けて、誠意のない滞

納者に対しては、徹底した財産調査・実態調査を実施

し、預貯金・給与・生命保険等の債権を中心に厳しく

差押を行ってきました。

　特に収納課を設置した平成 18 年度からは、差押件

数でそれまでの約 3倍、換価（差押により税金に充当

すること）金額でそれまでの約2倍となっています（グ

ラフ参照）。徴収率向上への強い姿勢が市民のみなさ

んにもご理解していただけると思います。

　また、新たな取り組みとして、平成 19 年度はイン

ターネットオークションを活用した動産の公売を行

い、18 点の動産を差押し（落札されたのは 17 点）、

約 31 万円を税金へ充当することが出来ました。

【問合先】　収納課　☎428714

１．自主納付の推進

　税金は、定められた期限（納期限）までに、納税者

のみなさんに自主的に納めていただくものです。加西

市では、この納税本来の姿である自主納税を推進して

います。

　平成 20 年 2 月より、市のホームページより口座振

替納付依頼書をダウンロードできるサービスを開始

し、さらに 6月より税金の納付書に口座振替納付依

頼書を同封する等、申請手続きを簡素化することによ

り、納税の簡素化と利用者の利便性を図っていきまし

た。

　既に始めた上下水道料金のコンビニ収納に加えて、

今後は税金のコンビニ収納等により、納付方法の拡大

を図り、さらに自主納税を推進していきます。

２．滞納整理の取り組み

差押実績（グラフ）

　長寿医療制度に該当される方には、既に後期高齢者

医療被保険者証（保険証）が 1人に一枚交付されて

います。

　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。

　被保険者証を紛失され

た場合は、国保健康課に

申請をしていただければ

再交付をいたします。

被保険者証（保険証）はお持ちですか？

―税に関するお知らせ３―   自主納付の推進と滞納整理

　税金は、行政サービスのための大切な財源です。納税は国民の義務であり、本来、自主的に納めなければならな

いものです。再三の催告・督促にもかかわらず、残念ながら悪質な滞納者は後を断ちません。しかし、このような

現状は、税負担の公平性の面からも放置するわけにはいきません。

　加西市では、税収の確保と公平徴収の実現に向け、平成 18 年度より収納課を設置し、徴収率向上と滞納処分の

強化を行ってきました。

　昨今、定率減税の廃止や高齢者優遇税制の廃止等に

より、税負担が増加する中、自主財源の主役を担う税

収を確保することが、一層困難になると予想されます。

　今後も滞納整理の取り組みをより一層強化し、適正・

公平な税務行政を推進する必要があります。

　具体的には、従来の債権等の差押、動産の差押・公

売に加えて、消費者金融に対する過払金返還請求権の

３．今後の取り組み

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）が始まりました。

　後期高齢者医療保険料は被保険者全員が納めます。

特別徴収 普通徴収

納付方法 年金から
あらかじめ徴収

納付書・口座振
替で個別に納付

開始時期 平成２０年４月
支給の年金から

平成２０年７月
から

　　　　　　　　　　　　※原則、特別徴収となります。

　保険料額の決定通知については、平成 20 年 7 月に

被保険者の方全員に送付いたします。

　尚、後期高齢者医療保険料と国民健康保険税の二重

払いはありません。

保険料の納付開始時期について

○ 75 歳以上と 74 歳以下で受けられる医療に違いは

ありません。加えて長寿を迎えられた方々が、できる

だけ自立した生活を送ることができる「生活を支える

医療」が提供されます。

　・自らが選んだ「高齢者担当医」が心と体の全体を

　　診て、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続

　　して関わる仕組みを導入します。

　・「在宅でも安心して生活できる」よう、医師の訪

　　問診療や訪問看護など在宅医療を充実します。

○ 医療費の 5割に「公費を重点的に投入」するとと

もに、若い世代の加入する医療保険から 4割を仕送

りし、「高齢者の医療費を国民皆でしっかりと支える

仕組み」です。

長寿医療制度は、７５歳以上の高齢者の医療費を国民全体で支える仕組みです。

○ 高齢者ご自身の保険料は、トータルで従来と同水

準の 1割です。若い世代の方々の負担だけが重くな

ることがないように、高齢者の方々にも、お一人おひ

とりの所得に応じて公平に保険料の負担をお願いしま

す。なお、高齢者ご自身の保険料は、原則として年金

からお支払いいただくこととします。これは、ご自身

に「金融機関の窓口でお支払いいただく等の手間をお

かけしない」ためです。

【問合先】　国保健康課　☎428721

差押、不動産・自動車等の差押・インターネット公売

を計画しています。

国民健康保険からのお知らせ
４月１日からの人間ドック・脳ドックなど受診費用の助成にご注意ください！

①平成 20 年４月から始まった後期高齢者医療制度の創設に伴い、75 歳になると国民健康保険の資格を喪失

　します。そのため、資格喪失後の人間ドック等の受診は、助成の対象外になりますのでご注意ください。

②平成 20 年４月から、健診・保健指導に関する法律が改正されました。

　人間ドックの受診助成を受ける場合は、受診結果の提出もお願いすることになります。

※尚、人間ドックは、町ぐるみ健診や医療機関健診における基本健診の健診項目を含んでいますので、人間

ドックの助成を受けられる方は、一年間で両方とも受診することはお止めください。
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南産業団地で操業中の㈱ゼンショー
の食品工場を視察する中川市長（中央）　▶ 1110

KASAI データバンク 人口／ 49,496（－ 53）　世帯数／ 16,905（+25）
男／ 24,007（－ 14）　女／ 25,489（－ 39）　
4 月の出生数／ 23 人　　死亡数／ 44 人

H20.4.30 現在（前月比）

　北条鉄道の法華口駅（東笠原町）で、屋根瓦のふき替え作業が行われ
ました。同駅の屋根は、平成 16 年 9 月に発生した台風 16 号・18 号に
より屋根の一部が破損。財政難のため修理ができず、これまでビニール
シートに覆われていました。費用と環境に考慮し、瓦はリサイクル品を
使い、作業は北条鉄道の社員・市職員・ボランティアが行いました。

法華口駅「屋根瓦のふき替え」

　4 月 13 日、古法華の春祭りが古法華自然公園内の古法華寺（石仏ア
トリエ館横）で開催されました。白鳳時代に造られた日本最古の石仏（国
指定文化財）のご開帳、神楽（浦安）の舞や、無病息災・家内安全を祈
願しての大護摩供養などが古式ゆかしい衣装の巫女や山伏の皆さんによ
り執り行われました。

古法華の春祭り

　北条まちづくり協議会では、このたび北条小学校の子どもたちが作っ
た五百羅漢の版画を使い、絵はがきを作製しました。絵はがきになった
のは、6 年生 20 人が 5 年生の時に作った版画。様々な表情の石仏が多
彩な色合いで生き生きと表現されています。
　同協議会は絵はがきを通じて、子供たちにふるさとの風景を再発見し
てもらい、少しでも町の活性化に繋げたいと期待しています。

五百羅漢の絵葉書

　加西市内の産業団地に立地する企業が、良好な生産環境を保全し、新時代の産
業団地の形成に努めることを目的に、加西南産業団地連絡協議会と加西東産業団
地連絡協議会が各々設立されました。現在、契約済み企業を含めると、南産業団
地には17社が、東産業団地には14社が入居しており、立地率はともに78％となっ
ています。

新時代の産業団地をめざして

　加西市は、関西大学との間で、教育・文化の振興や人材育成など、さ
まざまな分野で相互に協力することで合意し、4 月 16 日、地域連携協
定を締結しました。
　調印式では中川市長が、市民にわかりやすい公会計の導入、ＣＯ 2 削
減に向けた環境対策、ふるさと振興のための新たな地域活性化策などに
ついての協力を依頼。今後、活力ある地域づくりための具体的な取組み
を進めていきます。

関西大学と地域連携協定を締結

　5 月 1 日、地域全体の「子育てしやすいまちづくり」を目指して、宇
仁校区の皆さんのボランティアによる幼稚園児の預かり保育がスタート
しました。
　約 40 人の地域のボランティアが一日 2 ～ 3 人の当番制で宇仁幼稚園
の遊戯室を借り実施します。子どもたちは最初、ボランティアの皆さん
に照れくさそうでしたが、すぐになじみ、元気いっぱいに遊び始めました。

宇仁校区でボランティアによる預かり保育スタート！

　第 80 回選抜高校野球大会に、東洋大学附属姫路高等学校の三谷大希君（北
条町出身）が出場しました。3 回戦も大いに活躍し、4 強進出を果たしました。
現在、夏の大会に向けて、猛練習中です。

三谷 大希 君　春の甲子園に出場

▲  屋根瓦吹き替え中の法華口駅

▲  巫女さんによる神事

▲  １セットは５枚入り。羅漢寺等で販売中

▲ 加西南産業団地連絡協議会設立総会。
　 会長の小谷氏

▲ 加西東産業団地連絡協議会設立総会。
　会長の森川氏

▲  関西大学で行われた調印式。河田学長（右）

　4 月 7 日、青年海外協力隊員の獣医師としてフィリピンに派遣されていた
小路亜紀さん（東剣坂町）が帰国、市長を表敬訪問されました。2006 年 3 月
28 日から二年間、酪農開発強化プロジェクトの一環として、同国の牛乳の生
産量と質の向上に貢献されました。小路さんは「いい牛乳は いい草作り いい
土作り」などと、酪農について談義しました。

青年海外協力隊　帰国後の表敬訪問

▲　フィリピンの酪農について語る小路さん

▲  ボランティアの皆さんにあいさつする園児たち

打席に立つ三谷 大希 君　▶

　4 月 23 日、中川市長と八巻教育長は、渡海
文部科学大臣を訪ね、加西市の公教育の現状
や、学校・給食センターなどの施設建て替え
などについて要望しました。
　同日、池坊副大臣や井上衆議院議員にも同
じ要望書を届け、バックアップをお願いしま
した。

文部科学大臣へ要望

▲  渡海文部科学大臣（中央） ▲  井上衆議院議員（左）

　北条東小学校が平成 20 年度の読書活動優秀実践校として文部科学大臣表彰を
受賞しました。文部科学大臣賞を受賞した小学校は全国で 76 校ですが、兵庫県
では唯一の受賞となりました。

平成20年度  読書活動優秀実践校表彰

表彰状を持つ本玉校長　▶

　4 月 27 日、森林基幹道笠形線の開通記念碑除幕式が市川町内の現地
で執り行われました。昭和 51 年着工以来、32 年の歳月を経て全線開通。
地元としては、不法投棄の場とならないよう、しっかりと活用していく
ことを確認しました。

森林基幹道が開通

▲   基幹林道笠形線開通記念除幕式典にて
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（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、キリン堂加西古坂店、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、萬寿屋酒店、吉田教材（富合地

区）高見商店、農協営農生活センター、吉田石油店、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、（株）工和自動車（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）市役所環境創造
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　　　　　　　　　　　　（50 音順・4/21 現在）

★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。

指定ごみ袋は次の取扱店で販売中です

【問合先】  資源リサイクル課　☎460401
　　　　 クリーンセンター　☎460401・460602

★指定ごみ袋取扱店については随時受付中です。

― クリーンセンターからのお知らせ ―

【問合・申込先】　
〒675-2395加西市北条町横尾1000番地
生活環境部 環境創造課 環境管理係
☎426620　℻  426269
E-mail：kankyo@city.kasai .hyogo. jp

　市では、市民の方一人ひとりが環境に対する理解を高
め、取組を進めることができるよう、また地球温暖化防
止やごみ減量など環境に関する活動の輪が広がることを
期待して、「かさいエコカレッジ」を開講します。
　多くの皆さんのご参加をお待ちしています。
講座内容：初年度である今年は、“環境問題の基礎を学ぶ ”
をテーマにフィールドワークや施設見学等、バラエティ
に富んだ講座を予定しています。
講座回数：全 6回（7月～ 2月中旬にかけて）
受講資格：環境について関心のある方
受講料：無料
募集期間：5/15（木）～ 6/16 日（月）

「かさいエコカレッジ」を開講します。
　一般家庭を対象に地球温暖化を防ぐために「エコライ
フを始めてみませんか。」をテーマにエコチェックファ
ミリーの募集を行います。
　各家庭で電気やガスの使用実績を月毎にまとめ、温室
効果ガスの削減目標値を決めていただき、目標達成でき
るよう取り組んでいただきます。
応募資格：市内在住の方
募集期間：5/ 15（木）～ 6/16（月）
その他：具体的なエコチェックファミリーの取組につい
ては、応募されたご家庭に説明させていただきます。

「エコチェックファミリー」を募集します。

　市では、地域資源の活用による、循環型社会の形成や
自然環境の保全に取り組んでいくために、新エネルギー
の導入を検討しています。
　ビジョン（計画）を策定する委員会の委員（12 名程度）
のうち 3名を公募いたします。加西市の新エネルギー政
策について関心と熱意のある方の積極的な応募をお待ち
しています。
応募資格：市内在住・在勤の方
募集期間：5/15（木）～ 6/16（月）
課題：「加西市が目指す新エネルギー政策」について
800 字以上の論文を提出してください。（様式自由）
その他：策定委員会は、7月から 1月にかけて 4回開催、
1～ 2回の視察を予定しています。委員会は平日の昼間
に開催します

「加西市新エネルギービジョン策定委員会委
員」を募集します。

【応募方法】
　住所・氏名・年齢・性別・職業・電話番号(携
帯可)・FAX番号・メールアドレスを明記の上、
申込先まで直接提出、郵送、FAX、電子メールい
ずれかの方法でお申込ください。
　「加西市新エネルギービジョン策定委員会委
員」の応募については、論文を提出してください。
　応募に際しての様式は問いません。
　すべての応募用紙は加西市のホームページか
らダウンロードできます。

環境問題  いっしょに考えましょう
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　旧国鉄から第三セクターとなって以降、毎年3,000

万円以上の赤字をタレ流してきた北条鉄道ですが、平

成19年度決算額は 1,520万円の赤字となり、赤字幅を

半減させることができました。平成18年度に策定し

た北条鉄道再生計画では、3年以内に赤字を半減させ

る目標を立てていましたが、計画より 1年前倒しで達

成できることとなりました。

　かつては 30万人を切った年間乗客数が、18年度に

は 31万1千人、19年度は 32万4千人と約4.2％増えま

した。また、記念乗車券、オリジナルグッズ、イベン

ト列車の運行、事務所の賃貸などにより、売上げが増

加しました。さらに、これまで外注していた線路の枕

木交換や駅前広場の清掃などを、職員自ら行うことで

経費削減を図っています。

　一方、ボランティア駅長の活動に刺激され、一般市

民の鉄道存続のための意識が高まり、駅の清掃、花壇

の世話、各種イベントの手伝いをしてくださっていま

す。鉄道職員が知恵を出し、汗を流して経営努力する

ことに加えて、ボランティアや市民も北条鉄道を支え

るという考え方が、地域にも浸透し、鉄道の活性化に

つながってます。

　なお、駅長ボランティアは第2期目となり、本年度

からは 35名（市内の応募者15名）が活躍されています。

【問合先】　経営戦略室　☎428700

北条鉄道株式会社の業績が改善しています。

　北条町駅に展示中の消防自動車の愛称を募集したと

ころ、324点もの応募がありました。

　審査の結果、消防車の名前は富田保育所の古角歩未

さん命名の「かさい  消し太郎」と決定しました。

　今後、北条鉄道の新しいキャラクターとして、早く

皆さんに親しみをもってもらうためにも、イベント等

ではきっと活躍してくれることでしょう。

【問合先】　経営戦略室　☎428700

消防車の名前が決まりました！！ 『 かさい  消し太郎 』と呼んでください！

　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ためには、

　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

　　入する。

という三つの方法があります。

共同受信施設のオーナー・管理者の皆さまへ

　集合住宅や受信障害対策で共同受信施設を引き続き

利用される方は、設備の改修が必要になる場合があり

ます。

　設備改修に関して、国および市から補助制度があり

ます。共同受信施設の改修をお考えのオーナー・管理

者の皆さまは、一度下記までご相談ください。

【問合先】　経営戦略室　☎428700

地上デジタル放送　共同受信施設の改修に補助金制度があります！

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

▶

▲4/26 に開催されたステーションマスター（ボランティア駅長）会議
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講座・イベント

　介護者どうしの仲間作りやそれぞ
れの立場での思いを語り合える場を
一緒に作りませんか？
日時：5/28（水）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館2階創作室
定員：30名　
参加料：無料
申込先：第二サルビア荘在宅介護支
援センター☎458922
※申込は 3日前まで。空きがあれば
当日可。

家族介護教室
『心と体の健康管理について』

　お母さんの息抜き手伝います。
　「私の時間」づくりをしてリフレッ
シュ・ママに！
日・場所：6/5（木）泉第一保育所
　　　　　7/10（木）宇仁保育園
時間：10:00 ～ 11:30
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども　　
募集人数：各 8 組
費用：1 日傷害保険料 100 円程度
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集

日時：6/7（土）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階 多目
的ホール
講師：男女共同参画学習アドバイ
ザー　清水　英子さん
定員：80 名　参加費：無料
問合先：南部公民館☎49 0041

人権セミナー「女性と人権」

　約1300年前に書かれた播磨風土
記によると、現在の北条付近は三重
の里と呼ばれていました。駒塚、向
山、女鹿山等をめぐり、先人たちが
どのような歴史をたどってきたの
か、その足跡を見つけたいと思います。
日時：6/28（土）9:20集合 小雨決行
場所：観光案内所（アスティアかさ
い正面玄関前）（当日参加可）
参加費：300円（保険料、諸経費）
問合・申込先：観光まちづくり協
会（観光案内所）℻  ・☎428823

ふるさと再発見ハイキング 
播磨風土記「三重の里」探訪の旅

　PFI（プライベート・ファイナンス・
イニシアティブ）とは、民間の資金・
経営能力・技術力を活用し、公共施
設等の設計・建設・維持管理・運営
を行う事業方式です。
　加西市でも PFI 方式で学校や給食
センターなどを整備・運営すること
を検討中です。
　今回は、先進自治体 山形県東根
市（学校給食センター、消防署等に
PFI 導入）から講師を招き、研修会
を開催します。市民の皆様、企業の
皆様もふるってご参加ください。
日時：5/22（木）13:30 ～ 15:30
場所：市役所多目的ホール
講師：東根市総務部プロジェクト推
進課　黒田課長
演題：PFI 事業の実践例、実施自治
体に学ぶ（仮題）
申込・問合先：総務課☎42 8702

ＰＦＩ研修会日時：6/14（土）13:30 ～ 15:00
場所：南部公民館 2 階  農事研修室
テーマ：認知症の早期発見と対応
講師：市立加西病院
精神科部長　岡村　健二　先生
定員：80 名　参加料：無料
申込先：南部公民館☎49 0041

南部公民館「健康セミナー」

　畑仕事の好きな人、クラフトが好
きな人、かわいい花が好きな人、お
蕎麦が大好きな人、いろんな事やっ
てみたい人集まれ！
綿つくり隊

活動内容 活動時期

栽培

種まき ６月

間引き ７月

摘心 ７月

収穫 ９～１０月

体験

綿繰り

６～１２月
糸つむぎ

手織り

作品展示

そばつくり隊

活動内容 活動時期

栽培
種まき ８月

収穫 １０月

体験
粉ひき

１１月
そば打ち

活動日：活動時期の土曜日か日曜日
の半日
場所：玉丘史跡公園古代体験田手づ
くり庵
定員：各隊とも 30名（先着順）両隊
同持参加も可能です。　
参加料：材料費のみ（1,000円程度）
申込方法：電話・FAX・e-mail
申込先：加西市教育委員会市史・文
化財室☎427524　℻  431803
e-mail  shishi@city.kasai.hyogo.jp

『綿つくり隊・そばつくり隊』
隊員大募集！

日時：5/25（日）10:00 ～ 15:00
場所：青野原駐屯地
内容：記念式典、観閲行進、訓練展
示、装備品試乗・展示等
問合先：青野原駐屯地広報班
☎ 0794 66 7301

青野原駐屯地
創設32周年記念行事

　加西市さつき同好会の皆さんを中
心に丹精こめて育てた、さつき盆栽
と山野草を展示します。
日時：5/30（金）9:00 ～ 19:00
　　　5/31（土）9:00 ～ 19:00
　　　6/  1（日）9:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階 交流
プラザ
申込先：北部公民館☎45 0103

第40回加西市さつき展
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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

イベント情報
テーマ　「土となかよし」
ねひめキッズの畑にサツマイモのつるさしをしませ
んか？！一緒に土となかよしになろう！
と　き　6/14(水）　10時30分～ 11時30分

すくすくひろば＋かんがるーひろば
お子さんの身体測定をします。大きくなったかな？
測りにきてね。妊婦さんも一緒にお話しましょう！
と　き　6/17（火）　10時30分～ 11時30分

　子育て真っ最中のお父さんお母さん、仕事が遅くな
って子どもを迎えに行けない、病院へ行きたいが子ど
もを連れて行けない等、困られた時はありませんか。
　加西市では、そのような時にお子様をお預かりす
るファミリーサポートクラブがスタートしました。
　入会してご利用ください。また、預かっていただ
ける方もお申し込みください。

加西市ファミリーサポートクラブ活動開始 !!

○女性のためのパソコン講座
日時：ワード　　6/4（水）6/5（木）6/6（金）
　　　エクセル　6/11（水）6/12（木）6/13（金）
　　　いずれも　午前 9時～正午
場所：アスティアかさい３階OAルーム
対象：再就職をめざす女性で各コース３回とも受講
できる方。
資格：パソコンのキーボードから文字が入力できる
こと。マウス操作ができること。
定員：各コース 12 名
受講料：無料  ★一時保育あり（無料：1歳 6ヶ月から）
申込：電話・FAX にて
申込期間：5/20（火）～ 5/25（日）※抽選します。

男女共同参画センター講座案内

ストリートダンスイベント
CROSS CULTURE 2008
　子どもから大人まで総勢 30 組が
出演するストリートダンスイベント!!
　当日は（社）加西青年会議所 40
周年を記念してつくられたオリジナ
ル舞台【NEHIME　St’ory】も上演。
（入場無料）
日時：6/8（日）18：00 ～ 21：30
場所：交流プラザ
主催：登録団体 Do-it

登録団体ニュース !!
今年度から地域交流センターに登録
いただいた市民グループ『加西ねひ
めーず』さんよりキッチンルーム用
の電子レンジを寄贈いただきまし
た。
≪今月の注目スポット≫　
キッチンルーム（31㎡）
ＩＨ調理器、レンジなど各種調理器
具がそろっています。子供や車椅子
の方でも利用できるように高さを調
節できる調理台もあります。

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料

〔FILM〕5/24（土）10：00～　
「クイック・チェンジ」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔CUE !〕5/23（金）19：30～　
『父親たちの星条旗』
監督：クリント・イーストウッド
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　現在、小児慢性特定疾患医療受給
者証を交付されている方で、平成
20年8月1日以降も引き続き交付を
希望される方は、更新申請の手続き
をお願いします。
対象者：8月1日以降も引き続き医
療受給者証の交付を希望される方
（8月1日時点で満20歳未満の方で一
定の医学的基準を満たす方、詳しく
は主治医にご相談ください。）
申請受付期間：5/1（木）～ 6/30（月）
問合先：加西健康福祉事務所
☎420266

小児慢性特定疾患医療受給者
証の更新申請の手続き

　加西市では、心身に障害のある児童が施設・各種学校等へ通学・通所（園）・
寄宿される際の費用に対して援助をおこなっています。また、通学・通所（園）
に介護者が必要と認められる場合には、あわせて援助金を支給します。
支給限度額

学年等
対象者

幼・小中学部 高等部

通学・通所（園）児童 ５，０００円／月 ２，５００円／月
寄宿舎への入所児童 ３，０００円／月 １，５００円／月
付添の保護者 ５，０００円／月 ２，５００円／月

※当援助金は「通学・通所（園）・寄宿」に要する費用を援助するものであ
るため、往復ともスクールバス利用者や自転車通学、入院中などの児童は
該当しません。
問合先：こども未来課☎42 8726

特別支援児童就学・通所（園）援助金について

　加西市では、市内中小企業の方へ事業資金融資のあっせんを行っていま
す。保証料の 20％及び利子の一部を市が負担しますのでご利用ください。
融資対象：市内に 1年以上事業所を置く中小企業の方。
　　　　　兵庫県信用保証協会の保証対象事業に該当するもの。
融資の内容

資金使途及び
限度額

運転資金 ８００万円
最高限度額
１，５００万円

設備資金 １，０００万円
公害除去資金 ５００万円

融資利率 年１．６％（ただし、０．４％を市が利子補給を行う。）

貸付期間
５００万円以内 ５年以内 うち据置期間

６ヶ月以内で可５００万円超 ７年以内

その他
兵庫県信用保証協会の保証要
（ただし、保証料の２０％を市が負担する。）

取扱金融機関
但馬銀行加西支店　　　　みなと銀行加西支店
姫路信用金庫加西支店　　播州信用金庫北条支店
但陽信用金庫加西支店　　兵庫県信用組合加西支店

問合先：地域産業課☎42 8715

加西市中小企業事業資金融資

平成19年度みどりの募金総額　715,711円（家庭募金・職場募金・学校募金）
収入
加西市への交付金 ３５７，０００円 募金額の１／２

支出
事　業 費　用 内　容

緑化事業苗木購入費
緑化管理資材購入費
会議費
事務費（需要費・通信費）

４９，２３７円
２８９，３５０円
２，４００円
１４，６２０円

学校・地域に苗木・肥料配布
学校に緑化管理資材貸与
お茶代
封筒・旅費・振込み手数料

合計 ３５５，６０７円 （差引残高 1,393 円）次年度へ繰越

問合先：農政課☎42 8741

平成19年度加西市緑化推進委員会事業及び決算報告

　

  

６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

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）、地目/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）、地目/宅地、面
積219.59㎡、木造瓦葺平屋建
売却の方法：一般競争入札
入札参加資格：個人又は法人で、成
年被後見人、被保佐人、被補助人及
び破産者で復権を得ない者以外の者
入札に関する告示：市立加西病院に
告示、ホームページに掲載中。
　購入を希望される方は、必ず内容
を確認のうえ、5/22 までに下記問
合先まで入札関係の資料を取りに来
て下さい。（その時に簡単な説明を
行います）
入札日：5/29（木）
問合先：市立加西病院用度管理課
☎42 2200

市の土地・建物を処分します
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くらし

　　高齢者が安心して自立した生き
がいのある生活を送れるように、ま
た、介護が必要になった方に福祉や
介護保険のサービスを円滑に提供す
るために、3 年間を１つの期間とし
て介護サービスの内容や見込み量、
保険料の見直しなどを行い、事業計
画をつくります。
　計画を策定するにあたり、無作為
抽出により意識調査のアンケートを
配布しますので、記入にご協力をお
願いします。
調査期間：6 月中旬ごろまで
問合先：長寿介護課☎42 8788

高齢者意識調査にご協力を
　介護保険のサービスを受けられた
方に、利用状況をお知らせする「介
護給付費通知書」を送付します。利
用されたサービス内容、費用や自己
負担額などをご確認ください。通知
内容に間違いや不明な点があればお
問合せください。
通知内容：前年の 7 ～ 12 月分の介
護（予防）サービス利用状況
送付日：6 月中旬ごろ
問合先：長寿介護課☎42 8788

　

介護給付費通知書を送付

　赤十字は、多くの苦しむ人々が笑
顔を取り戻せるように、国の内外で
人道的活動を展開しています。
　赤十字の活動は、皆様からお寄せ
いただく寄付金等により支えられて
います。赤十字の活動にご理解いた
だき、活動資金へのご協力をお願い
します。
　いま、救わなければ。あなたのそ
の優しさを赤十字に。皆様のご支援
を心よりお待ちしています。
問合先：社会福祉課☎428724

「あなたの思いを赤十字に」
５月は赤十字運動月間です

　住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西農
業振興地域整備計画に係る農用地区域
からの除外申請を受け付けます。
受付期間：6/2（月）～ 6/13（金）
（土・日曜日除く）
問合先：農政課☎428741

農用地区域の除外申請を受け
付けします

　　毎年 5/31 は、世界保健機関（Ｗ
ＨＯ）が定める「世界禁煙デー」で
す。世界禁煙デーから１週間を「禁
煙週間」（ 5/31 ～ 6/6 ）と定めて、
さまざまな禁煙活動が各地で行われ
ます。
　加西市では禁煙週間に生活習慣病
予防教室（要予約）の実施や個別相
談（希望者）を行います。この機会
に禁煙について、みんなで考えてみ
ましょう！
問合先：国保健康課☎42 8723

５月３１日は世界禁煙デー！

　当日面接を希望される方は、必ず
履歴書を持参してください。
対象：新卒及び一般求職者
日時：6/18（水）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3階　交流
プラザ
問合先：加西市雇用開発福祉協議会
（加西商工会議所内）☎420416

合同就職面接会
市内十数社が求人

　勤労者の方を対象に、住宅の建
築・購入・増改築に必要な資金の融
資のあっせんを行っています。
対象：市内に 1年以上居住している
勤労者で（事業主及び家族従業員は
除く）同一事業所に 1年以上勤務し
ている方。又は、同一事業所に 3年
以上勤務している方。市内に自己
の住宅を建築・購入・増改築しよう
とする方。年齢が 20歳以上60歳未
満の方（但し、完済時に 76歳未満の
方）。市税を滞納していない方。取
扱金融機関の指定する保証機関の保
証が受けられる方。　
限度額：2,000万円以内
期間：35年以内
利率：固定金利型 年2.49％ (H20.4.1
～）、変動金利型 年2.16％ (H20.4.1
～ )※ただし資金交付時の金利が適
用されます
取扱金融機関：近畿労働金庫　北播
支店
問合先：地域産業課☎42 8715

加西市勤労者住宅資金融資

　平成20年度防火管理者講習会を
北播磨地区で開催します。
　受講希望の方は下記の要領でお申
込ください。
受講料：4,500円（甲種・乙種とも）
講習日：甲種7/10（木）11（金）の二
日間、乙種7/10（木）
講習会場：小野市伝統産業会館
申込日時：5/19（月）～ 6/20（金）
（土日を除く）8:30 ～ 17:00
申込先：消防本部予防課☎429119
※申込書は、加西市の HP でもダウ
ンロードできます。

甲種・乙種
防火管理者資格講習会

　楽しく栄養や健康について学び、
みんなで地域に健康づくりの輪を広
げていきませんか！。
期間：6月～ 12月の第2・4金曜日
午前　全15回
講習会場：社総合庁舎又は三木健康
福祉事務所
対象：家庭と地域の健康づくりに実
践意欲のある方（男女・年齢を問い
ません。）
内容：食生活を中心とした健康づく
りを目指し、栄養・運動・休養につ
いて仲間と楽しく学びます。
定員：各会場30名
参加費：無料（テキスト代・調理実
習費は実費負担）
締切：5/30（金）まで　先着順。
申込先：国保健康課☎428723

いずみ会リーダー養成講座
受講生募集！



　　　　　　　　　　　　　　　　　　  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）
■妊婦健康診査費の助成申請  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）
　※印鑑、市内に住民票があることが確認できる書類（免
　　許証等）をご持参ください。
　※母子健康手帳交付時に申請できます。
■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  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  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　　　　　　　　　  　　　　  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　　　　　　　　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）
■プレママ教室パート②（予約制）   午後1時～午後1時30分
　妊娠5ヶ月以降のママ等
　（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。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  は受付時間です

■人権相談　　　　　　　　　　　     午前10時～午後3時
　6月3日（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　　　　　　  　   午後 1時30分～午後3時30分
　5月22日（木）　北部公民館（☎450103）
　6月3日（火）、7月1日（火)  市民会館（☎428739）
■人権擁護委員による人権相談所　　   午前9時～午後4時
　毎週木曜日（休日を除く）　（神戸地方法務局社支局）
■心配ごと相談　　　　　　　       午後1時30分～午後4時
    6月12日（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■心配ごと・法律相談　　　　　　　　    午前9時～ 11時
　5月22日（木）　健康福祉会館（☎430303）
　6月26日（木）　健康福祉会館（☎430303）
■市民相談　　　　　　　　　　   午前8時30分～午後5時
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎428705）
■消費者相談　　　　　　　　　   午前8時30分～午後5時
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎428739）
■教育相談 　　　　　　　　　　　　  午前9時～午後4時
　月～金曜日　教育研修所（☎483993）
■青少年相談　　　　　　　　　　　  午前9時～午後5時 
　月～金曜日　青少年センター   （☎423723）
　（青少年の日常生活の諸問題等）
■養育相談　　　　　　　　　　　　   午前9時～午後4時
　月～金曜日　健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎426704）
    （0 ～ 18歳までの子どもをもつ保護者対象）
■母子相談　　　　　　　　　　　　   午後1時～午後5時
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎428726）　
　（母子に関する相談）
■ボランティア相談　　　　  午後1時30分～午後3時30分
　6月 5日（木）　アスティアかさい3階地域交流センター
　ボランティア市民活動センター（☎438133）
■こころのケア相談　　　　   午後1時～午後3時（要予約）
　5月28日（水）　加西市健康福祉事務所（☎420266）　 
　（精神科医師、保健師による専門相談）
■行政書士による無料相談　　　   午後1時30分～午後4時
　6月14日（土）　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）
　（農地の許可、相続等）
■身体障害者福祉相談　　　　　   午後1時30分～午後4時
　6月5日（木）　健康福祉会館（☎430303）
　6月12日（木）　農村環境改善センター（☎490041）
　6月19日（木）　北部公民館（☎450103）

相　談

休日のお医者さん
5月18日（日） 荒 木 医 院（北条町☎439711）
5月25日（日） 米 田 病 院（尾崎町☎483591）
6月  1日（日） 大 杉 内 科 医 院（北条町☎437931）
6月  8日（日） 横 田 内 科 医 院（中野町☎490067）
6月15日（日） おりた外科胃腸科医院（北条町☎420178）
6月22日（日） つ つ み 神 経 内 科（野上町☎452050）
6月29日（日） みのりクリニック（下宮木町☎498470）

★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）
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善意の花束 敬称略

■加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
   ◆供養預託
　   ○岡　繁美 ( 西上野町 )       　         100,000 円
　   ○堀井　清種 ( 網引町 )                 1,000,000 円
   ◆一般預託
　   ○株式会社　本陣　　　　               11,862 円
       ○軍恩連盟北条支部会員一同           56,429 円
　   ○牡丹　　　　　　　　　               20,000 円

乳 幼 児 健 診

※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。

18

訂正：4月号「おくやみ」喪主欄の「高見俊光」さん  は、「高見敏光」さん  の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

　健康で明るくいきいきとした社会
の実現に向けて保健福祉の推進・施
策など審議していただく委員を募集
します。
募集人数：2人以内　
資格：市内在住の 20歳以上で、保
健福祉の推進に関心を持っている方
報酬：規定により支給
任期：H20.7月から H22.6月末まで
協議会開催：会議(2時間程度)年2回
申込期限：6/13（金）
応募方法：自己PR・応募動機を 400
字程度にまとめて応募してくださ
い。
問合・申込先：国保健康課健康係　
☎428723

加西市保健福祉推進協議会及
び健康増進センター運営審議
会委員募集！

　

　「図書館をよりよくしたい、もっ
と魅力あるものにしたい。」そんな
思いをお持ちではありませんか？
　図書館協議会とは、皆さんのご意
見、ご提案を参考にしながら市民に
親しまれる図書館づくりを目指す組
織のことです。その委員の募集を行
います。
募集人数：3名（応募多数の場合は選
考）
任期：2年間
会議回数：年2回程度
応募格：20歳以上で市内在住の方
応募方法：所定の応募用紙に必要事
項を記入の上、図書館まで提出して
ください。
受付期間：5/16（金）～ 6/10（火）
問合先：加西市立図書館☎423722

加西市立図書館協議会委員を
募集！

募　集

　市内でもっと映画やドラマのロケが
行われると楽しいと思いませんか？ス
タッフになると、映画やテレビ番組の
ロケ班を呼び込むための活動をお手伝
いいただくことになります。
　映画やドラマの製作に興味のある
方、熱意のある方をお待ちしています。
募集期間：5/30（金）まで
応募資格：市内・市外問わず。
応募方法：Ａ4用紙に、①住所②氏
名③連絡先④年齢⑤映画やテレビ番
組製作に対する思いを書き、ＦＡＸ
または E-mail にて下記まで。
募集人員：定員15名
※エキストラの登録募集ではありま
せん。
問合・応募先：経営戦略室　ムービー
スタッフ募集係　
☎428700　℻  431800
E-mail：keiei@city.kasai.hyogo.jp

　（仮称）加西市ムービースタッフ
募集！

統計調査に協力していただく調査員
を募集します。
＜今年度実施予定の統計調査＞
住宅土地統計調査：9 ～ 10 月実施
工業統計調査：12 ～ 1 月実施
事務内容：調査票の配布と回収
対象：警察、選挙に関係のない 20
歳以上の方
募集期間：6 月末まで
報酬：3 万円程度（調査量や統計調
査の種別により異なります）
お申込み：総務課まで履歴書を提出
して下さい。（郵送可）
問合先：総務課☎42 8702

統計調査員募集

浅見文洋 66 浅見洋志 坂本
小田ひさよ 79 小田芳昭 鴨谷
森川道子 92 森川トモ子 鶉野
大西ちよこ 92 大西正義 下道山
藤原正二 89 藤原　均 上野
長谷川信夫 79 長谷川信昭 古坂1丁目

大寺澄子 81 大寺　勇 西剣坂
岡　壽江 90 岡　繁美 西上野
菅野昭一 66 名賀正信 古坂
河合とし子 84 河合則昭 田原
岩本久子 93 岩本廣司 豊倉
三宅　要 84 三宅正幸 中野
吉田正直 51 吉田俊明 北
松末文子 80 松末一幸 別府甲
内藤克己 82 内藤省伸 玉丘
市場芳松 88 市場秀明 中野
高橋敎男 79 高橋正明 和泉
西脇きみゑ 97 西脇靖弘 別所
内藤康資 59 内藤大滋 横尾
藤原　要 66 藤原健知 河内
佐藤公二 60 佐藤都模子 古坂
淺田こすゑ 94 浅田正彦 繁昌
小薮哲郎 51 小薮知子 栗田
黒田正男 62 黒田和伸 下芥田
三宅充美 87 三宅寛基 中野
髙見いつ子 85 髙見泰憲 古坂
佐伯　貫 87 佐伯文一 西笠原
富永昱美 76 富永義行 南町
横田みつ子 84 横田義宣 中野
吉田初男 92 増田敏幸 別府甲
能瀬松枝 85 能瀬　孝 殿原町
内藤こつね 93 内藤陽三 栗田
松本健三 61 松本聖二 福吉
西村津ね子 94 西村義和 栄
河本靖雄 66 河本久美子 山下
王子富美子 86 王子　博 西笠原
山口宗成 71 山口純史 本町
宮﨑はるゑ 84 宮﨑正利 下芥田
内藤忠雄 85 阿部繁広 横尾
玉置安雄 82 玉置ゑみこ 東長
森田一二三 73 森田一成 玉野
大賀貞子 74 大賀五郎 西谷

死亡者 年齢 喪主 町名

職種：保育士（フルタイム）2 名程度、
児童療育室保育士 1 名（原則 1 日 4
時間程度）
年齢：60 歳未満
受付期間：随時
提出書類：持参または郵送で①市販
の履歴書②保育士証の写し
問合先：総務課☎42 8702
※勤務時間・勤務内容等については
市ホームページに掲載しています

保育士の臨時職員を募集
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▶

【問合先】　ふるさと営業課　☎428740

　4月に新設された ｢ふるさと営業課｣。

　その仕事は、ふるさと「加西」の魅力を全国に売り込むこと。

　自然回帰が叫ばれる中、加西には貴重な観光資源や自然環境

が多く残っており、またおいしい野菜や米、それらを活かした

加工品もいっぱいあります。

　そんな加西を兵庫県内にとどまらず、全国の方に知ってもら

いたいとの願いから創設されたのが ｢ふるさと営業課｣ です。

　｢ふるさと営業課｣ は、加西の素晴らしい観光資源や物産に、

一人でも多くの方に触れていただくため日々奔走しています。

姫路菓子博で加西市を大いに PR！

　姫路で行われた全国菓子博覧会が大盛況のうちに終

了しました。加西市は、4/23 ～ 25 の３日間行政ブー

スとして出展し、加西の観光スポットや特産品の案内

を行いました。市内の各観光名所からは観光客が多数

流れてきたとの話も聞いています。

　今後も積極的に活動を続けていきますので、市民の

皆様も是非ご協力をお願いします。

こんな事業を考えています

　ふるさと営業課では、加西の魅力を全国に伝えてい

くとともに、豊かな地域資源を有効に活用した様々な

プロジェクトも準備中です。たとえば、

①そばを体系化した「加西そば大学」の開講

②加西の食材を使用した郷土料理の開発、市内料理店

　で統一メニューを展開（加西産大豆から、こだわり

　の豆腐づくり、加西産の小麦・そば・米などを製麺）

③旧市街地に町家レストランを開設し、地場の食材を

　使用した郷土料理の提供

④遊休農地を活用した観光農園や観光牧場、里山の下

　草刈り作業などを通した都市間交流、加西の広大な

　空間を活かした屋外型の美術展

⑤ため池の蓮を観光資源として活用（蓮の葉茶など）

⑥加西産ぶどうを使用したワインビネガーの開発、シ

　カ肉を使用したコロッケ、ハンバーグ、カレー、栗

　や柿や桑の実を利用した特産品づくり

熱いぞ！かさい！！ ～ふるさと営業課より～

▲　ふるさと営業課は市役所 4階です。

▲　姫路菓子博に出展した加西市のブース。
　　北条鉄道ボランティア駅長の制服を着てポーズをとる 
　　ふるさと営業課職員の吉川

▲「加西品質」のサイトは、加西市HP及び商工会議所HP
　 からご覧になれます。

　これら新事業をスタートさせたり、特産品開発のた

めには、何よりも市民の皆様の参画が不可欠です。

　現在、市では、大手企業と組んで都市住民に就農機

会を提供することを検討中です。遊休農地を賃貸して

くださる方、「ふるさと営業課」までご連絡ください。

　加西市の特産品や工業製品などを紹介する「加西

品質」サイトへのご登録を募集しています。自信を

持っておすすめできる加西の物産・製品と、「こだ

わり」などを紹介し、加西の頑張る人たちや企業を

応援します。

● ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp


