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　「北条の宿はくらんかい」では、妙典寺の境内でオリ
ジナルの作品を展示販売する、オリジナルショップゾー
ン六斎市を企画しています。出店していただけるアーテ
ィスト・作家を募集しています。
　募集要項は次のとおりです。

※六斎市とは、「田舎なれど北条は都、月に六斎市がたつ」
という言い伝えをもとに名付けられました。

日時 :10 月 18 日（土）～ 19 日（日）  10:00 ～ 16:00

場所 : 妙典寺（加西市北条町北条）

応募資格：クリエイティブな方、北条の宿はくらんかい
を友人、知人に PRしてくださる方、10 月 18 日、19 日
に必ず出席できる方

募集内容：店舗区画２ｍ× 1.8 ｍにてオリジナルアート
作品の展示販売

オリジナル作品例：デザインＴシャツ、イラスト、デザ
イン画、写真、アクセサリー、オブジェ、雑貨、詩集、
オリジナル雑誌、お菓子等々（販売品目はすべてオリジ
ナル作品であること）

応募方法：募集期間内に規定の申込用紙に必要事項を記
入のうえ、下記までお申込みください。参加者について
は書類により事前審査を行います。（写真・カラーコピ
ー等は返却いたしません）

出店料：2,000 円

募集期間：6月 20 日（金）～７月 20 日（日）

オリジナルショップ「六斉市」出店募集！

【問合・申込先】
〒675-2395
兵庫県加西市北条町横尾1000番地
加西市ふるさと営業課　北条の宿はくらんかい担当
☎428740（電話受付時間は 8:30 ～ 17:15 です）
E-mail：furusato@city.kasai .hyogo. jp

特　集 北条のまちが大きく変わります
　古くから住吉神社や酒見寺の門前町として、また山陰と山陽を結ぶ商人の宿場町として栄えてきた北条のま
ちが、今、大きく変身しようとしています。
　北条地区の新しいまちづくりへの取り組みについてご報告します。

大型商業施設がこの秋オープン

　三洋電機北条工場跡地（北条町）で現在、大規模商業施
設の建設工事が着々と進められており、今秋にはオープン
する予定です。
　この大型商業施設の進出によって、商業圏域は拡大し、
加西市から流出している消費者を呼び戻す効果とともに、
近郊から沢山の買い物客を呼び込むことができると期待さ
れています。
　一方、既存商店街の活性化策としては、県のまちなか商
業再生化事業も活用し、商業施設とまちづくり施策が一体
となった支援策を展開、中心市街地である北条地域の魅力
を高めていきます。
　アスティアかさいは、市街地活性化の目玉として、公共
施設整備と併せて建設された施設であり、経営安定化に向
けて、今後も店舗改装や新規テナント誘致などを進めてい
きます。
　また、北条鉄道では、19 年度の乗客数が 32 万 4千人に
なり、前年比約 4.2％増となりましたが、商業施設のオー

市街地活性化の起爆剤

　観光まちづくり協会の観光研究会では、今、加西のま
ちを再び活気あるものとするための実践的な取り組みを
しています。その一環として、この秋、「北条の宿はく
らんかい」を開催します。
　現在、同研究会を母体とする市民有志の実行委員会体
制で、本番に向け準備を進めています。

▲  下里川を活かした親水プロムナード（遊歩道）

　加西の街づくりには、これまで市民の皆さんと商工業関係の皆さんが携わってこら
れました。
　昨今、全国的に町の活性化をテーマとする取り組みが各市町村で行われています。加
西においても大型商業施設の進出が現実化するなかで、「加西市中心市街地活性化協議
会」を設立し意見交換をする一方、商店連合会と共同で「個店力を高める研究会」を企
画開催するなど、これからも共存の道を得るべく取り組んで行きたいと考えています。
　今回の大型商業施設のオープンが、市内の経済効果と全体に亘って生活のサポート
に貢献されるものと期待しています。

大型店と個店との共存で活性化を　　　 　　　　　　  加西商工会議所会頭の丸本優さん

　北条地区旧市街地は、かつての宿場町の名残を旧街道筋の街並
みや旧家の建物に見ることができます。さらに魅力的な街並みと
するためには、その良さを生かして、落ち着きのある景観に配慮
したまちづくりを進める必要があります。
　県の景観形成地区制度への取り組みや、「今だからこそ何か始
めようよ」と、まちの中からの声から、この秋には市民が中心と
なって、まちなかの神社仏閣や空き店舗を活用したまちおこしイ
ベント「北条の宿はくらんかい」の開催を準備中です。
　新しさと古さを活かし、まちの力で賑わいと魅力を取り戻す試
みが始まっています。

歴史的な町並みを生かして

プンに伴い、そこで働く従業員や買い物客などによる更な
る利用増を期待しています。
　観光振興の面からも、観光研究会の部会を中心に、大規
模商業施設のオープンに合わせ、賑わいと市街地の再発見
を促すイベント企画を次頁のとおり予定しています。

北条の宿  はくらんかい　　　　　　　　　　　　　10月18日・19日  開催

開催日：10 月 18 日（土）～ 19 日（日）

開催場所：北条町内（下図参照）

内容 
①三寺回遊（大信寺、西岸寺、妙典寺の本堂・境内を周
　遊する複合イベント）
　演劇、お茶席、音楽演奏、アートギャラリー、オリジ
　ナルショップ（六斎市）、法話

②チャレンジショップ　（２日限りの空き店舗活用）
　陶芸、パッチワーク、銀細工、ちぎり絵などのクラフ
　トワークショップ、特産品、地元名品、生鮮野菜、観
　光案内、展示ブース、北条町ギャラリー

③大歳神社での植木市・骨董市の開催

④親子で参加ウォークラリー

▲  イベント予定範囲

（商業施設完成予想図）

▲加西商工会議所の丸本会頭

▲北条の歴史的な町並み

しゅく
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　最近「モラル・ハザード｣ という言葉を耳にしま

す。本来は保険や金融業界で使用されたようですが、

現在は「倫理・道徳の欠如、崩壊」といった意味で

使用されます。

　まさに、倫理の欠如というしかない子供への虐待、

公的機関や企業の不祥事等々、世間を騒がしている

事件には愕然とさせられます。モラル・ハザードに

は、相手への共感の欠如、思いやり、助け合いとい

う態度・姿勢がないとされます。医療にもこのよう

な事象が生じやすい素地があります。

　医療は、かつてのパターナリズム（権威主義）か

ら、病気と闘う患者と共に、対等な関係で支援する

患者―医療者パートナーシップへと転換してきてい

ます。その一方で、モラル・ハザードといえる行動

が見られるようになっています。

　救急のコンビニ化や社会的入院がその例でしょう。

待たなくてよいからといった理由で深夜に病院を受

診する救急コンビニ化は救急医療体制を壊します。

　同じくらい困っているのが社会的入院です。急性

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

期の医療目標が達成され退院を促しても「人手の都

合がつかない」とか「帰って悪くなったらどう責任

を取る」と医療現場を困らせます。このような社会

的入院がベッドを占拠すると重症な患者を受け入れ

られなくなります。そのために、病院職員は患者・家

族の皆様に在宅療養や介護保険制度に係る情報を提供

して、長年住み慣れた家や地域で生活できる様に支援

しています。ご理解とご協力をお願いしたく存じます。

（ 病 院 長 ）

モラル・ハザードと患者－医療者パートナーシップ

☆ホスピタル・フェア　6/28（日）9:00 ～ 12:00
加西病院では、市民のみなさんと職員の交流を深める
ため毎年ホスピタル・フェアを開いています。健康相
談や講演など盛り沢山の催しです。
多くの方の参加をお待ちしています。☎422200

　6/1（日）善意の日、アスティアかさい 3階  地域交流センター多目的ホールで、奉仕活動を通じて、こころ豊か

な地域づくりに貢献された方々を表彰する「善意の表彰」の贈呈式が行われました。

かしの木賞（個人の部）　　　　　25名

岩本　照美（66 歳・尾崎町） 　  給食調理ボランティア活動

上原　幸恵（62 歳・東長町） 　  給食配達ボランティア活動

大作　芳子（70 歳・上万願寺町） 給食調理ボランティア活動

大西　扶企子（68 歳・中野町）  給食配達ボランティア活動

筧　三千夫（73 歳・網引町） 　  地域の環境美化活動

筧　智子（66 歳・網引町） 　  地域の環境美化活動

北川　俊昭（71 歳・馬渡谷町） 　  地域の環境美化活動

北田　裕久（71 歳・西野々町） 　  給食配達ボランティア活動

古角　元就（74 歳・西横田町） 　  給食配達ボランティア活動

小西　優司（50 歳・西笠原町） 　  給食配達ボランティア活動

近藤　典子（64 歳 ･ 鶉野上町） 　  アイデア介護用品製作の福祉活動

霜門　貞昭（65 歳・北条町北条） 地域の環境美化活動

竹内　真由美（49 歳・乙和泉町） 給食調理ボランティア活動

田嶋　秀子（56 歳・北条町古坂） 給食調理ボランティア活動

田中　博道（72 歳・下万願寺町） 福祉奉仕活動

     青少年の健全育成奉仕活動

豊田　倫子（65 歳・北条町東南） 給食配達ボランティア活動

中右　厚子（48 歳・市村町） 　  給食配達ボランティア活動

中村　清秋（66 歳・中野町） 　  給食配達ボランティア活動

松浦　幸枝（69 歳・北条町北条） 給食調理ボランティア活動

水田　政江（65 歳・北条町横尾） 給食配達ボランティア活動

宮本　三恵子（56 歳・北条町古坂） 給食配達ボランティア活動

柳生　久生（59 歳・中富町） 　  給食配達ボランティア活動

山田　弘次（76 歳・山枝町） 　  青少年の健全育成奉仕活動

横山　竹夫（85 歳・山下町） 　  ゲートボール指導活動

吉田　正和（45 歳・常吉町） 　  給食配達ボランティア活動

サルビア賞（団体の部）　　　　　8団体

「お弁当宅配便」ボランティアグループ 給食配達ボランティア活動

いなみ野学園加西学友会  古法華自然公園の清掃活動

     第二サルビア荘の見守り活動

お話の会「ぶらんこ」   絵本読み聞かせボランティア活動

加西おやこ劇場    親子の芸術鑑賞を勧めるボランティア活動

加西市民劇団　おおきな木  演劇ボランティア活動

コスモスの会    福祉施設の訪問・介助活動

まごころ弁当宅配ボランティアグループ　　給食配達ボランティア活動

鈴桐の会    福祉施設の友愛訪問活動
（各五十音順・敬称略）

▲  かしの木賞を受賞されたみなさん。

▲ 受賞者を代表して、「お弁当宅配便」ボ
　 ランティアグループ代表の大豊洋子さ
　  んがあいさつをされました。

▲  サルビア賞を受賞されたみなさん。

ふるさと納税をして加西を応援してください。

サルビア賞は、市の花であ
る「サルビア」の群生の集
団美をたたえる意味で団体
に贈られます。

　加西市は、ふるさとを魅力的で元気なまちとするために
行財政改革を進める一方、環境と景観のまちづくりに取り
組んでいます。
　加西の豊かな自然環境の中で育ち、今は都会などに住み
働いている皆さん。ふるさと加西に何か貢献したい、役立
ちたいと思っていませんか？
　今まで加西に縁がなかった方でも、一度加西を訪れた瞬
間からその素晴らしさを実感され、ファンになっていただ
けたのではないでしょうか。
　ふるさと納税制度により、加西市にお金を寄付していた
だくと、5,000 円を超える分が居住地の住民税などから控
除されます。所得税（国税）で国に納付される替わりにふ
るさと納税によって、市民の皆さんの実質的なご負担を増
やさない形でふるさと加西にご寄付いただけます。
　加西市では、次のメニューを用意して、皆様からのご寄
付をお待ちしています。
①ＣＯ2（二酸化炭素）の削減 ②新時代の公教育
③食と農の再生 ④里山再生と田舎暮らし
⑤水辺再生 ⑥北条鉄道の永続
⑦鶉野飛行場の跡地利用 ⑧加西時間を楽しむ
⑨歴史遺産の修復・保存 ⑩市長におまかせ

寄付者には特産品をプレゼント。

　ご寄付をいただきますと、税額控除に加えて、3万円で
年 1回、5 万円で年 2回、10 万円以上で年 4回、ふるさ
との物産（加西米、加西ぶとう、トマト、日本酒、ワイン
など）を贈呈します。
　なお、それ以上の高額納税者には、その金額に応じて、
別途、宿泊券、食事券、ゴルフプレー券、市長感謝状など
をお贈りする予定です。

【問合先】　経営戦略室　☎428700

詳細はふるさと納税専用ページへ
http://www.hyogo.city.kasai.hyogo.jp/furu

▲  前年のホスピタルフェアの模様。
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※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です（ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要
　経費のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶養控除等）は含みません）。

長寿（後期高齢者）医療制度の保険料額決定通知書を送付

　平成 20 年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を［7月中旬頃］送付します。

　平成 20 年 4月から始まりました長寿（後期高齢者）医療制度では、被保険者お一人お一人に保険料をご負担い

ただきます。保険料額は平成 19 年中の所得に応じて計算しています。

　特別徴収の対象となる年金額が年額 18 万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が特

別徴収の対象となる年金額の 2分の 1を超える場合などは、特別徴収されず、普通徴収でお支払いいただくこと

になります。

　なお、災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したこと

などにより、世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険

料の減免を受けることができる場合があります。詳しくは広域連合事務局か国保健康課にご相談ください。

＜保険料の計算方法＞

(19 年中の総所得金額等※  －  330,000 円 ) × 8.07％ 20年度保険料額（最高限度額 50万円）43,924 円＋ ＝
①所得割額 ②均等割額 ①＋②

　19 年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定金額以下の場合は均等割額が軽減されます。

4 月から特別徴収（年金からのお支払い）されている方
　平成 20年度保険料額から 4・6・8月の特別徴収額（仮徴収額）を差し引いた残額が、10・12・2月に分けて特
別徴収されます。100円未満の端数は10月分で徴収されます。ただし、保険料額によって、特別徴収から普通徴収（納
付書や口座振替等でのお支払い）に変わる場合があります。

制度に加入する直前に被用者保険（政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合など）の被扶養者だった方
　9月までは軽減措置により保険料は徴収されません。10月から平成 21年 3月までの間に軽減後の額（2,196 円）
が特別徴収、又は普通徴収により徴収されます。
※ 被用者保険の被扶養者だった方から保険料が仮徴収された場合は、後日差額還付されます。

上記以外の方
　7月から普通徴収（納付書や口座振替等でのお支払い）でお支払いいただくことになります。普通徴収の納期は
7月から翌年3月までの毎月9回です。ただし、普通徴収の方でも10月以降に特別徴収に変更する場合があります。
その際には、特別徴収に関する通知書を事前にお送りします。

＜保険料のお支払い方法について＞

　次の資格要件を満たし、平成 19 年中の所得が別表の所得制限以下の方には、7月からご使用いただく福祉医療

費受給者証を 6月下旬頃に郵送します。（母子家庭等に該当される方には現況届を中旬頃に郵送します。）

　7月からは、必ず新しい医療費受給者証と健康保険証を病院、診療所の窓口に提示してください。

７月１日から新しい福祉医療費受給者証にかわります

【問合先】　国保健康課　☎428721

老人  　満 65歳～ 69歳で、市民税非課税、かつ一定以上所得者の家族でない方

重度障害者 　70 歳未満の身体障害者手帳１・２級及び療育手帳Ａ判定、又は精神障害者保健福祉手帳１級の

  　方（70歳以上の方には受給者証が交付できないため、後日申請により償還払いとなります。）

高齢重度障害者 　後期高齢者医療制度に加入されている方で、身体障害者手帳１・２級及び療育手帳Ａ判定、又は

  　精神障害者保健福祉手帳１級の方

母子家庭等 　満 18歳未満（高校卒業まで）の母子家庭及び父子家庭の親と子、及び満 18歳未満の遺児

乳幼児等 　小学校３学年までの乳幼児等

＜資格要件＞

区分
福祉医療所得制限限度額

自己負担
扶養親族の数（人） 受給者本人（円）

受給者の配偶者
及び扶養義務者（円）

老人 市民税非課税、かつ一定以上所得者の家族でないこと。 ２割（低所得者は１割）

重度障害者
高齢重度障害者

０
１
２
３

３，６０４，０００
３，９８４，０００
４，３６４，０００
４，７４４，０００

６，２８７，０００
６，５３６，０００
６，７４９，０００
６，９６２，０００

１医療機関あたり１日 500 円を限
度に月２回までの負担（低所得者
は１日 300 円×月２回まで）

母子家庭等

０
１
２
３

１，９２０，０００
２，３００，０００
２，６８０，０００
３，０６０，０００

１医療機関あたり１日 500 円を限
度に月２回までの負担（低所得者
は１日 300 円×月２回まで）

乳幼児等 － 所得制限なし 負担なし

＜所得制限＞

　市では、現在、改革マニフェストに基づき、様々な

改革に取り組み、着実に成果を上げています。市役所

の「業務改善」の一環として、8/9（土）福祉会館にて「事

業仕分け」を開催いたします。

　その仕分け作業を行っていただく「仕分け委員」を

募集します。

【問合先】　経営戦略室　☎428700

業務のあり方を再検討。「事業仕分け」の委員募集

事業仕分けとは？
　行政改革の手法の一つで、現在、市が実施している
事務や事業について、「本当に必要か」「事業はどこが
行うべきか」「民間に任せてもできるのでは」「やり方
を変えるべきでは」といった視点で、業務のあり方を、
今一度、根本から検討しなおすものです。
　事業仕分けは「外部の方」に参加いただき、「公開の
場」で行います。

募集人員：3名

資格：市内在住の 20歳以上の方で、行政改革や加西

市の実施する事業に関心をお持ちの方

募集期間：7/7（月）まで

応募方法：Ａ4用紙に、①住所②氏名③年齢④電話番

号と、応募動機を 400字程度にまとめ、ファックス、

E-mail、または郵送にて下記まで応募してください。

応募先：〒675-2395　加西市役所　経営戦略室　

　　　　E-mail　keiei@city.kasai.hyogo.jp

　　　　FAX　　0790-43-1800

仕分け委員募集要項

　地上デジタル放送を共聴施設で受信するためには、

共聴のデジタル改修に先立ち、受信点等での地上デジ

タル放送受信可否の調査が必要です。こうした事前の

受信点調査を平成21年度まで、ＮＨＫが無償で実施

いたします。

　調査を希望される団体は、市役所3階 経営戦略室を

窓口として「テレビ共同受信施設の地上デジタル導入

のための受信点等調査依頼書」に、必要事項を記入の

うえ、お申込みください。

（依頼書はホームページからもダウンロード可能です。

http://www.city.kasai.hyogo.jp）

【問合・申込先】　経営戦略室　☎428700

地上デジタル放送　自主共聴施設の受信点調査（NHK）実施

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

▶
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アライグマ・ヌートリアによる農業被害多発！！

　市内でも農家の皆様へ所得的・精神的に大きな被害がでています。これらの被害は、安易に輸入し無責任に捨て

たりした人間の責任であり、責任を持って防除する必要があります。対策には箱わなによる捕獲が適していますが、

捕獲活動には「わな猟免許」が必要です。地元区長を通じ市に被害連絡を頂いた場合、箱わなをリースするなどし

て猟友会加西支部に捕獲を依頼しております。

　捕獲は農繁期になってからでは遅く、秋～春の農作物が少ない時期が効果的です。しかし現状では、完全な被害

防止には至っておらず、市民の皆様のご協力を必要としています。そこで捕獲にご協力頂ける方は、まず「わな猟

免許」取得の検討をお願いいたします。（参考：加西市ホームページ5月2日付けお知らせページに掲載）

　なお、アライグマ・ヌートリアには寄生虫などの感染症、特にアライグマは回虫・狂犬病を保有している可能性

があり、噛まれたり引っかかれたりしないよう注意してください。

アライグマ（学名：Procyon lotor   プロキュオン・ロトル）北米原産

○ 雑食性。市内では葡萄、苺、すいか、トウモロコシの被害が多い。捕獲には、菓子類、

　乾麺、落花生が効果的。

○夜行性。成獣は凶暴。家屋に侵入し天井裏で繁殖することも。

○体長 40 ～ 60cm、体重 4～ 10㎏。出産年 1回（春に 3～ 5頭）。

ヌートリア（学名：Myocastor coypus ミオカストロ・コイプス）南米原産

○草食性。市内では、葉野菜、水稲の被害が多い。捕獲には旬の野菜が効果的。

○夜行性。池や河川の土手に横穴を掘って生息。畦や堤防が巣穴により破壊されることも。

○体長 50 ～ 70cm、体重 5～ 10㎏。出産年 2,3 回 ( 平均 5頭／回 )。

加西市ホームページ仕事覧の農業の項目にて有害鳥獣被害につい
て掲載しておりますのでご覧下さい。

農家の皆様へ　
　市に貸出すことで、一般の企業へ農地を貸せるよう
になりました。
※市と企業間でしっかり農業を行うこと等の協定を締
結するなどの要件があります。（加西市ホームページ
仕事覧の農業の項目にて詳細を掲載。）

一般企業・法人の農業参入（特定法人貸付事業）について

企業の皆様へ　
　一般の株式会社、ＮＰＯ法人など、農業生産法人以
外の法人であっても市から農地をリース契約できるよ
うになりました。
※農業生産法人とは、農地法上、農地の権利を取得で
きる要件を備えた法人です。

農地貸付の仕組み

市

協定締結

農地所有者 一般企業

農地賃貸契約 農地賃貸契約

平成２０年度  狩猟免許試験のご案内

免許の種類：網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、
第二種銃猟免許
受験資格：県内に住所のある方。　受験費用：5,300円

受付期間：8/4 ～ 19( 郵送 )　8/18 消印有効
知識・適正試験：9/7( 日 )  13:10 ～  県立のじぎく会館
技能試験：9/21( 日 )  9:10 ～  兵庫県中央労働センター
【試験の問合・申込先】
社農林振興事務所　森林林業課　☎0795429424

　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、

8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、6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。

【このページの問合先】　税務課税制係　☎428712

　確定申告等に係る農業所得の算出については収支計

算により行うこととなっています。収支計算を行うに

当たっては、出荷伝票や領収書に基づいて実際の収入

や支出を計算しますので、これから水稲の作付けがい

よいよ本格化するなか、出荷伝票や領収書などは大切

に保管しておいてください。

　原動機付自転車や小型特殊自動車（トラクターなど

の農耕作業用車両やフォークリフトなどのその他の小

型特殊車両）については、市がナンバープレート（標

識）を交付していますが、加西市税条例では、『交付

を受けた標識は、返納するまでの間、車体の見易い箇

所に常に取り付けていなければならない。』と規定さ

れ、車体への取り付けが義務付けられています。

　交付されたナンバープレートは車体とは別に保管せ

ず、必ず車体の見易い箇所に取り付けてください。

　なお、当該車両を廃車される場合は、ナンバープレ

ートは車体から取り外し、必ず市税務課へ返納してく

ださい。

―税に関するお知らせ―   農業所得申告のための資料は大切に保管してください。

※平成 20 年度　市県民税（普通徴収）全期・1期の納期限は 6 月 30 日（月）です。

■特別徴収に移行する方

　平成 19 年 12 月から平成 20 年 1月の間に、次のア

からウのいずれかに該当することとなった方で、年額

18 万円以上の老齢（退職）年金、障害年金、または

遺族年金を受給されている方です。

ア．65歳以上で、年金給付を新たに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

収支計算とは
　「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「所得金額」

を計算する方法です。

　収支計算をするには、出荷伝票や仕切書などの収入

金額がわかる書類と、領収書などの支払金額（必要経

費）がわかる書類の保存が必要です。

＜収入金額となるもの＞

必要書類・・・出荷伝票、清算書、仕切書、領収書等の控え、振込みのあった預金通帳など

＜必要経費となるもの＞

必要書類・・・領収書、通知書、引き落としのあった預金通帳など

農産物の販売金額 農産物の種類ごとに１年間の販売金額（消費税、手数料を含む）を合計
家事消費等  自家用及び事業用に消費した数量×通常販売する単価
雑収入   作業受託収入、補助金、共済金などについて、それぞれ区分ごとに計算

雇人費  　 常雇、臨時雇人費などの労賃、賄費など
小作料・賃借料  地主に支払う農地の借料、農業用建物、農機具の賃借料など
減価償却費 　 農業用建物、農機具、農業用車両などの償却費
利子割引料 　 農業に係る借入金の支払利息
租税公課 　 農業用資産の固定資産税、自動車税、水利費など
種苗費  　 種もみ、種子苗などの購入費用
肥料費  　 肥料の購入費用
農具費  　 取得価額が 10 万円未満又は使用可能期間が 1年未満の農具の購入費用
農薬衛生費 　 農薬の購入費用、共同防除費など
諸材料費 　 ビニール、縄、針金などの購入費用
修繕費  　 農機具、農業用車両、農業用建物などの修理に要した費用、車検代など
動力光熱費 　 農業に要した電気、水道などの料金、灯油、ガソリンなどの燃料費
作業用衣料費 　 作業衣、長靴などの購入費用
農業共済掛金 　 水稲、農業用車両などに係る共済掛金
荷造運賃手数料  出荷の際の梱包費用、運賃、市場などに支払う手数料
土地改良費 　 土地改良事業の受益者負担金
雑費  　 上記以外で農業に関連して支払う費用

６５歳以上の方の介護保険料について ナンバープレートは必ず車両に付けてください。



加西市さつき展の会場。▶
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KASAI データバンク 人口／ 49,469（－ 27）　世帯数／ 16,929（+24）
男／ 23,997（－ 10）　女／ 25,472（－ 17）　
5 月の出生数／ 22 人　　死亡数／ 46 人

H20.5.31 現在（前月比）

　5 月 11 日、東洋大学大学院経済学研究科の教授、社会人院生ら 8 名
が加西市を訪れました。
　ＰＰＰ ( 公民連携 ) 手法を活用し、財政再建を進め、公共サービスの
質向上と定住人口増を図ることをテーマに市議や市職員、商工会議所の
会頭らにインタビューを行い、活発に議論しました。

東洋大学大学院生が加西市を視察

　神戸電鉄と市の共催による『神鉄ハイキング～花と歴史と愛のまち　
かさいハイキング』を、5 月 11 日に開催。北条の宿～酒見寺・住吉神
社～五百羅漢～ゆるぎ岩を折り返すコースで 64 名の方が参加され、そ
の大半が神戸方面から北条鉄道で来られました。文化財や山の自然に触
れ、「また来たい」といった声を多く聞くことができました。

神鉄ハイキングで加西市の文化財や山の自然を堪能 

　6月 1日、北条小学校6年生の13人が「歴史ガイド隊」としてデビュー。
小学生ガイド隊は「歴史街道ボランティアガイド」の講習を受けて、週
末に訪れる県内外の旅行者を案内します。最近は団体客に「小学生ガイ
ドを」と指定されるほどの評判です。
　今年は有志 19 人が参加。4 月に練習を始め、土・日曜日には羅漢寺
へ行き観光客を相手に予行演習を積んできました。
　ガイド依頼については、加西市観光まちづくり協会（☎42 8823）まで

北条小６年生「歴史ガイド隊」デビュー！

　加西市さつき展がアスティアかさい３階地域交流センターにて 5月
30 日から三日間開催。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が 24 点展示されました。

第４０回加西市さつき展 

　5 月 12 日、加西市と学校法人東洋大学の間で、民間の資金力やノウ
ハウを活用して行財政改革を進める公民連携（ＰＰＰ、パブリック・プ
ライベート・パートナーシップ）推進に関する協定を締結しました。
　具体的には、①加西市の上下水道事業の民営化も視野に入れた経営効
率化　②市業務の包括的なアウトソーシング　③鶉野飛行場跡地の有効
活用などについて、共同で調査・研究を行っていきます。

公民連携推進で東洋大学と協定

　北部子育て学習センターお楽しみ会として 5 月 26 日、県立こどもの
館の「動くこどもの館号」に来て頂きました。善防・北部子育てセンター
が交流しながら親子の触れ合い方や歌・人形劇を楽しみ、20 年度のス
タートをきりました。

北部子育て学習センターの子育て講座

▲  インタビューを行う教授・学生。

五百羅漢で小学生ガイド隊の案内に聞き入る参加者。▶

▲  歴史ガイドをしている小学生。

▲  東洋大学で行われた調印式。塚本理事長（右）

　日本・ベトナム両国の外交関係樹立 35 周年
を記念して、4 月 6 日にハノイ市で開催された
「日本さくら祭り」に、加西市は市民の皆様に
ご協力いただき、鯉のぼりや浴衣、絵画を提供。
　5 月 29 日、（財）日本・ベトナム文化交流協
会から感謝状が送られました。

日本・ベトナム文化交流協会から感謝状

「動くこどもの館号」による人形劇。▶

　6 月 2 日、「加西市の発展に役立ててください」と小野市にお住まい
の河合実さんと尚子さんご夫妻から 50万円のご寄付をいただきました。
ふるさと納税制度を利用されたもので、加西市では初めてです。
　中川市長は、「ありがとうございます。１円も無駄にせず、有効に活
用させていただきます」と、謝意を述べました。
　加西市出身の方、ゆかりのある方、加西を応援しようと思われる方は、
是非加西市へのご寄付をお願いいたします。
　手続き等は経営戦略室（☎42 8700）まで。

河合さんご夫妻「ふるさと納税第１号」

　5 月 17 日、市立加西病院にて、市内の中高
生ら 25 人が看護師の仕事を体験する「ふれあ
い体験」がおこなわれました。血圧を測ったり
するなど、中高生達が実際に入院患者のお世話
を行いました。
　また、加西中学校吹奏楽部と病院コーラス部
「きらり」の「ふれあいコンサート」が開かれ、
入院患者の皆さんは、心なごむ一時を過ごされ
ました。

ふれあい体験・ふれあいコンサート

▲ふれあいコンサートの模様。

▲  ふるさと納税をされる河合さん夫妻。

▲ ( 財 ) 日本・ベトナム文化交流協会の
　 藤澤常務理事より感謝状。

北条鉄道の絵入賞作品決定
　6 月 18 日（水）から最新刊『加西市史』第一巻本編１（考古・古代・
中世）の販売を開始します。販売価格は 6,000 円。
　いよいよ本巻で、これまでの成果を基にして加西の歴史の核心に迫り
ます。玉丘古墳の造営や、古代播磨国賀茂郡の原風景、播磨赤松氏の盛
衰など、二万年前の旧石器時代から戦国時代にいたる加西の歴史を、中
央の歴史と関連付けながらたどっていきます。
販売場所：市史・文化財室分室（市団体事務所 2 階）、教育委員会
　　　　　市内公民館、地域交流センター、西村書店、毛利書店

『加西市史』最新刊の販売開始

▲  いよいよ登場の第一巻。

「北条鉄道の絵」応募作品 25 点から、入賞の 5
点が決まりました。6 月 28 日（土）～ 7 月 11
日（金）まで車両内展示を行います。
【駅長賞】
岡田のぞみさん（北条東小 2 年）
畑中友希さん　  （北条小 3 年）
中村絵里加さん（九会小 6 年）▲  北条鉄道社長賞　

　  東羅亮汰くん（九会小 6年）
▲  ステーションマスター賞
　  桜井崚佑くん（北条小 6年）

▲ハノイの空の下で泳ぐ鯉のぼり。

▲中高生によるふれあい体験。
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★第 2 回サマーコンサート
ハワイアンミュージック＆フラ～花のまちかさいからアロハ～

日時：7/6（日）　開演 14:00
入場料：500 円（全席自由）
　　　　当日 200 円増
　　　　70 歳以上・高校生以下無料
　　　　※前売発売中！

― 市民会館からのお知らせ ―　イベントガイド　詳細はこちら→http://www.shisetsu.city.kasai.hyogo.jp/

★人形劇　11 ぴきのねこ ふくろのなか

日時：7/13（日）開演 14:00
入場料：おとな 2,000 円（全席自由）
　　　　こども 1,500 円
　　　　ペア　 3,000 円
　　　　（当日は各 500 円増）

★和太鼓　松村組コンサート
日時：7/26（土）開演 18:00
入場料：2,500 円（全席指定席）

★ベビーマッサージ教室受講生募集中
2 ヶ月～ハイハイ前の赤ちゃんか安定期に入った妊婦さん
日時：6/30（月）・7/14（月）・7/28（月）
　　   10:30 ～ 12:00
受講料 ：2,520 円（3回分）
他に当日使用のオイル、手順シート代（1,000 円）必要

【申込先】ふるさと営業課  ☎428740

ステージパフォーマー大募集！
場所：加西市役所駐車場と周辺
資格：「おどり」でも、何でも
ＯＫ！（歌入りも可）人数・衣

装は原則制限なし

演舞時間：1チーム 5分以内
参 加 料：協力金として 1人 500 円
会場：メインステージほか
申込締切：7/7（月）※多数の場合は抽選
※詳細は加西市ホームページもしくはふるさと営業

課、アスティアかさい、市内四公民館に設置の募集チ

ラシをご覧下さい。

8/3開催　加西サイサイまつり

100％ BDF による鉄道試験走行

北条鉄道による試験走行

日時：6/29（日）午前 0時から午前 5時まで
　　　「通常ダイヤ終了後から始発までの間」

バイオで走れ！レールバス

【問合先】環境創造課バイオマス担当  ☎428716

　G８洞爺湖サミット開催に先駆けて、地域からの

CO2 削減に向けた取り組みとして BDF( バイオディー

ゼル燃料 )事業を発信するため、全国初の取り組みで

ある「100％ BDFによる鉄道試験走行」を行います。

改正道路交通法の施行について

【問合先】　市民参画課　☎420401

　昨年6月公布された改正道路交通法が本年6月1日から施行されました。主な改正点は次のとおりです。

自転車は車道を通ることが原則ですが、次の場合に限
り歩道の車道寄りを通ることができます。
○道路標識等で指定された場合
○運転者が児童、幼児等の場合
○車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

自動車の運転者は、助手席や後部座席の同乗者にもシ
ートベルトを着用させなければなりません。
※後部座席同乗者にかかる座席ベルト装着義務違反
（高速自動車国道等に限る。）に行政処分の点数 1点。

75 歳以上の高齢運転者は、普通自動車の前と後ろの
定められた位置に高齢運転者標識（高齢者マーク）を
付けなければならない。
※高齢者マーク等の表示義務違反に行政処分の点数 1
点と反則金 4,000 円が課せられます。

児童・幼児(13歳未満の者)を保護する責任のある者は、
児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘル
メットをかぶらせるよう努めなければなりません。
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★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。

吉田や

その他
セブンイレブン

ファミリーマート

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・6/1 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

業務スーパー北条店

キリン堂加西古坂店

クマクラ電機㈱

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

㈱コタニ

小谷哲夫商店

★指定ごみ袋取扱店
については随時受付
中です。

― ごみ対策係からのお知らせ ―　指定ごみ袋は次の取扱店で販売中です

小路運輸㈱

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

㈱工和自動車

在田地区
大西商店

銀ビルストアー加西店

【問合先】　資源リサイクル課　☎460401

　4月から導入いたしました指定ごみ袋につきまして、市民のみなさまのご理解とご協力を頂き、シール制からス

ムーズに移行し、4・5月のゴミ量は、前年比で92.62トン（10.6%）の減量となりました。これからも、ごみ減量のため、

更なるご協力をお願いします。

　また、指定ごみ袋に関して、皆さまより寄せられていますご意見についてお答えいたします。

指定ごみ袋に関するご報告

事指定ごみ袋制Q＆A

Ｑ１．ごみ袋の厚みが、薄く破れやすい。

Ａ１． ごみ袋は、「埋立ごみ」用袋を使用するため、厚みは、0.03㎜（通常市販ごみ袋45ℓ用で 0.025㎜）とし、　

　　　より破れにくい伸縮性のある低密度ポリエチレンを使用しています。「埋立ごみ」等、ガラス、陶器並びに

　　　突起物などは、新聞紙に包むか、レジ袋などに入れ、指定袋でお出しください。

Ｑ２．ごみ袋の色が、薄いため中身が見え過ぎて困る。

Ａ２．ごみ袋の色の透明度につきましては、ごみ袋の中身が見えることにより、異物混入が防げ、収集時にごみ

　　　の分別が良く分かるようになることを目的としていますが、今後、検討してまいります。

【問合先】　資源リサイクル課　☎460401

400

300

200

100

0
北条富田地区 賀茂地区 下里地区 九会地区 富合地区 多加野地区 西在田地区 在田地区

367.34
331.82

65.07 51.27
84.52 81.57 103.41 91.61 64.6 59.71 79.28 69.77

36.81 33.86
72.8 61.6

H20 年 4・5 月

（単位：トン）

ターミナルごみ量　H19・H20 比較
H19 年 4・5 月

（燃えるごみ）
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わくわく子育て情報

テーマ　「七夕まつり会」
《ｍａｍａねひめ》グループによる人形劇がありま
す。お人形と仲良しになろう！手遊び・歌遊びもあ
るよ。一緒に遊ぼうね。
と　き　7/14（月）10:30 ～ 11:30

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。妊婦さんも一緒にお話
しましょう！
※今月は、助産師さんを迎え母乳相談等もできます。
当日、ベビーマッサージもあります。希望される方は、
下記まで。（第一子の親子、先着10名）
と　き　7/15（火）10:30 ～ 11:30

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：7/10（木）宇仁保育園
　　　　　8/7     （木）日吉保育園
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（先着順）
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・会場：
7/23（水）7/30（水） 南部公民館
7/28（月）8/5     （火） 北部公民館
7/28（月）8/5     （火） 中央公民館
7/30（水）8/5     （火） 善防公民館
いずれの日も 10:00 ～ 13:00
対象者：原則として小学校 4 年生～
6 年生
募集人数：1日1会場につき20名（多
数の場合は抽選）
会費：400 円（当日集金）
申込方法：各校配布の用紙に希望日
を記入し各学校へ 6/23（月）まで、
または、下記へ 6/24（火）まで
問合先：教育総務課☎42 8770

こども料理教室生徒募集

My「はにわ」を玉丘史跡公園に展示
しませんか　!?

活動内容 参集日時 募集数

埴輪づくり

8/2（土）
9:00 ～ 15:00
※弁当、水
筒は各自で
用意してく
ださい。

30 名

焼成

8/12（火）
9:00 ～終日
※焼成方法
は平窯

自由
参加

参加費：１点につき 500円
募集対象：小学生以上（小学生低学
年は要保護者同伴）
場所：玉丘史跡公園「手づくり庵」
条件：古墳出土のはにわを模って作
ります。焼いたはにわは、公園に設
置または持帰り可。
焼成方法：平窯 
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

第１回「埴輪づくり」工人を
募集！ 

講座・イベント

３・４歳児さんあつまれ！
なかよしタイムに３・４歳児対象の遊びをします。
と　き　7/9（水）・29日（火）11:00 ～ 11:30

子どものための救急法
幼児の人形を使っての心肺蘇生法、応急手当などの
お話も聞けます。
と　き　6/27（金）11:00 ～ 12:00

イベント情報

小西達也さんを招いて、歌とおはなし
の会です。ぜひご参加ください。
日時：7/5（土）13:30 ～ 15：00
場所：加西市中央公民館　小ホール
講師：シンガーソングライター
　　　小西達也さん
定員：80 名　　　参加費：無料
問合先：南部公民館☎49 0041

第2回人権セミナー
「やさしさの種を、あなたの心に・・・」

第18番霊場 金剛寺～第22番霊場　
密蔵院までの 5 ヶ寺めぐり。
日時：7/15（火）8:40受付  9:00出発
参加定員：先着順25名
場所：観光案内所（アスティアかさい１F）
参加費：300円（保険料、諸経費）、
500円（バス代）朱印される方１ヶ寺300円
持参品：弁当、朱印帳
申込先：観光まちづくり協会（観光
案内所）☎428823

加西西国33ヶ所霊場めぐり
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【申込・問合先】
加西市ファミリーサポートクラブ　☎420111

（アスティアかさい３階  男女共同参画センター内）。
水・土曜日以外の毎日　午前9時～午後5時15分

（年末年始及び祝祭日を除く）

【申込・問合先】
男女共同参画センター　☎420105　℻  420133

（アスティアかさい３階）

クリックからはじめよう！！
日時：6/25（水）、6/26（木）の二日間、
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。二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の基本操作。
定員：8名　　場所：OAルーム　
受付：6/20（金）9:00より電話にて

** 地域交流センターからお知らせ **
加西市地域交流センターでは男女共
同参画社会づくり研究スタッフを募
集しています。男女共同参画条例の
研究や市民活動について市と協働し
て研究していただきます。
特典：パソコン研修など技術習得の
ための無料講座もあります。
応募資格：市内・市外問わず。市民
グループもOK。
募集人員：15名　募集期間：7/31まで。

【申込・問合先】
地域交流センター　
☎420106　℻  420133

（アスティアかさい３階）

ねひめふれあいステージ
子ども達がステージで踊れます。ダ
ンスのお兄さんについに新ネタ登
場！！はばタンと一緒に踊ろう＆記
念写真あり。
日時：7/5（土 )　10:00 ～ 12:00　
場所：多目的ホール　定員：なし　
対象：0歳から未就学のお子さんとそ
の家族

葡萄展
播磨地域を中心に全国でも
活躍中のイラストレーター  
ブドウちゃん  の個展が加西
初上陸。

長年描きためた作品と立体作品など
を展示。街で配られていた過去のフ
ライヤー集なんかもみせます。最新
作も多数登場！！おとぼけキャラの
ブドウワールドを堪能してください。
期間：6/24（火 )～ 6/29（日）終日
（※初日・最終日時間変更あり）
場所：交流プラザ　主催：KAFE

男女共同参画センター講座案内
○男の料理教室講座　（３回コース）
日時：7/19（土）  11:00 ～ 13:30    ＝煮物に挑戦＝
　　　8/9（土）    11:00 ～ 13:30　＝揚げ物に挑戦＝
　　　9/6（土）    11:00 ～ 13:30　＝焼き物に挑戦＝
場所：アスティアかさい 3階　キッチンルーム
定員：男性10名（3回とも受講できる方）
参加費：１回につき 1,200円(材料費込み )
講師：岡　臣子さん
申込期間：6/25（水）～ 7/5（土）先着順

※持参するもの　
米1合・エプロン・三角巾
ふきん2枚

○女性のための健康講座　－更年期をよりさわやかに－
日時：7/12（土)　13：00 ～ 15：00
場所：アステイアかさい　３階　集会室
対象：女性　50名　　参加 :無料（一時保育あり）
講師：加西健康福祉事務所　保健師長　池内清子さん
申込：電話・ＦＡＸ（郵便番号・住所・氏名・電話番号）
申込期間：6/21(土) より先着順

6/23 ～ 29 は、男女共同参画週間
男女参画社会基本法が施行された H11.6/23 にちなん
で設定されました。この機会に「男女共同参画」につ
いて少し考えてみませんか？
《男女共同参画週間ビデオ上映会》
①『翔太のあした』6/22（日）10:30 ～ 11:30
②『私の頭の中の消しゴム』
　  6/22（日）13:30 ～ 15:30、　6/29（日）10:00 ～ 12:00
　※②のみ一時保育あり（無料　3日前要予約・定員6名）
場所：アスティアかさい３階　多目的ホール
定員：94名　　参加費：無料

加西市ファミリーサポートクラブ
託児サポート協力会員研修会に参加しませんか？
日時：6/30（月）13:30～16:30　講師／栄養士・保健士

「子どもの食事と安全な衛生管理」「子どもの健康管理」
7/3（木）9:00～12:00　講師／保育士・消防士

「子どもを預かる時の心構え」「子どもの事故と応急処置」
場所：地域交流センター集会室　定員：50名
受講料：無料　一時保育あり（無料　3日前要予約・定員6名）

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料

〔FILM〕6/24（火）10：00～ 12:00　
「武器よさらば」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔CUE !〕6/27（金）19：00～ 21:25　
『硫黄島からの手紙』
監督：クリント・イーストウッド
『父親たちの星条旗』に続く、硫黄島の戦
いを日米双方の視点から描いた「硫黄島プ
ロジェクト」の日本側視点の作品です。

キッズリトミックダンス
3～ 5歳対象の無料リトミックダンス
日時：6/23（月）18：00～ 19：00
場所：ライトスポーツスタジオスタジオ
定員：20名　6/16（月 )より電話受付
主催：Style8
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夏休み期間中に昼間、就労等で保護
者のいない家庭の小学校1 ～ 3年生
までの児童を対象に入園を募集しま
す。※申込み多数の場合等、入園す
る園については希望に添えない場合
があります。
実施場所：北条、北条東、下里、九
会、日吉学童保育園
保育期間：7/22（火）～ 8/29（金）
※土曜・日曜日及び 8/13（水）～
8/15（金）を除く
保育時間：8:30 ～ 18:00
保育料：7月6,000円、8月12,000円
必要書類：学童保育園入園申請書、
保育に欠ける申立書(勤務証明書)等
申込期限：6/30（月）
問合・申込先：市民交流課☎428773

学童保育園からのお知らせ②
夏休み期間中の入園について

募　集

職務内容：昼間、就労等で保護者の
いない家庭の小学校1 ～ 3年生まで
の児童に対して、遊び等を通じて児
童の保育を行います。
勤務場所：北条・北条東・下里・九
会・日吉学童保育園
勤務時間：原則月曜日から金曜日
①8:00 ～ 13:00  ②13:00 ～ 18:00
※交代勤務となります。場合によっ
ては勤務時間帯の変更もあります。
募集人員：10名程度
採用期間：7/22（火）～ 8/29（金）
資格要件：教員免許又は保育士資格
を有する方を優先します
給与等：1,100円／時間　通勤手当
は支給しません。
申込期限：6/30（月）必着
申込方法：履歴書（写真添付）、資格証
明書の写しを持参又は郵送ください。
面接日：7/4（金）時間は後日連絡
面接場所：市役所6階会議室
問合・申込先：市民交流課 ☎428773

学童保育園からのお知らせ①
夏休み期間中の指導員募集

職種：行政事務,税務,機械,土木,林業
受験資格：S62.4/2 ～ H3.4/1 までに
生まれた者
申込受付期間：6/24（火）～ 7/1（火）
第1次試験日：9/7（日）
試験地：京都市、福知山市、大阪市、
神戸市、奈良市、和歌山市、田辺市
問合先：人事院近畿事務局
〒553-8513大阪市大阪市福島区福
島1-1-60　☎06-4796-2191（試験係）
http://www.jinji.go.jp/kinki/

平成20年度国家公務員採用Ⅲ
種試験(高校卒業程度)日程等兵庫県では、事業の立案などについ

て、インターネットでご意見をいた
だける方を募集しています。
応募資格：兵庫県内にお住まい又は
在勤・在学されている 18歳以上の方。
インターネット、電子メールを使用
することができる方。
応募方法：兵庫県HPの県民モニター
募集ページをご参照下さい。
問合先：兵庫県広聴室広聴係
☎ 078(362)3021　℻   078(362)4291
e-mail: kocho@pref.hyogo.lg.jp

「県民モニター」を募集！

H21.4 月採用職員の募集について
は、下記職種を予定しています。
なお、職員採用あり方委員会の提言
を受けて、採用時期、採用試験等の
具体的内容を決定し、7 月に発表す
る予定です。
職種、募集人員：事務 3 名程度（新
卒 1 名程度、社会人 2 名程度）
消防 4 名程度
問合先：総務課☎42 8702

加西市職員募集の概要について

職種：管理栄養士
募集人員：1 名
受付期間：6/16（月）～ 30（月）
時給：1,270 円～ 1,730 円（実務経
験による）
資格：管理栄養士の免許を有する方
勤務内容：栄養相談業務、離乳食講
習会等
提出書類：①市販の履歴書②管理栄
養士免許書写
問合先：総務課☎42 8702

加西市臨時職員募集

助産師３名：S38.4/2 以降に生まれ、
助産師の免許を有する方。
受付締切：7/8（火）まで
採用試験：7/12（土）
採用時期：9/1（月）の予定
問合先：病院経営推進室☎42 2200

市立加西病院職員募集

H18年度の介護保険制度の見直しに
より新たに創設された「地域密着型
サービス」のうち、「小規模多機能
型居宅介護拠点」を整備・開設する
事業者の募集を行います。
募集地区及び整備量：
加西地区（加西中学校区）　１施設
募集期間：6/16（月）～ 9/16（火）
※事業予定者の決定は、加西市地域
密着型サービス運営委員会による審
査を受けて、市長が決定します。
問合・申込先：長寿介護課☎428788

加西市地域密着型サービス事
業所の公募

フラワーセンターのビニールハウス
2 棟をお借りし、花を育て市内公共
施設などへの植栽活動を行っていた
だく「花づくりボランティアさん」
を募集します。（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）☎42 8753

花好きボランティアさん集まれ

相談時間：
月～土曜日　18:00 ～ 24:00、
日祝日・年末年始　9:00 ～ 24:00
電話番号:
♯8000（プッシュ回線、携帯電話、
公衆電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP電
話等）
※お子様の急病時の相談にご利用く
ださい。

小児救急医療電話相談が時間
延長になりました。
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対象：市内に住所がある生活保護家
庭、もしくは、それに準じる家庭で
高校生の学資の支払いが困難な方
（人数の制限があります）
支給額：月額5,000円
申込期限：6/27（金）
申込先：学校教育課☎428771

学資困難な高校生へ奨学金を
支給します

くらし

兵庫県は、毎年 9/15 現在で県内に
住所がある 88 歳及び 100 歳の方に
長寿祝金を支給していましたが、次
のとおり変更になりました。
年度内に 100 歳になる方：知事の
祝状及び記念品を贈呈
88 歳の方：廃止
なお、加西市では、市民養老金をこ
れまでどおり 9/15 現在で市内に住
所がある 88 歳及び 100 歳の方にそ
れぞれ 5,000 円及び 10,000 円を支
給します。
問合先：長寿介護課地域支援係
☎42 8728

兵庫県長寿祝金の廃止について

公共下水道の区域では下水道法によ
り、3 年以内に汲み取り便所の水洗
化及び排水設備の設置又は改造を行
うことが義務付けられています。ま
た、同法により「融資あっせん」と
市独自の「利子補給」制度を設けて
おりますので、ぜひご利用ください。
水洗化促進にご理解をよろしくお願
いします。
工事の問合先：上下水道課☎42 8760
使用料、融資あっせんの問合先：
上下水道お客さまセンター☎42 8795

水洗化で快適な生活を！！

児童手当を受給されている方の手当（2
～5月分）を、6/10(火 )に指定口座に
振込みましたのでご確認ください。
問合先：こども未来課  ☎42 8726

児童手当６月期振込のお知らせ

日時：7/13（日）
9:00 受付、9:10 開会式、9:20 競技
会場：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
種目：男女個人戦
（シングルス1部、2部、3部、4部）尚、
参加人員により変更する場合がある。
ラージボール卓球の部
参加資格：市内に住居、勤務、通学
するもの及び協会が認めたもの。
参加費：一般（個人戦・300 円）
　　　　学生（個人戦・100 円）
申込期限：7/3（木）必着
所定の申込書により下記まで
〒 675-2461 殿原町 906-1
加西市卓球協会　大野隆司
問合先：加西市卓球協会（大野）
☎44 0662

第34回加西市卓球選手権大会

加東市において、司法書士による多
重債務巡回無料相談を実施します。
日時：6/28（土）、7/5（土）　
各日13:30～16:30（加西市民も参加可）
会場：加東市社福祉センター（加東
市社26）
主催：兵庫県多重債務者対策協議会、
兵庫県司法書士協会
予約窓口：司法書士法律相談センター
☎ 0795 42 6534   受付 8:30 ～ 17:00

多重債務巡回無料相談

1 等・前後賞あわせて 3 億円
この宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われま
す。また、発売実績に応じて交付さ
れますので、ぜひ県内の宝くじ売り
場でお求めください。
発売期間：8/1（金）まで
抽選日：8/12（火）

サマージャンボ宝くじ

加西市社会福祉協議会では、「すべ
ての市民で支え合う福祉のまちづく
り」のため、地域に根ざしたふれあ
い活動の推進と安心して暮らせる福
祉サービスの充実に努め、さまざま
な事業や啓発活動を実施していま
す。善意の預託金は、次の事業に活
用します。
①支え合う福祉のまちづくり推進事業
②ボランティア育成や活動事業
③心配事相談事業
皆さまからの温かいご協力をお待ち
しております。
問合先：社会福祉協議会☎428888

みんなの善意で明るい社会
６月は善意月間です

創団20周年記念演奏会
日時：6/22（日）
　　   開場13:30  開演14:00
場所：加西市民会館　文化ホール
主演：加西市吹奏楽団
客演：加西市北条中学校吹奏楽部
問合先：加西市民会館☎430106 

加西市吹奏楽団
第１６回定期演奏会

マタニティーマーク
は、妊産婦に優しい
環境をつくっていく
ために、厚生労働省
から発表されまし
た。妊娠中、特に

初期は赤ちゃんの成長やお母さんの健
康を維持するためのとても大切な時期
です。しかし、外見からは妊婦さんで
あることがわかりづらいことがありま
す。このようなマークをつけた方、又
は妊産婦さんを見かけたら、席を譲る、
側でタバコを吸わない等配慮をし、妊
産婦さんに優しい環境をつくっていき
ましょう。
加西市では母子健康手帳を交付した
方にマタニティーマークを配布して
おります。ぜひご活用ください。
問合先：国保健康課健康係☎428723

マタニティーマーク

日時：7/3(木) 7/17(木) 13:00 ～ 16:00
場所：市役所5階会議室
問合先：近畿税理士会社支部事務局
（森税理士事務所内）☎422020

税理士による無料税務相談セ
ンター



■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　7/1（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　7/1（火）　市民会館（☎428739）
■人権擁護委員による人権相談所　 9:00 ～ 16:00  
　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・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    7/10（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　6/26（木）　健康福祉会館（☎430303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎428705）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎428739）
■教育相談 　 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）　 9:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　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）　 9:00～ 16:00
　月～金曜日  健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎426704） 
■母子相談（母子に関する相談）　 13:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  こども未来課（☎428726）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　7/3（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（精神科医師の専門相談）　 13:00 ～ 15:00
　7/23（水）　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）　 13:30 ～ 16:00  
　7/12（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）

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）
7月  6日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
7月13日（日） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）
7月20日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
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加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■一般預託
  　小野工業高校同窓会　加西支部     　　 23,500 円
　  （チャリティーゴルフ大会寄付）
  　牡丹        　　 20,000 円
  　藤田國雄     　   100,000 円
  　株式会社   本陣      　　 11,058 円
  　31 会        　　 11,729 円

志方正實 80 志方正典 朝妻町
内藤きみゑ 91 内藤利昭 北条町横尾
武田小石子 97 藤田國雄 北条町西南
西浦良和 91 西浦　徹 玉野町
菅野　巧 79 菅野和弘 都染町
徳岡　清 86 徳岡政則 下道山町
三宅ちよの 85 三宅喜正 中野町
山端さかゑ 81 山端良男 繁昌町
正中常治 89 正中敏昭 北条町宮前
中村義一 92 中村利昭 中野町
河合常二 94 河合章央 国正町
織邊且二 85 織邊美智也 網引町
東一時雄 69 東一雅幸 満久町
井上賀壽子 89 井上知也 田谷町
玉置　強 61 玉置なつ子 北条町西南
田中吉正 68 田中吉典 豊倉町
山田定雄 94 山田二郎 国正町
森海一郎 84 森　博 下万願寺町
織田貞勝 77 織田伸洋 島町
佐伯アイ子 91 佐伯武彦 西笠原町
三枝二三郎 89 三枝正男 北条町御幸
横田三郎 95 横田孝幸 中野町
古角幸子 73 古角義信 北条町笠屋
高見正直 72 高見賢吾 野上町
後藤義弘 75 後藤弘明 殿原町
川嶋つたへ 94 川嶋克己 坂元町
伊藤武男 83 伊藤容博 和泉町
長谷川　正 63 長谷川とし子 繁昌町
繁山ハツ子 75 繁山雅彦 繁昌町
内藤さざ子 85 内藤優 玉丘町
小牧一夫 81 小牧大祐 殿原町
篠倉あけみ 88 篠倉光男 若井町
高橋つる 94 高橋廣昭 北条町西高室
幸田　曉 75 幸田省一 栄町
高橋恵美子 70 高橋　晃 和泉町
大西實治 81 大西正明 北条町西南
髙井ちづこ 87 髙井壽郎 北条町横尾
岡本時夫 78 岡本哲也 尾崎町
松本巳代子 90 松本勝哉 笹倉町
岩崎　修 76 岩崎　覚 野田町
正中善男 59 正中麗子 北条町小谷
藤川しづよ 87 藤川一郎 東剣坂町
前田みさゑ 90 前田幸良 両月町

※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。

善 意 の 花 束 (敬称略)

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

加西市への寄付
  　 Country  Rabbit（図書館図書購入費用として） 　　 20,000 円
   　河合　實（ふるさと納税として）  　   500,000 円

お  く  や  み
  死亡者 年齢    喪主   町名

変更になる場合がございますので電話で確認して下さい。
また、消防本部（☎420119）でも確認することができます。
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加西市成人式の企画・運営を行う新
成人のスタッフを募集します。
※2009年成人式は、S63.4/2 から H
元.4/1 までに生まれた方が対象で、
来年1/11（日）開催予定です。
募集締切：7/18（金）
問合・申込先：市民交流課☎428775

成人式を君たちの手で創り上
げよう！
運営スタッフ募集

　

乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
6/23（月）     13:00 ～ 13:45
H20.  4月生まれの乳児　
■4か月児健診  7/1（火）  13:00 ～ 13:45
H20. 2月生まれの乳児
■1歳6か月健診  7/8（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 1月生まれの幼児
■2歳児教室　6/25（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 6月生まれの幼児
対象者には個別に通知します。
■3歳児健診  7/15（火）    13:00 ～ 13:45  
H17. 5月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   7/24（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  7/31（木）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6か月の乳児の保護者（定員10名）
※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）  7/3（木）
 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママとパパ 

　　　  は受付時間です
■母子健康手帳の交付
  8:30 ～ 17:15　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
  8:30 ～ 17:15　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していただ
けます。

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

問合先：国保健康課健康係☎428723

★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。

私たちは、どれだけ多くの人の思い
やりや優しさにつつまれて成長して
きたのでしょう。
子どもを想い、親を想い、そしてふ
るさとを想う『愛』のメッセージを
綴ってみませんか？
応募規定：
①ハガキ（手紙）、FAX、e-mail で
　応募してください。
②字数は 600 字以内。ジャンル、　
　形式は問いません。
③応募点数制限なし。
④次の記入事項を必ず記載してくだ
　さい。氏名・匿名の有無・電話番
　号・住所・年齢・男女の別・題名・
　誰に宛てたか
⑤応募作品は返却しません。また、
　作品は加西市に帰属します。
⑥冊子等で作品発表の際、一部修正
　することもあります。
応募締切：H21.1/31（土）まで
発表：H21.5　入賞者に通知します
表彰：H21.8 下旬
応募・問合先：加西市市民福祉部人
権推進課「愛の詩」係
☎42 8727    ℻  43 1380
e-mail  jinken@city.kasai.hyogo.jp

第１０回「愛の詩」募集

都市計画に関する事項を調査・審議
する審議会で、都市計画を決定する
上で欠かせない手続きの一つです。
今回、15 名の委員の内 1 名を公募
します。あなたの意見を計画に活か
してみませんか？
応募資格：市内に在住する方
期間：委嘱日（H20.7/28 の予定）
～ 2 年間　※会議は原則平日昼間開
催、年 2 ～ 3 回程度　
募集人員：1 名
委員報酬：1 回 8,300 円（現行。た
だし、条例改正により減額する可能
性有）
応募方法：郵便又は e-mail で 2 つ
の課題について論文（800 字程度）
を作成し、住所・氏名・年齢・職業
を記入して応募して下さい。
課題①「志望動機」②「あなたが描
く加西のまちの将来像」
応募締切：7/14（月）まで
選考方法：選考委員会にて選考。結
果は応募者全員に連絡致します。
応募・問合先：〒 675-2395 加西市
役所都市開発部都市計画課　☎42
8753　e-mail:toshi@city.kasai.hyogo.jp
（ただし、土・日を除く8:30から17:15まで）

加西市都市計画審議会委員募集

　

  

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

ぜんぼう保育所では、「地域子育て
支援拠点事業」の指定を受け、体験
保育を実施します。
実施期間：7/1 ～ 28、8/4 ～ 29、
9/1 ～ 26、10/1 ～ 28、11/4 ～ 28、
12/1 ～ 26 ※ 9 月は 2 歳児のみ募集
対象：在宅（保育園に入園していな
い）の満 2 歳以上のお子さん
体験期間：4 週間（土曜日は休み）
募集人数：各 1 名
2 歳児 (H17.4/1 ～ H18.3/31）
3 歳児 (H16.4/1 ～ H17.3/31)
4 歳児 (H15.4/1 ～ H16.3/31)
5 歳児 (H14.4/1 ～ H15.3/31)
保育時間：9:30 ～ 15:00（昼食とお
やつがつきます）
保育料金：8,000 円 (8 月は 6,000 円 )
申込先：ぜんぼう保育所☎48 3765

ぜんぼう体験保育 参加者募集

国際交流協会では、国際交流イベン
トや日本語クラスのボランティアス
タッフを募集しています。
問合・申込先：加西国際交流協会（経
営戦略室内）　☎428700
e-mail   keiei@city.kasai.hyogo.jp

楽しい外国人とお友達になろ
う！！
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▶

【問合先】　こども未来課　☎428726

こんな仕事を考えています。

こんな仕事をしています。

こどもは地域の宝『地域で守り、地域で育てよう』

　こどもに関する総合的なサービスを行うため、昨年度ま

での教育委員会幼児対策課と市民福祉部子育て支援課が一

つになり、新たに  「こども未来課」  が誕生しました。

　０～５歳児までの「かさいっ子」が希望に満ちた未来へ

向かって、すくすく育つことを強く願ってつくられました。

　子どもたちが健やかに育っていくために、保育所・幼稚

園・幼児園・児童福祉の仕事をしています。

― こども未来課 ―

▲  こども未来課のスタッフ一同。市民の皆さまが立ち寄りや
　   すいよう１階南側で仕事をして います。

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

①上下水道基本料金の免除を受けることができる方
　加西市内に住所があり、現に居住している上下水道登録
使用者で、世帯内に就学前の子どもがいる母子家庭の方。
（この場合の母子家庭とは児童扶養手当又は遺族基礎年金
（旧母子福祉年金）を受給されている世帯の方です。申請
の際には、証書の提示が必要です。）

②下水道基本料金の免除を受けることができる方
　加西市内に住所があり、現に居住している下水道登録使
用者で、世帯内に３歳未満の第３子以上の児童がいる方。
（ただし、18 歳以上のお子様は児童数にカウントしませ
ん。）

次の条件に該当する方を対象に、減免を行います。

７月から少子化対策のため、上下水道基本料金の減免を開始します。

【ご持参いただくもの】
◎印鑑◎水道使用量等のお知らせ（登録使用者を確認するために必要
です。）◎児童扶養手当又は遺族基礎年金の受給証書（母子家庭世帯
を確認する場合に必要です。）

注意  減免申請者は上下水道使用者名義人です。該当世帯で
あっても、以下の場合は減免の対象となりません。

・登録使用者が同一世帯にいない。
・アパートや集合住宅等でメーターが共同であったり、　
　登録使用者が住宅管理者名義になっている。
・家庭用以外にかかる基本料金。

市役所別棟 2階の生活環境部業務管理課 ( ☎42 8791) でお
手続きください。。

１　窓口業務の内容 ⑫番窓口

　児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請

受付。保育所、幼稚園、幼児園入所（園）受付。母（父）

子家庭等の相談、女性相談。要保護児童相談など子育

て相談を行っています。

２　小学校へ上がるまでの乳児、幼児の保育を保育所・

幼稚園・幼児園で行っています。

３　家で保育している親子が、気軽に立ち寄って、自

由に過ごせる「ねひめキッズ」で親子のふれあい、親

同士の交流、子育てアドバイザーによる子育ての不安

や悩みを相談するなどの支援を行っています。是非、

気軽にお立ち寄りください。（場所は休園中の富田幼稚園）

４　心身の障害や何らかの問題を持つこども達を対象

に、保育・訓練・相談等の機会を提供する「療育事業」

と、18 歳までのこどもの養育者から面接相談、電話

相談に応じる「家庭児童相談」を行っています。（場

所は児童療育室：健康福祉会館 2階）

５　「子育てを応援してほしい人」と「応援したい人」

が会員となって、地域の中で助け合いながら子育ての

ボランティア活動を行う「ファミリーサポートクラブ」

事業を実施しています。（場所はアスティアかさい 3階

地域交流センター）

１　大規模幼児園をつくる前の段階として、規模の小

さな幼児園をつくる。

２　家庭で子育てしている保護者とそのお子さんを対

象にした地域子育て支援事業。


