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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！


