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中川市長からの報告。この３年を振り返って
　平成17年7月の初当選以来、『全国に誇れる魅力ある加西市の創造』を基本理念に、次々と行財政改革を進め
てきた中川市政。この３年間の経過報告と今後の展望について市長が報告します。

　初当選以来、私が提唱してきたこ
とや手がけてきたプロジェクトが
一つひとつ実ってきたことで、市職
員はもとより市民の皆様のご理解
も徐々に深まってきたのではない
でしょうか。

　この 3年間、徹底して情報開示を進めてきた結果、市政
や市の現状を放置しておけないという市民の自治意識が高
まり、政治参加も進んできたと受け止めています。加西市
の抱える色々な問題は、実は、過去からの問題先送り・怠慢・
不作為などが、そもそもの原因であったことにもお気付き
になったことと思います。

　私自身の選挙マニフェスト（公約）や、市役所の改革マ
ニフェストなど、個別具体的な政策を市民の皆様がチェッ
クされ、選んだ市長が、公約やマニフェストを果たして実
現したか、その達成度によって評価するという住民自治の
考え方が、加西市にも漸く根付きはじめたように感じます。

1．再選後、1年が経過して

関西大学と地域連携協定締結(H20.4) ▶

　右ページの通り、改革マニフェスト 70 項目にわたって
相当な成果が出ていますが、当面取り組むべき課題として
以下を考えています。

①病院のあり方委員会の答申を受けて、地方公営企業法の
　全部適用を実施できるだけの病院経営体制（病院事務局
　の増強）を築く。
②職員採用のあり方委員会の答申を受けて、今後、より一
　層の透明性の高い採用方法を実施する。
③新しい懲戒審査委員会に諮って、昨年の市政混乱を招い
　た職員による情報漏洩や改ざんなどについて、しかるべ
　き処分を行って決着をつける。
④外部有識者や一般市民も参加する「事業仕分け」によっ
　て、市役所がやるべき業務の「選択と集中」を図る。
⑤東洋大学や関西大学などとの
　連携を進め、市が直面する重
　要課題について年度内に一定
　の方向性や成果を出す。

2．当面の課題

▲再選。初登庁時 (H19.6)

　この3年間で市債残高の1割以上に相当する60億円（市
税収入ほぼ一年分）を削減し、北条鉄道の経常赤字も半減
することができ、財政再建への道筋は立ちつつあります。
一方で、老朽化した学校や給食センターなど教育施設の耐
震補強・建替え・統廃合をいかに進め、公教育の質をいか
に向上させるかの重要課題があります。

　公民連携（PPP）の手法やふ
るさと納税制度などを活用し
て、単年度の財政支出が過大に
ならないよう配慮しながら、全
体を早期に整備していきたいと
考えています。
　加西を元気にするには、ふる

さとの強み・特色・今ある地域資源を活かすことが大事で
あり、そのような観点から「環境と景観のまちづくり」を
進めていますが、残念ながら加西市には、建築許可や大規
模な都市計画についての権限もなく、開発指導要綱や関係
条例さえ未整備の状況です。
　そのため、環境破壊の開発行為や景観阻害の建築が市長
指揮の及ばないところで発生しています。これらを未然に
防ぐため、事前協議制や開発指導要綱を定めつつ、出来る
だけ早期に条例化したいと思っています。

3．今年の最大テーマは、「環境と教育」
　また、低炭素社会に向け、バイオマス事業などで全国自
治体の先べんを切って環境先進市を目指して取り組みま
す。けれども、これは、加西市が必ずしも公共事業として
取り組むものではなく、民間事業者が取り組み易い環境づ
くりを行政が行うことで対応していきます。  

　「私の存在意義は何か」と、常に原点に立ち返りながら、
今後も市長職務に励みます。職務の遂行にあたっては、「全
ては市民と加西市の将来のために」という判断基準で臨み
ます。過去の慣例に習い、これまでの市役所業務の繰り返
しだけに終始するなら、私が市長である必要はありません。
　これまでの加西市ではできなかった改革を、今後も大車
輪で進めていきます。時代が私を求め、市民の皆様が私を
必要としている限り精一杯頑張って、相当の成果を上げる
所存です。
　政治のリーダーシップが変わることで、加西のイメージ

や街の活力、そして市
民の心理も好転してき
たと多くの市民の皆様
が喜んでいただけるよ
う引き続き頑張ります。

▲東洋大学と公民連携協定締結
(H20.5)　

▲テレビ生出演。市政について語る (H20.5)

　市役所には、市民のために真に役立つ人材が必要です。
サービス精神やコスト意識があるか、市民に喜ばれること
を生き甲斐とできるか、主体的に考えて行動し成果を出せ
る職員か否かで、市民満足度は随分と違ってきます。
　このような考えから、私は、市長就任以降、公正かつ透
明性の高い採用とするために、選考方法を順次改善してき
ました。そして、今回、「職員採用試験のあり方委員会」
の答申を受け、知識よりも人間性をより一層重視するなど、
選考方法をさらに進化させました。
　市役所の業務には、高度の専門学力よりも、むしろ、市
民サービスの現場において、市民との協働や連帯ができる
ような幅の広い人間性をもった人材が必要です。また、答

えの決まっている問題は解決できても、未知の問題や突発
事態に対処できなければ、任務を遂行できません。
　地域の強みや今ある資源を活かすことが、まちづくりの
基本です。それゆえ、市役所職員には、加西を外からの視
点で観られる人材、市民・納税者の立場と行政の立場の双
方から物事を考えられる視野の広い人材、気付きと行動の
ある人材などが求められます。
　加西市の採用試験では、積極的に応
募者の特性や持ち味を見出し、「人材と
しての可能性」を厳正かつ公正に評価
して、合否を決定します。「磨けば玉に
なる」人材よ、来たれ！。

▲松本委員長から提言書
（H20.6）

改革マニフェスト進捗状況の報告

　平成 18 年に 70 項目の改革マニフェストをまとめ、その後、遂次、内容項目を追加し、現在 94 項目となっています。
平成20年3月末現在の進捗状況は下記のとおりです。
　概ね順調で、唯一教育分野の進捗が遅れており、「幼保／小中学校のあり方」を当面の最重要課題として取り組みます。今
後とも市民の皆さんへの説明責任を果たしながら推進してまいります。
　詳細は加西市ホームページをご覧ください。

主な成果
各種職員手当の廃止と削減
退職時の特別昇給制度の廃止
技能労務職の職種変更
管理職に目標管理制度を導入
社会人採用開始
採用試験委員会に外部委員を導入
職場アンケートと全職員への市長面接
全国公募による人材募集
議会のインターネット中継開始
指定管理者制度の導入
ゴミ収集の民間委託エリアの拡大
上下水道業務の包括民間委託
病院給食の民間委託
電力使用料削減／石油購入経費削減
公用車売却／広告収入強化

ヤフーオークションによる差押物件公売 
インターネット等による市有財産売却 
納税組合制度の廃止と口座振替制度の促進 
コンビニ収納開始 
「病院フォーラム」の開催
「病院あり方委員会」の開催 
病院機能評価の認定基準クリア 
産科再開（マタニティセンターのオープン）
公共料金改定
加西ブランド協定の締結
市内特産品の給食利用
環境基本計画の策定・公表
全国初の EA（エコアクション）21 取得
指定ゴミ袋制の導入（ごみ袋の有料化）
不法投棄監視員（エコレンジャ）の公募設置 
教育施設の耐震診断完了

延長保育／預り保育／学童保育の強化と拡大 
ファミリーサポートクラブの開始
特別指定区域制度の活用促進 
新婚世帯家賃補助開始 
企業誘致数、県下トップの実績 
三洋電機跡地の地区計画（イオン出店）
北条鉄道にボランティア駅長制度導入 
北条鉄道の赤字半減
バイオ燃料の利用促進（公用車への使用）
廃食油の試験収集開始
CO2 削減協定と BDF 製造装置の提供
バイオマス企業の事業化決定と建設着手
NPO法人に対する減免制度実施
加西市内初のNPO法人の誕生（7法人）
兵教大・関西大・東洋大学との連携強化
日経ｅ都市ランキング全国 22 位へ躍進

改革マニフェストに取り組み、1年半で主に次の成果を達成しました。 【問合先】　経営戦略室　☎428700
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4．採用あり方委員会の答申を受けて

　（市長）
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　病院を巡って最近よく新聞で見かけるタイトルを

挙げてみますと、（1）医療崩壊、（2）勤務医不足、（3）

診療科閉鎖、（4）救急コンビニ受診、（5）病院赤字、

が五大タイトルと言えます。また今後大きな問題と

なりそうなタイトルもすでにいくつか登場していま

す。このうち今回は（5）の病院赤字について、そ

の基盤にある診療報酬制度を説明します。

　病院で診療を受けると窓口で自己負担金を支払い

ます。この額は、医療内容が同じであれば大病院で

も田舎の小さな病院でも同じです。また保険から病

院に支払われる残りの額も同じです。つまり、安全

や設備にお金を掛けようと、そうでなかろうと病院

に入るお金は一緒なのです。どの医療行為に幾ら請

求してよいかは診療報酬表に細かく決められてお

り、病院の自由にはなりません。ビフテキを食べる

のに、高級レストランなら高く、ファミリーレスト

ランなら安いという自由経済の原理が働いていませ

ん。医療は価格統制経済なのです。

　そしてこの 10 年間、国は診療報酬を 2年毎に下

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

げ続けてきました。必然的に多くの病院の経営が悪

化しました。病院の収入を保つには患者数を増やす

か、診療報酬の高い病気を増やすしかありません。

結果として病院職員の負担を増し、収入の減少は安

全体制へのコストを圧迫して患者を不幸にします。

　このような構造が、医療者の病院からの立ち去り

や、医療事故の発生を促しているのです。国の政策

がどのように社会環境の変化をもたらすか、顕著な

実例がここにあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 病 院 長 ）

病院経営は価格統制経済

　加西病院に再び元気な赤ちゃんの声が聞こえる
ようになりました。新しい命の誕生を身近に感じ
ることは、私たち病院職員に喜びと明日への意欲
をもたらしてくれます。

▲  『マタニティセンターに赤ちゃんの泣き声』。

はしか（麻しん）・風しんの予防接種
　1歳のお誕生日を迎えたら、はしか（麻しん）・風しん
の予防接種を受けましょう！！ 2～ 4 期の予防接種は追
加接種となります。1期の予防接種済みの人やはしか（麻
しん）・風しんに罹ったことのある人も追加接種を受ける
ことで予防効果が高まります。

【問合先】　国保健康課　☎428723

対 象 者

1 期 生後 12 か月以上 24 か月未満の者

2期
5 歳以上 7歳未満の者であって、小
学校入学前の１年間
（H14.4/2 ～ H15.4/1 生）

3期 中学校 1年生（H7.4/2 ～ H8.4/1 生）
4期 高校 3年生（H2.4/2 ～ H3.4/1 生）

接種場所
市内予防接種指定医療機関
（接種前に予約を兼ねて、直接医療機関にご
確認ください）

接種費用 無料

必要物品

母子健康手帳・体温計・健康保険証（本人
確認のため）・お持ちの方は予診票（医療機
関にもあります）
※ 3・4期対象者で、保護者の同伴ができな
い場合は保護者同意書が必要です。必要な
方は下記まで連絡ください。

食中毒を予防しましょう
　食中毒は、湿度、温度の上昇するこの時期に食中毒菌が
増殖し、特に発生しやすくなり家庭でも発生します。「食
中毒予防の 3原則」に注意して、食中毒を予防しましょう。
食中毒予防の 3原則
1. 原因菌をつけない（清潔にする）
○  とにかく手洗い
〇  魚・野菜はしっかり洗う（ラップしている野菜も…）
〇  食品の保存は容器やビニール袋に入れしっかり包む
2. 原因菌を増やさない
〇  作った料理は早めに食べましょう。
〇  残った料理を室温の状態で長くおかないようにしましょう。
〇  冷蔵庫は食品を詰めすぎないようにし、ドアの開閉も少な
　めにしましょう。
〇  冷凍した食品は、冷蔵庫で解凍しましょう。
3. 原因菌はしっかり殺菌
〇  使用した調理器具は、すぐに洗剤と流水であらいましょう。
〇  味噌汁やスープなどをあたためなおす時は、必ず沸騰させ
　ましょう。
〇  食品は、中心部が85度以上かつ1分以上で加熱しましょう。

　以上のように食中毒を未然に防ぐために、食中毒菌を「つ
けない」「増やさない」「殺菌する」ことを心がけることが、
大切です。

【問合先】　国保健康課　☎428723

【問合先】　総務部人事課人事係　
☎428702（直）　℻  431800　
E-mail：somu@city.kasai.hyogo.jp

21年度 加西市職員採用のご案内

　魅力ある加西市を創造していく政策企画力と柔軟性のある方、加西市を愛し市民の役に立つことを生き甲斐とできる
方など、多数のご応募お待ちしています。

専門試験の廃止：これまでの専門試験をやめ、より応募しやすくなりました。
面接試験の変更：二次試験の面接試験に加え、一次試験でも若手職員参加による面接試験を実施。より人物重視の選考へ。
試験日の変更：統一試験日を外し、一次試験日程を帰省時期に合わせて 8月 17 日としました。

より受験しやすくなりました（試験内容が変わります）

その他の募集
○事務（社会人経験者）採用試験の募集案内は 10 月頃に公表の予定です。
○医療職も募集しています。（17 ページに掲載）

職種
採用予定
人員

受験資格

事務 1 名程度 昭和 59 年 4 月 2 日から平成元年
4月 1日までに生まれた人

消防 4 名程度

昭和 59 年 4 月 2 日から平成元年
4 月 1 日までに生まれた人のうち、
次の要件を満たす人

　①色覚、聴覚、言語及び運動機能等
に消防職務遂行上の障害が無いこ
と。

　②両眼視力 1.0（矯正視力含む）
以上であること。ただし、裸眼
視力は 0.3 以上であること。

　③加西市内に居住できる者若しく
は通勤可能な人。

募集職種

受験申込み

提出書類 所定の受験申込書等に最終学校の卒業（見
込）証明、成績証明を添付

受付期間
平成 20 年 7月 15 日（火）～ 8月 7日（木）
土日祝除く午前 8時 30分～午後 5時 10分
持参または、郵送によりお申し込みください。

申 込 先 〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000 番地
加西市役所総務部総務課人事係（庁舎 3Ｆ）

試 験 日 程
（一次試験）

Ｈ20年8月17日（日）教養試験・適性試験体力試験（消防のみ）

Ｈ20年8月18日（月）面接試験

受験申込み・試験日程

※募集要項や受験申込書は市役所で配布、または市ホームページからも
　ダウンロードできます。

加西市公民連携フォーラムを開催します

【問合先】　経営戦略室　☎428700

○加西市の将来構想
○行政事務の包括民間委託、上下水道の民営化手法
○鶉野飛行場跡地活用、ため池住宅開発構想
○計画実行のプロセス

　加西市は、東洋大学と公民連携（PPP) 推進に関する
協定書を締結し、共同で調査研究を進めています。

　加西市から提示した、

　(1) 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（外部委託）

　(3) 鶉野飛行場跡地の有効活用

などをテーマとして「財政再建」と「定住促進」による市

の将来ビジョンが提示されます。

　誰でもご参加いただけます。

日　時：7月 27 日（日）　14:00 ～ 16:00　入場無料

場　所：加西市健康福祉会館　大会議室
テーマ：「加西市型公民連携可能性調査」報告等

PPPではじめる「加西の未来」
　「公民連携（PPP）」とは、公共サービスの実施に際
して、行政、民間、大学、NPO などが、それぞれの
特長を生かして、相互に役割分担して協働することを
言い、パブリック（公）とプライベート（民）がパー
トナーシップ（連携）する事業形態です。
　市では、3 年前、上下水道事業の窓口事務、検針
業務などを民間委託し、業務を相当効率化できまし
た。本年 4月からスタートしたバイオディーゼル燃
料（BDF）の製造事業は、官民連携と市民参画により
運営されています。
　今後、市では、老朽化した教育施設や給食センター
の整備・運営などを、PFI 手法※によって民に委ねる
ことや水道事業の民営化なども研究する予定です。　
　民間にできることは民間に任せて、従来、官が独占
してきた事業を民に開放すれば、民間のビジネス機会
を拡大することにもなります。

公民連携（PPPパブリック・プライベート・パートナーシップ   ）とは

※ PFI：民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供
　　　  をゆだねる手法
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平成20年度の介護保険料
　65 歳以上の方の介護保険料は 3年ごとに見直しを行っており、今年度は 3年目に当たるため、各所得段階の保

険料は昨年度と同様です。＜表１＞

　また、昭和 15 年 1月 2日以前に生まれた方で、税制改正の影響により大幅に所得段階が移行した方には、急激

な負担増を緩和するため、平成 18 年度から段階的に保険料を引き上げる措置を講じていますが、平成 20 年度分

は平成 19 年度分の保険料がそのまま適用されます。この特例の適用を受ける方は＜表２＞の保険料が適用されま

す。なお、平成 20 年度介護保険料決定通知書を 7月中旬に送付します。併せてご確認下さい。

段階 対象者 年間保険料

第１
生活保護または老齢福
祉年金の受給者（住民
税世帯非課税）

24,300 円

第２
住民税世帯非課税で年
金収入額及び所得金額
の合計が 80 万円以下

30,300 円

第３ 住民税世帯非課税で第
２段階以外 36,400 円

第４ 住民税課税世帯で
本人が住民税非課税 48,600 円

第５
本人が住民税課税で合
計所得金額が 200 万
円未満

60,700 円

第６
本人が住民税課税で合
計所得金額が 200 万
円以上

72,900 円

第７
本人が住民税課税で合
計所得金額が 400 万
円以上

85,000 円

＜表１＞

　老人保健制度に代わって、新たに「後期高齢者医療制度」が創設され、その制度を支援するため 75 歳未満の人

は後期高齢者支援金分として保険料を負担す

ることになりました。これまでは「医療保険

分」と「介護保険分（40 ～ 64 歳の方）」を

合わせた額を納めていただいていましたが、

平成 20 年 4月からは「後期高齢者支援金分」

が新たに加わります。

平成20年度から計算方法が変わります。　国民健康保険税

【問合先】　国保健康課　☎428721　税務課税制係　☎428712

民間委託を予定している公共料金等
住宅改修資金等貸付償還金　　　　　市立加西病院医療費
市営住宅使用料　　　　　　　　　　し尿収集手数料
国営加古川西部土地改良事業負担金　保育料

【問合先】　収納課　☎428714

　加西市では公共料金等未収金の収納業務を民間に委

託する手続きを進めています。

　これは、民間の創意工夫を最大限活用し、未収金の回

収と収納率の向上を図ることを目的としています。

　詳細が決まりしだいお知らせいたします。

　本年7月に公募要綱を公表し、概ね 10月頃からの委

託を予定しています。

【問合・申込先】　税務課資産税係　☎428713

住宅の省エネ改修促進税制度が創設　固定資産税

所得段階の移行状況 年間保険料

税制改正前　→　本年度の
の段階　　　　　段階

H18 年度 H19 年度 H20 年度

第１段階　→　第４段階 32,300 円 40,400 円 40,400 円

第２段階　→　第４段階 36,400 円 42,500 円 42,500 円

第３段階　→　第４段階 40,400 円 44,500 円 44,500 円

第１段階　→　第５段階 36,400 円 48,600 円 48,600 円

第２段階　→　第５段階 40,400 円 50,500 円 50,500 円

第３段階　→　第５段階 44,500 円 52,600 円 52,600 円

第４段階　→　第５段階 52,600 円 56,600 円 56,600 円

＜表２＞

※「税制改正前の段階」とは、前年の所得に基づいて、税制改正の影響が
なかった場合に適用される所得段階をいい、「本年度の段階」とは、税制改
正後の税制に基づき本年度に適用される所得段階をいいます。

【問合先】　税務課税制係　☎428712

　平成 20 年度の国の税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門の CO２排出量の削減を図るため、「省

エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。この制度により平成 20 年

1月 1日に現存する住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅（家屋）に係る固定資産税が翌年度分に

限り減額されます。

【減額の対象となる要件】（すべて満たすことが必要）
○平成20年 1月 1日以前から所在する住宅（貸家を除く）　　
　において行われる工事である。
○平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に行われ
　る工事である。
○１戸当たり30万円以上の改修工事が行われたものである。
○対象工事のいずれかである。

【対象工事】
①窓の断熱改修工事 (外気と接するものの工事に限る)≪必須≫
②窓の断熱改修工事と合わせて行う以下の工事
　　ア　床の断熱改修工事
　　イ　天井の断熱改修工事
　　ウ　壁の断熱改修工事（外気と接するものの工事に限る）
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合
　することが必要です。
( 例 ) 窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井・壁・床に適切
な量の断熱材を入れる工事

【減税の内容】
○改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額
　されます。
○１戸当たり120平方メートル相当分までの税額の3分の1分
　が減額されます。
※都市計画税は減額の対象ではありません。
※新築軽減及び耐震改修に伴う軽減と同時には適用はできません。

【申請方法】
　減額措置の適用を受けようとする場合は、工事完了後3か月
以内に次の書類をご提出下さい。
①固定資産税減額申告書
②現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証する証明書
（建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発
行したもの）
③工事内容や金額を示す工事明細書及び領収書

区分 改正前（19年度） 改正後（20年度）

医療分

①所得割　　　　　  9.10%
②被保険者均等割 28,000 円
③世帯別平等割　 29,000 円
課税限度額　　   560,000 円

①所得割　　　　　　6.2%
②被保険者均等割  21,000 円
③世帯別平等割　  22,000 円
課税限度額　　    470,000 円

後期高齢者
支援分

①所得割　　　　　  2.50%
②被保険者均等割    8,000 円
③世帯別平等割　    8,000 円
課税限度額　　    120,000 円

介護分

①所得割　　　　　  2.10%
②被保険者均等割    9,000 円
③世帯別平等割　    6,000 円
課税限度額　　      90,000 円

①所得割　　　　　  2.00%
②被保険者均等割    8,000 円
③世帯別平等割　    6,000 円
課税限度額　　      90,000 円

所 得 割：加入者の前年中の所得から基礎控除
　　　　　　（33万円）を引き、その額に税率を
　　　　　　掛けた金額
均 等 割：加入者一人当たりにかかる金額
平 等 割：一世帯当たりにかかる金額
課税限度額：一世帯当たりの限度額

保険税の軽減
　平成 19 年中の所得が、右表の所得基準を下回

る世帯については、保険税の均等割額と平等割額

が減額されます。

　保険税の軽減は、世帯全員の所得が申告されて

いないと基準に該当するかどうかの判定ができま

せん。前年中の所得が分からない世帯には、申告

書をお送りしますので必ず申告してください。

軽減区分 総所得金額が下記の金額以下
（世帯主と被保険者の合計所得） 申請書提出の必要

７割軽減 33 万円 申請書の提出は不要

５割軽減 33 万円＋ 24 万５千円
×（世帯主を除いた被保険者数）申請書の提出は不要

２割軽減 33 万円＋ 35 万円×被保険者 本年度から申請書の
提出が不要

※後期高齢者支援分は、後期高齢者医療制度に対して給付等に必要な額のうち公費5割、後期高齢者保険料1割を除いた約4割分を
　74歳以下の各医療保険の被保険者に負担していただき、後期高齢者の医療を賄うものです。
※長寿（後期高齢者）医療制度へ移行することで国保被保険者が減少しても国保から移行した後期高齢者の人数及び所得も含めて5
　年間、軽減判定を行います。また減少して１人の世帯になる場合は最長５年間、保険税の平等割賦課分が半額になります。
※後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時または制度創設後に75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行
　することにより、これまで被用者保険の被扶養者であった方が国保被保険者になる方（以下「旧被扶養者」という。）は所得割がか
　からず、均等割は半額になります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯についてはさらに、平等割も半額になります。
　（ただし、7割軽減及び5割軽減の対象者は除きます。）

　住宅の省エネ改修工事等にかかる住宅借入金等を有

する場合の所得税の特別控除（住宅ローン控除）の特例

が創設されております。詳しくは下記まで。

【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度 固定資産税第2期分、国民健康保険税及び

介護保険料（普通徴収）第1期分の納期限は

　　　　　　　　７月３１日（木）です。

収納業務の民間委託を予定 所得税   省エネ改修工事等の住宅ローン控除

納期内完納にご協力をお願いします



　医療機関にかかるときの一部負担金の割合（1割または 3割）は、平成 20 年 7月までは従来の老人保健制度と

同様に、同一世帯の被保険者及び 70 歳以上の方の所得や収入で判定していましたが、8月からは同一世帯の後期

高齢者医療被保険者の所得や収入で判定します。

　8月 1日から平成 21 年 7月 31 日までの一部負担金の割合は、平成 19 年中の所得や収入で判定し、①②に該当

する方に新しい被保険者証を［７月下旬頃］送付しますので、8月 1日から新しい被保険者証を医療機関の窓口に

提示してください。古い被保険者証は使用できませんので、お手数ですが国保健康課に必ずお返しください。

　①一部負担金の割合が変更になる方
　②現在、被保険者証の一部負担金の割合欄に『3割 ただし平成 20 年 7月 31 日までは、自己負担限度額「一般」 
　　適用』の記載のある方

　なお、①②に該当しない方は、引き続き、今までお持ちの被保険者証で受診できます。（世帯の状況に異動があ

ったり、所得の更正等が行われたときは、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。）
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国民年金保険料の納付が困難なときは  国民年金保険料免除制度をご利用ください。

　所得の減少や失業等の経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付

が全額または一部が免除される「申請免除制度」、保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」（30 歳未満

の方が対象）があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の更新のお知らせ　
　世帯員全員が住民税非課税（表の区分で低所得Ⅰ・Ⅱに該当）の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を提
示することで、入院の際に医療機関で支払う一部負担金が表の世帯単位欄の限度額となり、入院時の食事代も減額
されます。
　認定証の更新時期は毎年 8月です。現在、認定証をお持ちで 8月以降も引き続き対象となる可能性がある方には、
申請書を送付しています。世帯員全員が住民税非課税の方で認定証をお持ちでない場合は、入院の際に国保健康課
に申請してください。

年金特別便の取り次ぎ相談を行っています｡

　社会保険庁は､ 3 月までに ｢5000 万件の未登録記録｣
と ｢受給者 3000 万人 ･ 加入者 7000 万人｣ の記録をコ
ンピュ－タ－上で突き合わせをし､ その結果記録が結
びつく可能性のある方々に対し、「ねんきん特別便」の
送付を行いました。また、4月からはすべての方に加
入履歴のお知らせが「ねんきん特別便」で送付されて
います。
　市役所１階の⑤番の国民年金窓口でも取り次ぎ相談

長寿（後期高齢者）医療制度    一部負担金の割合が変わる方には新しい被保険者証を送付します。

表：医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等

区　分

一部
負担
金の
割合

自己負担限度額
( 月額 )

入院時の食
事代の標準
負担額 ( １
食当たり )

該当条件
個人単位
[ 外来 ]

世帯単位
[ 入院含む ]

現　役
並　み
所得者

３割 44,400 円

80,100 円＋
（医療費－
267,000 円）
×１％

[44,400 円 ]
※１

260 円

同一世帯に住民税課税所得 145 万円以上の被保険者がいる世帯の方
ただし、住民税課税所得 145 万円以上でも収入が次の金額に満たない方は、
国保健康課に申請することにより「一般」の区分となります。
【対象となる可能性がある方には申請書を送付しています。】
○同一世帯に被保険者が一人の場合　　収入　　　　　　　　　…383 万円 
○同一世帯に被保険者が複数いる場合　被保険者全員の収入合計…520 万円

一般

１割

12,000 円 44,400 円 「現役並み所得者」、「低所得Ⅱ」、「低所得Ⅰ」以外の方

低
所
得

Ⅱ

8,000 円

24,600 円
210 円
[160 円 ]
※２ 世帯員全員が

住民税非課税

「低所得Ⅰ」以外の方

Ⅰ 15,000 円 100 円
○各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を 80 万円と
して計算）を差し引いたときに 0円となる方
○老齢福祉年金の受給者

※１　［　］内は過去 12 ヵ月以内にすでに 3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額
※２　［　］内は過去 12 ヵ月の入院日数が 90 日を超える場合、91 日目からの額（申請が必要）
( 注 )　制度改正に伴う経過措置（平成 20 年 8月 1日から平成 22 年 7月 31 日まで）
　　    現役並み所得者（同一世帯に被保険者が一人の場合で、かつ 70 歳以上 75 歳未満の方がいる場合に限る）のうち、収入
　　    383 万円以上の被保険者で、同一世帯の 70 歳以上 75 歳未満の方を含めた収入合計が 520 万円未満の場合は、国保健康 
            課に申請することで一部負担金の割合は「3割」ですが、自己負担限度額は「一般」の区分となります。

【問合先】　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局　☎078-326-2248（資格給付課）
　　　　  加西市国保健康課国保医療係　☎428721   

区  分 保険料納付月額 受給率
全 額 免 除           ０円 １／３
３／４免除   ３，６００円 １／２
半 額 免 除   ７，２１０円 ２／３
１／４免除 １０，８１０円 ５／６

申請免除制度 （金額はすべて平成２０年度分の保険料額です。） 若年者納付猶予制度

対象者：本人・配偶者・世帯主の全員が次のいずれか
の要件に該当する方
　①前年所得が少ない方
　②平成 19年 4月以降に失業・倒産・事業の廃止の
　　あった方
　③障害者または寡婦であって、前年所得が 125 万円
　　以下の方
　④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けてい
　　る方
　⑤特定障害者に対する特別障害者給付金を受けてい
　　る方

※受給率＝全額納めた場合、受給する額に対する割合
※３／４・半額・１／４免除は、保険料を納付しなければ
　未納扱いとなります。

　30 歳未満の方で国民年金保険料を収めるのが困難
な方は、手続きし承認されると保険料を納めることが
猶予されます。
対象者：本人（30 歳未満）および配偶者が次のいず
れかの要件に該当する方　
　①前年所得が少ない方
　②平成 19年 4月以降に失業・倒産・事業の廃止の
　　あった方
　③障害者または寡婦であって、前年所得が 125万円   
　　以下の方
　④生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けてい
　　る方

　平成 20 年 6月までに「全額免除」・「若年者納付猶予」の承認を受けられた方で、7月以降も継続免除を希望さ

れた方には、社会保険事務所より20年度分の審査結果が送付されます。承認された方の申請は不要です。「全額免除」

「若年者納付猶予」で継続免除を希望されていない方、「１/４免除」・「半額免除」・「３/４免除」を希望される方は、

7月以降免除の申請が必要です。

対 象 期 間／平成 20 年 7月～平成 21 年 6月
申 請 時 期／ 7月から受付を開始します。
必要なもの／年金手帳、印鑑、失業が理由の場合は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」または「離職票」等
　　　　　　平成 20 年 1 月 2 日以降に他の市区町から転入された方は「平成 19 年度中の所得状況が確認できる
　　　　　　書類」

【受付・問合先】　加古川社会保険事務所 ☎079-427-4740　または  市民課市民年金係 ☎428722   

必要なもの／①年金記録のお知らせ
　　　　　　②年金加入記録回答票
　　　　　　③年金手帳

【問合先】　市民課市民年金係 ☎428722   

を行っています。次の書類をご用意の上、下記までお
気軽に問合せください。

市民課市民年金係は市役所 1階
の⑤番  国民年金窓口です。
国民年金に関することはこちら
まで。



　7 月 2 日、東京の日経ホールで農林水産省主催「全国バイオマスタウ
ンサミット」が開催 . 政府からバイオマスタウンに認定されている全国
の 151 市町村（6 月末時点）のうち、35 都道府県の 88 市町村の首長や
職員が参加しました。
　加西市は、近畿の自治体初のバイオマスタウン構想を策定しており、
中川市長はパネリストとして招待され、BDF 事業などの環境施策への
取り組みを報告しました。

　7 月 4 日、県立西脇高校生活情報科 3 年生 4 名が市役所を訪れ、中川
市長に播州織の手作りクールビズシャツを贈りました。播州織は、西
脇市や加西市などが産元で、先染め織物の全国シェア 8 割を生産して
いる北播磨の特産品です。
　工夫を凝らしたデザインのシャツ 3 枚をさっそく試着。市長はとて
も気に入った様子で「播州織の PR に努めます。」と約束しました。

　加西市は、洞爺湖サミット開催初日の 7 月 7 日、午後 8 時から 10 時までの 2 時間、「CO2
削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しました。市庁舎やランドマーク展望台、加西球場、
教育施設など、市関連施設 87 のうち約 8 割の 68 施設（通常から消灯している施設を含める
と 76 施設）を一斉消灯し、電力消費や二酸化炭素の排出を抑制。消灯時間を過ぎても、防犯
上問題の無いと思われる施設においては、午後 10 時以降も継続して翌朝まで消灯しました。
　なお、この事業は今後も月に１度は実施する予定にしています。

とうもろこし収穫祭

受賞者の皆さん  ▶
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KASAI データバンク 人口／ 49,469（－ 4）　世帯数／ 16,973（＋ 44）
男／ 24,004（＋ 7）　　女／ 25,461（－ 11）　
6 月の出生数／ 22 人　死亡数／ 41 人

H20.6.30 現在（前月比）

牛尾啓三さんからのコメント
加西の長石は長く北播磨、中播磨の景観造りの礎になってきた素材です。
その石切り場跡は世界に向けて創作活動をする拠点として最適な場所と
して考えています。 
1980 年から西長町の皆様初め加西の方々にお世話になってきました。
その成果の経過として、今回ニューヨークでの個展に漕ぎ着けました。
時代はどんどん変わってきておりますが、地域の文化をしっかりするこ
とが、来るべき時代のグローバルに近づくことを信じております。
今後とも芸術家としての夢を追いかけつつ地域を大切に考えていきたく
思います。

▲ 石見姫路市長（左）と中川市長

▲ 西長町のアトリエで作品と共に

　BDF（バイオディーゼル燃料）を 100％使用した、北条鉄道レールバスの試験走行が 6 月 29 日、北条町駅と粟生
駅間（13.6㎞）を往復して行われました。列車は午前 0 時に通常使用する軽油を、続いて 1 時 20 分に BDF を燃料に
走行開始。加速性能や燃費を計測したところ大きな差はなく、排ガスは軽油よりも BDF の方がクリーンでした。
　今後はイベント列車などに導入していく予定です。

全国初！ＢＤＦ100％使用「北条鉄道レールバス試験走行」

▲ 1時 20 分試験走行開始▲ BDF 燃料を注入 ▲ 報道陣から取材を受ける中川市長

　7 月 9 日、中川市長は姫路市の石見市長と面談、加西・姫路両市の連
携について具体的に協議しました。市長就任以来、これまで隣接 8 市
町長と各々個別面談を重ねてきたことの一環です。会談では、水道事
業の統合、ゴミ処理の共同化、コンピューターシステムの共通化、人
事交流など、加西市が抱える行政課題について協力を要請。諸会議の
席上などで各市町長との交流はあるものの、具体的課題について首長
同士が意見交換できたことは貴重で、今後は事務レベルでの会合を持
つこととしました。  

中川市長が石見姫路市長と面談

　6 月 28 日、「北条鉄道の絵（春）」の表彰式が、北条鉄道の車両内で
開催され、北条鉄道社長賞など 5 人が受賞。表彰式には受賞者の家族
も参加、子どもの笑い声とのどかな車窓を背景に、楽しい雰囲気で行
われました。また同日、北条町駅の鉄道敷地内にある消防車に「かさ
い 消し太郎」を命名した古角歩未さん（富田保育所）への表彰式も行
われました。

北条鉄道の絵　表彰式

▲  アスティアかさいで七夕まつり

　市民グループ加西ニューピープル（小林一仁代表ほか 40 名）は７月
６日、アスティアかさいとタイアップし、同館１階で七夕まつりを開催。
ボランティアスタッフの指導のもと、外国人約 20 名と飛び入り参加の
通りがかりの親子連れらが、短冊づくりをしたり折り紙飾りをしたり
して七夕を楽しみました。
　イベント終了後は、参加された方が買い物や館内を利用するなど、
市民参画による伝統行事の開催が国際交流と集客アップの相乗効果を
もたらしました。

市民参画とボランティアで集客に一役

パネリストとして市長登壇（右から 4人目）▶

「全国バイオマスタウンサミット」へ　中川市長

中川市長と西脇高校生  ▶

西脇高校生が播州織シャツを加西市長にプレゼント

▲ 優勝した第 10 分団日吉部

　7 月 6 日、兵庫県広域防災センター（三木市）で開催された第 22 回
北播磨地区消防操法大会において、小型動力ポンプの部に出場した第
10 分団日吉部が見事優勝を飾り、8 月 3 日（日）同地で開催される第
22 回兵庫県消防操法大会への出場を決めました。加西市の県大会出場
は、実に 16 年ぶりです。
　また、消防ポンプ自動車の部に出場した第 9 分団国正部も健闘し、
敢闘賞を受賞。

消防操法大会V　第10分団日吉部が県大会へ

　6 月 21 日・22 日の両日、彫刻家の牛尾啓三さん（姫路市香寺町）が、ニューヨーク・マンハッタン・チェルシー
地区で開催予定（9/4 ～ ) の個展を前に、加西市西長町内のアトリエで内覧会を開催。多くの方が訪れました。 

彫刻家 牛尾啓三さん 西長町アトリエで内覧会

ライトダウンで二酸化炭素の排出抑制

親子でとうもろこしを収穫  ▶

　北部子育て学習センターが、3 月 28 日に種まきをした、甲和泉町の金川良次
さん宅の畑で7月5日・7日、とうもろこしの収穫を行いました。地域のボランティ
アに支えられ親子約 150 人が参加。自然がいっぱいの畑で収穫を楽しみ、目で
見て手で触れて体験し、収穫の喜びと食の楽しさを味わうことができました。

◀泥んこになりながら田植えを体験する富田小の児童たち

　富田小学校３年生の児童 23 人が 6 月 12 日、地元の畑第 4 営農組合の協力を
得て、食育の体験学習として田植えをしました。水田に横一列に並び、泥んこ
になりながら、1 時間余りをかけてヒノヒカリの苗を丁寧に植えました。児童ら
は、この苗の成長を観察しながら、秋には稲刈りをする予定です。

富田小の児童が食育の一環として田植えを体験
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　加西市では、家庭から出る使用

済み天ぷら油を回収し、CO2削減

に寄与する環境に優しいバイオデ

ィーゼル燃料（BDF）を精製する

取り組みを行っています。

　廃食用油リサイクル施設の名

称を募集したところ、平山智子

さん（宮城県仙台市在住）が応募された、

『ec　il( エコイル )ファクトリー』に決定しました。
　『ec   il』とは、「エコ」な「オイル」が「コイル」の

ようにらせん状に社会を巡り、自然環境に配慮した循

環型社会の実現への願いが込められています。

　地球にも人にも優しい、誰もが親しみの持てる廃食

用油リサイクル施設『ec   il フ

ァクトリー』と共に、今後ます

ますの本市環境活動へのご協力

をよろしくお願いします。

廃食用油リサイクル施設名称 　 『ec    il ファクトリー』に決定！
エコイル

「天ぷら油」回収します！！

【問合先】環境創造課バイオマス担当  ☎428716

このたび、市内公共施設９箇所に『廃食用油回収 BOX』

を設置しました。

以下の点にご注意いただき、皆さまのご家庭から出る

廃食用油のリサイクルにご協力ください。

【ご注意】
○植物性の食用油のみお入れください。
　※なお、紙パック容器での持込みはご遠慮ください。
○動物性油（ラード等）は入れないでください。
○機械用オイル・工業用オイルは入れないでください。

【設置箇所】
・廃食用油リサイクル施設「ec    il ファクトリー」
・加西市役所本庁舎正面玄関　　・付属棟玄関
・北条鉄道「北条町駅」構内　　・加西市民会館
・健康福祉会館　　　　　　　　・善防公民館
・北部公民館　　　　　　　　　・南部公民館

エコイル

地震   いざというときに備えて

【問合先】　市民参画課　☎428751

『かさい防災ネット』に登録しましょう！
　地震や台風など自然災害による避難情報、気象情報
などの防災情報や、子どもを対象とした不審者などの
防犯情報が携帯電話等のメールへ自動配信されます。

かさい防災ネット　http://bosai.net/kasai/

　日本は地震大国といわれ、これまで幾度となく大地

震が発生し、多大な被害をもたらしてきました。

　先月の 6/14 には東北地方で岩手・宮城内陸地震が発

生し、また、中国四川省での大地震により多くの方が

犠牲となられました。

　現代の科学力では地震の発生を予測することはでき

ません。日頃からいざというときのために、できるこ

とから備えておきましょう。
【日頃からできる地震対策】
・普段から住居の点検や補修をしっかりと行っておく。
・家具などは倒れないように留め金具で固定する。
・窓にはガラス飛散防止フィルムをはる。
・出火に備えて、消火器やバケツはすぐに使える場所
   に置き、風呂水はすぐに捨てないで溜めておく。
・非常食、飲料水など家族 3日分を目安に備えておく。
・救急医療品や非常持ち出し品を準備し、すぐ持ち出
   せるところにまとめておく。
・避難場所や避難方法について話し合っておく。

【申込先】都市計画課 ☎428753

【簡易耐震診断推進事業】
　この事業は、住宅の耐震化を促進するために、耐震
診断を希望する住宅の所有者に、市が ｢簡易耐震診断
員｣ を派遣して、調査・診断を行い、住宅の耐震性を
調査します。専門家が調査を行いますので、安心して
おまかせください。
対　　　象：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された　
　　　　　　住宅
個人負担額：3,000 円 ( 木造戸建住宅の場合 )

耐震   あなたのお住まいは安全ですか

　平成 7年の阪神・淡路大震災では多くの建物が被害

を受け、尊い命が奪われました。

　なかでも、昭和 56年以前の ｢旧耐震基準｣ により建

築された木造住宅に大きな被害がでました。

　大地震は、いつ発生するかわかりません。

　わが家の耐震性を確認され、必要な耐震改修・補強

をお勧めします。

【わが家の耐震改修促進事業】
　「耐震改修計画」の作成、｢耐震改修工事｣ の実施に
対し、計画作成には 20 万円、耐震改修工事には 60 万
円を限度に県が補助する制度です。
対　　　象：昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された　
　　　　　　住宅

廃食用油の回収▶

▲廃食用油リサイクル施設

oo
oo

oo

oo

oo
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トライやるウィーク　大人の世界へ一歩前進
　加西市内４中学校の生徒 476 人が 6月 9日～ 13 日までの 5日間、学校を離れて 148 事業所で、大人の世界へ『チ

ャレンジ』。普段とは違う顔で取り組む『チャレンジャー』たちを紹介します。 

　※トライやるウィークとは、県内の公立中学校 2年生を対象とした、一週間の職場体験活動です。

現在空き家となっている家屋をお貸しください。 夏休み特別企画  北条鉄道の絵を描こう！

過疎地有償運送を実施する団体募集

募集期間：9/5(金) まで

応募資格：小学生

応募方法：画用紙（四つ切）に、夏を題材に北条鉄道レー

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。なお、画用紙の裏に①学校名②学年③名

前（ふりがな要）記入してください。（郵送又は持参）

※今年度中に CD付き絵本として出版を予定しています。

今年11月からの過疎地有償運送の運行を目指し、NPO

法人等の運送主体からの申請を 7/22（火）～ 8/12（火）

まで受け付けます。

【問合・申請先】　経営戦略室　☎428700

【応募先】　北条町駅　☎420036

　加西市の I ターン、Uターンを促進するため、また

新規就農者や田舎暮らしを希望する都市居住者向けに、

「空き家・空き農地バンク」の創設を検討しています。

　空き家・空き農地の情報提供をお願いします。

「空き家・空き農地バンク」とは
　売却及び貸出意思のある土地建物所有者と地域住民
の意思を問い、市がその情報を管理し、田舎暮らしを
希望する都市居住者に情報発信します。
　新規就農者及び田舎で開業や芸術活動などを行いた
いという明確な意思を持った方の転入促進を図ること
を目的とするものです。

【問合先】　ふるさと営業課　☎428740
　　　　　E-mail：furusato@city.kasai.hyogo.jp

　　　　編集後記

加西市消防本部
「簡単そうに
見えて結構難
しい。」生徒
たちは心肺そ
せい法を学ん
でいました。

心臓部分を押さえる場所を見つけるの
が大変そうです。（亀井）

フラワーセンター
　「温室での
作業はとても
蒸し暑くて大
変だけど、鉢
植えをしたり
するのが楽し

い。花に囲まれて、幸せです。」みんな
仲良く作業できていました。（佐伯）

歴史街道ボランティア
　五百羅漢で
お客さんに、
観光ガイドを
する仕事で
す。「とても
緊張したが、

人と触れ合えるのが楽しいし。喜んで
もらえたらやっぱりうれしい。」（柏木）

洋菓子店
　「洗い物が大変です。
お皿が普通より大きい
ので。でも、シューク
リームをショーケース
に運ぶのが楽しいで
す。」ケーキに囲まれと
ても幸せそうな仕事場
です。（柏木）

北条鉄道
　定期券や回
数券を発行
したり、様々
な仕事をこな
す。回数券を
作る仕事につ

いて尋ねると、「手早くできて簡単だけ
ど金額が難しい。」（佐伯）

パン屋さん
　「接客は難しく、大変
だけど楽しい。」たく
さんのお客さんを相手
に、仕事を頑張ってい
ました。パンがとても
おいしそうでした。
（垣内） 

　このコーナーの記事・写真・編集は、トライやるウィークで広報作りに参加した佐伯剛史くん・
亀井胡志くん（善防中）、柏木見友さん・垣内祐香さん（北条中）によるものです。

・市役所の仕事（経営戦略室）は、どんな事をするのかがよく分かりました。（佐伯）

・僕は取材や編集は結構時間がかかるし大変でした。記者の人たちの苦労が分かりました。（亀井）

・色んな仕事場に行って、頑張っている姿を見られてよかったです。いい経験になりました。（柏木）

・取材をやってからの編集は思っていたよりも難しかったです。貴重な体験ができました。（垣内）▲左から佐伯くん、亀井くん、
　柏木さん、垣内さん。

※ 詳しくは加西市ホームページをご覧ください。
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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：8/7（木）日吉保育園
　　　　　9/4（木）北条西保育所
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
申込先：こども未来課☎42 8726

リフレッシュ・ママ参加者募集

講座・イベント

甲南女子大学講師の上山 勝先生をお
招きして、兵庫の先覚者の方々が、い
ろいろとご苦労された姿に学ぶ会を
もちます。ぜひ、ご参加ください。
日時：8/1（金）13:30 ～ 15：00
場所：北部公民館　視聴覚室
講師：甲南女子大学講師・元武庫川
女子大学教授　上山　勝　先生
定員：100 名　　
参加費：無料
問合先：南部公民館☎49 0041

第3回人権セミナー「兵庫の人
権先覚者男女十余人の紹介」

内容：リラクゼーションストレッ
チ、呼吸法
定員：20名※センター新規利用者
を優先いたします。
開催日：8/21 ～ 10/16 の毎週木曜
日（7回コース）※9/4、9/11 は除く
開催時間：10:00 ～ 11:30
受付期間：7/22（火）～ 8/1（金）　
参加費：一人1回150円
申込先：加西市健康増進センター　
　　　　☎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
必要になります。詳細はお問い合わ
せください。

こころの健康リラクゼーショ
ン教室

看護師を目指しているあなた
見て・聞いて・交流して
知識と人間性を養えるあたたかい学
校です。
まずは、看護学生気分を味わってみ
ませんか？
対象：高校生以上（社会人も歓迎）
日時：8/12日（火）13:00 ～
場所・申込先：播磨看護専門学校（加
東市家原812-1）☎0795423961

オープンスクールに参加して
みませんか？

ろうそくが照らし出す
五百羅漢の美しい姿を
ご覧ください。
かき氷等のサービスも予定。
日時：8/8（金）
　　　法要18:30 ～
　　　ろうそく点灯19:00 ～
場所：羅漢寺
問合先：観光まちづくり協会（観光
案内所）☎428823

五百羅漢　千灯会

押し花展：7/31( 木 ) ～ 8/12( 火 ) 
 　　　　    8:00 ～ 12:00 無料
押し花教室：8/8( 金 )10:00 ～ 11:30
材料費込 500 円　募集人数20名
季節の折り紙展：9/20(土 )～10/19（日) 
　　　　　　　  8:00～ 12:00無料
場所：スパーク加西（クラブハウス内）
問合先：加西勤労者体育センター
　　　　☎47 1420

スパーク加西
「押し花展」と「折り紙展」

「鈴虫博士となかよし」
『見て・聞いて』鈴虫のことについ
て、たくさん知ろう！
日時：8/1（金）10:30 ～ 11:30
３・４歳児さんあつまれ！
８月の『なかよしタイム』は、水遊
びやシャボン玉をしますので、着替
えを持って遊びに来てね！
日時：8/5（火）・28 日（木）
　　　11:00 ～ 11:30
≪まちの子育てひろば応援団から≫
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！
日時：8/19（火）10:30 ～ 11:30
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

○女性チャレンジ講座
①「働き方でこんなに違う！仕事の
知識を身につけよう」
日時：8/10（日）10:00 ～ 12:00
②「仕事と家庭の両立－自己実現に
むけて－」
日時：9/7（日）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい３階集会室
対象：女性　定員：40人　
参加費：無料★一時保育あり(3日前要予約）
講師：社会保険労務士
　　　長谷川まゆみさん
申込：電話・FAX（氏名・電話番号）
受付開始：7/22（火）から先着順
○女性のための健康講座
リラクゼーションストレッチ体操
日時：8/24（日）、9/21（日）
　　　10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい３階ライト
スポーツスタジオ
対象：女性　定員：20人　　
参加費：無料★一時保育あり(3日前要予約）
講師：森井明美さん
申込：電話・FAX（氏名・電話番号）
受付開始：7/25（金）から先着順
※体操のできる服装・室内履き外を
持参下さい。
申込先：男女共同参画センター
　　　　☎420105　℻  420133　　

男女共同参画センター講座

日時：8/2、3(土・日）9:30 ～ 16:30
場所：北条町駅　
内容：駅員・運転士の仕事や車庫で
の体験・見学をします。当日自作し
た記念切符をプレゼント。
参加資格：小学4年生～中学3年生
参加費：2500円（保険・昼食代含む）
定員：各日30名（多数の場合抽選）
応募締切：7/20（日）まで
申込先：北条鉄道㈱☎420036

北条鉄道１日体験学習

歌の交流発表会
羽子岡あけぼの会主催の発表会です。
日程：7/27（日）
時間：9:00 ～ 17:00
場所：多目的ホール
主催：羽子岡あけぼの会

** 地域交流センターからお知らせ **
夏休みファミリールーム
夏休み限定でファミリールームを設
置します。わいわい騒げる親子の
空間。インターネットやセンタース
タッフがセレクトした雑誌や絵本も
充実。ご利用の際はセンター窓口で
お申込ください。
期間：8/1（金）～ 8/28（木）
利用時間：9:00 ～ 18:00

【申込・問合先】
地域交流センター
（アスティアかさい３階）　
☎420106　℻  420133

ファミリータッチ 3 ＤＡＹＳ講座
日程・内容：
9/11（木）アロマスプレー作り
9/18（木）ストレッチ＆タッチセラ
ピー（マッサージオイルお持ち帰り可）
9/25（木）リップクリーム作り
時間：10:30 ～ 11:30
準備：9/18（木）の講座は運動ので
きる格好でご参加ください。
定員：10 名〔5 名以上で実施　実
施日 10 日前にお知らせします。〕
対象：原則３日とも参加できる方
　　　（１日の参加もできます。）
参加費：500 円×回数〔材料費〕
講師：健康応援フィットネスこうべ
　　　高橋美智子さん
受付：随時　9:00 より電話にて

ファミリーパン工房
日程：7/31（木）、8/5（火）のうちど
ちらか一方でもOKです。
時間：11:00 ～ 13:00
対象：5歳以上のお子さまとその家族
内容：親子でパン＆デザート作り
場所：キッチンルーム
参加費：材料費として一組1,000円
定員：各4組
持ち物：エプロン、タオル、お茶
主催：加西ねひめーず
受付：7/18（金）9:00より電話にて

＊＊登録団体情報＊＊
■ねひめくれぱすさんより子育て事
業に使用する絨毯セット（新品）、お
もちゃ（新品）4万円分相当の寄贈が
ありました。
■ STUDIO It’s meさんにセンター事業
子育てサポート制度のポスターを無
償でデザインしていただきました。
■ねひめくれぱすさんの申し出によ
り上記ポスターの印刷製本をすべて
負担していただきました。
■Do-it さんより子育て事業に使用す
る 1万円分のおもちゃ（新品）の寄
贈がありました

夏休みストリートダンスワークショップ
日程・内容：
7/30（水）ソウルダンス＆ロックダンス
7/31（木）ヒップホップ＆ポップダンス
時間：19:30 ～ 21:00
対象：中学生以上～ 30 歳
準備：運動のできる格好・タオル・
室内シューズ
定員：各日 15 名　主催：Do-it　
申込：要電話予約

日時：8/2（土）13：30～ 15：00
場所：アスティアかさい3階　集会室
講師：NPO法人生涯学習サポート兵庫　菅野将志さん
募集：80名（対象は小学1年生～6年生）
参加費：一人300円（申込時にお支払いください）

お菓子の家づくり

夏休み期間　開館時間変更のお知らせ
加西市立図書館では、平成20年度の夏休み期間
〔7/19（土）～ 8/30（土）、図書館休館日除く〕に
限り、開館時間を 9：30、閉館時間を 18：30 に
変更します。どうぞご利用ください。

日時：8/23（土）13：30～ 15：30
場所：アスティアかさい3階    多目的ホール、集会室
募集：80名（対象は小学3年生～6年生）
参加費：一人300円（申込時にお支払いください）

小松先生の科学教室
「もしも原子が見えたなら～空気中の分子をつくろう～」

申込み： 「お菓子の家づくり」     7/19（土）9：30から先着順
 「小松先生の科学教室」8/2（土）9：30から先着順
窓口設置の申込書にご記入の上、参加費を添えて図書館3階
カウンターでお申込みください。（電話・FAXは不可）
問合先：加西市立図書館　☎423722

加西市立図書館  夏休みキッズイベント     加西市立図書館WEB サイト http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

    ねひめ cue!・FILM （多目的ホール）入場無料
〔FILM〕7/28（月）10：00～
「虚栄のかがり火」
・託児サービス有り　（3日前要電話予約）

〔CUE !〕7/25（金）20：00～ 21:40　
『ナミイと唄えば』
監督：本橋成一

〔夏休みキッズ FILM〕
「妖怪人間ベム」8/3（日）～ 7（木）
1部13:30 ～　2部15:00 ～　7日は一部のみ
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募　集

加西市教育委員会では、市内の小・
中・特別支援学校で勤務を希望され
る方の講師登録を行っています。
勤務内容：常勤講師、非常勤講師、
スクールアシスタント
資格：教諭普通免許状（小・中・特
別支援学校）の所有者
登録期間：随時
登録方法：履歴書（写真付）、教諭免
許状のコピーを郵送又は持参。登録
後、随時面接
問合先：加西市教育委員会学校教育
課（市庁舎6Ｆ）☎428771
〒675-2395加西市北条町横尾1000番地

小・中・特別支援学校
の講師登録

平成 20 年度 (10 月 ) 採用
　視能訓練士 1 名

平成 21 年度 (4 月 ) 採用
　薬剤師 1 名
　理学療法士 1 名
　管理栄養士 1 名
　助産師 3 名程度
　看護師 20 名程度

受付締切：8/1（金）まで
採用試験：8/9（土）
問合先：病院経営推進室☎42 2200

市立加西病院職員募集

文化財審議委員（1 名）を募集。
応募資格：① 20 歳以上②市で設置
する他の審議会の委員でない方③地
方公共団体議会議員及び行政機関職
員でない方
内容：文化財審議委員会に年 2 回出
席。平日昼間の 2 ～ 3 時間程度。
加西市の文化財保護活用について助
言・意見を求めます。
最初の会議開催は 9 月頃を予定。
応募方法：次の書類を角型２号封筒
に入れ、下記あてに持参または郵
送。（封筒の表面に、｢文化財審議委
員応募｣ と朱書き )
①履歴書②職務経歴書③課題作文
（応募動機、文化財活用の考え方・
経験）公表した論文や調査報告書等
（コピー可）があれば添付。
④選考通知用封筒（申込者の宛名を
明記し、80 円切手を添付）
応募期間：７/15( 火 ) ～ 8/15( 金 )
選考方法：選考委員会にて書類選考
選考結果：8 月末に通知
任期：H22.8 月まで
報酬：1 回 8,300 円（所得税込み）
申込先：市史・文化財室☎42 7524

文化財審議委員募集

7月は「愛の血液助け合い運動」月
間です。
■日時：8/7(木)10:00 ～ 12:00
　　　　　　　13:00 ～ 16:00
　場所：市役所1Ｆエントランスホール
　主催：国保健康課
■日時：8/8(金)10:00 ～ 12:30
　　　　　　　13:45 ～ 15:30
　場所：ジャスコ加西店
　主催：商工会青年部女性会
問合先：国保健康課健康係☎428721

“献血” は身近にできるボラン
ティア

「国民健康保険限度額適用認定証」
が、8/1 から更新されます。1 ヶ月
の入院等にかかる窓口支払が自己負
担限度額までの支払で済むものです
ので、引き続きご利用される方や新
たにご利用される方は、是非申請し
てください。
申請要件：国民健康保険に加入し、
国民健康保険税の滞納が無いこと。
申請時期：7/22（火）以降
申請場所：国保健康課国保医療係（市
役所1階⑧番窓口）
必要なもの：保険証、印鑑
問合先：国保健康課国保医療係
☎428721

国民健康保険限度額適用認定
証の更新申請

兵庫県・財団法人兵庫県人権啓発協
会では、人権の大切さや思いやり、
支え合うことの素晴らしさなど、人
権文化の創造や人権課題の解決に
関する内容が描かれた文芸作品〔小
説、随想（手記。作文）、詩、創作童
話〕を募集中。
応募は、9/30 まで。県内在住、在
学、在勤の方で、インターネット上
を含む未発表・未投稿の自作作品に
限る。字数制限がある。
問合先：㈶兵庫県人権啓発協会
☎078-242-5355

人権問題文芸作品
「のじぎく文芸賞」の公募

加西市は、市営吉野団地3号棟を建
設中でありましたが、請負業者の
民事再生手続により 6/2 から工事中
断となっておりました。しかしなが
ら、各関係者の迅速な対応により 7
月から工事を再開いたしましたので
お知らせします。
問合先：都市計画課☎428753

都市開発部からのお知らせ

変更前：9:00 ～ 11:00
変更後：9:00 ～ 10:00
毎週月曜日、健康増進センターま
で持ち込んでください。飼い猫1匹
1,700円の手数料が必要です。
問合先：環境創造課☎42 6620

猫の引き取り時間の変更

対象者：有効期間が H20.9/30 まで
の特定疾患医療受給者証をお持ちの
方で、H20.10/1以降も引き続き受給
者証の交付を希望される方。
受付期間：7/1（火）～ 9/30（火）
必要書類：①更新交付申請書②臨床
調査個人票（診断書）③世帯全員の
住民票④患者の健康保険証の写し
⑤世帯全員の平成19年の所得税額
を証明する書類⑥重症申請書（重症
申請される方のみ）⑦重症申請用診
断書（重症申請される方のみ）
ご注意：申請時期が 9月以降の場合、
受給者証が 10月までに届きません。
問合先：兵庫県加西健康福祉事務所
健康課☎420266

平成20年度特定疾患医療受給
者証更新交付申請手続き
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北条高校では、地域の方々とともに
学び、地域とのきずなをより強くし
ようという目的で、公開講座ならび
に文化部生徒による発表会を開くこ
とになりました。ご興味のある方、
ふるってお申込みください。
日時：7/27（日）9:00 ～ 13:00
場所：県立北条高等学校
講座名：苔玉づくり（9:20 ～ 10:20）
　　　　そば打ち   （10:50 ～ 12:30）
　　　　篆刻　　     （9:20 ～ 12:30）
参加資格：どなたでも参加できま
す。（小学３年生以下は保護者同伴）
参加定員：苔玉づくり 30名、そば
打ち 15名、篆刻30名
申込方法：住所・氏名・電話番号・
希望講座名を明記のうえ、ＦＡＸ又
はハガキにてお申込みください
申込期限：7/22（火）先着順
申込先：〒675-2241　段下町847-5
県立北条高等学校☎482311 ℻  482312

北条高校
「地域ふれあい公開講座」

くらし

上水道：転居・転出・転入された方は
届出が必要です。
・アパート等の引っ越しなどで使用者
が変わるとき。
・水道の使用を廃止するとき。

下水道：下水道を使用されている家庭
「水道水と井戸水等との併用家庭」で
家族数に変更がある場合、又は井戸を
廃止する場合は届出が必要です。

問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

上下水道に関するお知らせ

各町の高齢者のつどいやいきいきサ
ロン等で、健康づくりや介護予防に
取組むリーダー養成を目指します。
日時：7/29、8/5、8/19、8/26 計4回
　　　 昼コース 14:00 ～ 16:00
　　　夜コース 19:00 ～ 21:00
場所：健康福祉会館
講師：うぇるねすコア21後藤磨也子氏
内容：転倒予防、体力測定、簡単体
操等、指導技術
定員：昼・夜コース各60名程度（先着）
申込締切：7/25（金）
申込先：社会福祉協議会☎431281

いきいきはつらつリーダー
養成講座

日程：10/1（水）、2（木）、6（月）の午後
実施場所：健康福祉会館
対象：S44.4/1以前生まれの女性市民
（対象外の方）平成19年度「集団乳
がん検診」を受けられた方、妊娠中
又は妊娠の可能性のある方、授乳中
の方、ペースメーカー装着の方、過
去に医療機関受診を勧められた方等
受診間隔：2年に 1回
料金：40歳代：3,000円　50歳以上：
2,800円（年齢で撮影方法が異なるた
め料金が異なります。）
定員：各日60名
申込期間：8/6（水）～ 15（金）
申込方法：申込み期間内にお電話も
しくは窓口でお申込みください。
※AM8：30 から受付開始。定員に
なり次第申込みを終了します。
※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。
※代理申込みをされる方は、必ず全
員の氏名・生年月日・住所・電話番
号・対象外条件を確認しておいてく
ださい。不明の場合には受付できま
せんのでご注意ください。
申込先：国保健康課健康係（市役所
1階⑨番窓口）☎428723
※検診についての詳細は健診特集号
（4月広報と一緒に配布済）をご覧く
ださい。

集団乳がん検診（マンモグラ
フィ検査と視触診併用検診）

①人権ポスター・人権標語の表彰式
②人権講演会「思いやりの心を考えよ
う！ことばと人権」講師　桂文喬さん
③ポスターと標語の入賞作品展示会
日時：8/24（日）13:00受付　13:30開会
場所：加西市民会館文化ホール
問合先：人権推進課☎428727

人権文化をすすめる市民のつどい

①和菓子づくり教室
～ひんやり・はんなり　夏和菓子～
日時：7/29（火）13:30～ 15:30
場所：市民会館コミセン2階料理教室
対象：3年生以上の小・中学生20名
参加費：500円（材料費）
講師：岩國俊雄さん　
協力：登録グループ　和菓子“華”
持ち物：エプロン、手ふき、三角巾、
お茶、雑巾
申込期間：7/15（火）～25（金）
②竹細工教室～竹とんぼと紙鉄砲～
日時：8/7（木）13:30～ 15:30
場所：市民会館コミセン２階美術教室
対象：3年生以上の小学生20名
参加費：無料
講師：宮田昌信さん　
協力：登録グループ　若竹
持ち物：肥後守（小刀）、手袋
申込期間：7/18（金）～31（木）
③子ども産業探検隊　
内容：市マイクロバスで地元企業を訪
問。工場見学・講話・工作体験
日時：8/5（火）13:30～ 15:30　
集合場所：市役所
行き先：加西東産業団地内㈱森川製
作所
対象：4年生以上の小学生20名
参加費：無料
申込期間：7/18（金）～31（木）
　　　　　※多数の場合は抽選
申込先：中央公民館☎422151
　　　　（月～土曜日の8:30～ 17:15）

中央公民館
夏休み子どもチャレンジ講座

滋賀県湖南市発達支援室長として「地
域支援システムの構築」を実践してこ
られた藤井茂樹さんを講師に迎え、実
際に取り組んでこられた内容をお聞か
せいただきます。
日時：8/23（土）　13:30 ～
場所：健康福祉会館
内容：講演会「地域における相談支
援体制の整備～特別支援教育と発達
支援システム』
問合先：社会福祉課☎428725

発達障害への地域支援に関す
る講演会



■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  
    8/14（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  
　7/24（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  
　8/7（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  
　8/9（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）

7月20日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
7月21日（月） 小 橋 医 院 （北条町☎420412）
7月27日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
8月   3日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
8月10日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
8月17日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
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加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■供養預託
 　山口良之（北条町北条） 50,000 円
 　田中義昭（豊倉町） 100,000 円
■一般預託
  　牡丹 20,000 円
  　カラオケ喫茶好美　代表　鈴木貴博 59,439 円
      岡室社中佳月会 59,310 円
      加西市茶道協会・兵庫県立フラワーセンター 63,998 円
  　株式会社   本陣 11,828 円
■給料端数預託
     兵庫産業株式会社 20,000 円

三枝悦治 66 三枝裕枝 北条町本町
中植いわの 85 中植幹男 馬渡谷町
山本つやこ 88 山本和好 段下町
大橋秀雄 83 大橋秀樹 倉谷町
田行勝彌 85 田行　智 鴨谷町
岩國芳一 82 岩國吉典 中富町
溝辺清一 83 溝辺修身 殿原町
菅野チヨノ 99 菅野　守 常吉町
堀江政子 70 堀江英昭 佐谷町
平田正一 72 平田直樹 北条町古坂
下門加代子 61 下門義明 北条町東南
岡本春子 94 岡本進 東剣坂町
三宅マサヨ 88 三宅長生 東笠原町
菅原庄一 84 菅原敏道 北条町黒駒
内藤あき子 86 内藤正俊 野上町
前田信子 82 前田秀男 両月町
大西一男 85 大西尚亮 繁昌町
藤原重宣 72 藤原多恵子 北条町曽根自治区
大藤　巧 87 大藤安博 大柳町
鈴木百合子 87 鈴木義実 河内町
上原富夫 74 上原昭人 北条町第三住宅自治区
藤本浩子 36 藤本真一 和泉町
木本春一 73 囲　　茂 北条町江ノ木
辻田照子 77 辻田幸作 鎮岩町
古角やすゑ 85 髙濱眞智子 西横田町
藤田アサノ 92 藤田昌徳 北条町栗田
藤井美智子 55 藤井一幸 繁昌町
朝田喜代子 82 朝田勝幸 別府町甲
竹内ますゑ 94 竹内博俊 北条町古坂
三宅一成 78 三宅 新一郎 中野町
野田國子 67 野田倫代 北条町南町
松本忠三 95 松本琢也 田原町
井上　甫 72 井上正司 玉丘町
増田宣夫 73 増田敏文 大内町
小菊おすみ 83 小菊祐輔 北条町東高室

※市外で死亡届を提出された方で「おくやみ」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

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

  死亡者 年齢    喪主   町名

変更になる場合があり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。

敬称略（6月1日～ 30日掲載希望届出分）

敬称略
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乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
7/22（火）     13:00 ～ 13:45
H20.  5月生まれの乳児　
■4か月児健診  7/29（火）13:00 ～ 13:45
H20. 3月生まれの乳児
■1歳6か月健診  8/5（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 2月生まれの幼児
■2歳児教室　7/23（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 7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  8/19（火）    13:00 ～ 13:45  
H17. 6月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   8/18（月）　
 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。
■プレママ教室パート①（予約制）  
8/7（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。

　
  

7 月市長サロン
日時：7/25（金）17:30 ～ 19:30
場所：地域交流センター
　　　（アスティアかさい 3階）
問合先：秘書課　☎42 8701

《一般の部》
部門：俳句・短歌・川柳・エッセイ・
一行詩
出品点数：各部門一人2点以内(自作
未発表)但し、エッセイは一人１点
とし 400字詰め原稿用紙２枚以内。
応募資格：高校生以上
応募方法：俳句・短歌・川柳・一行
詩はハガキで、表に住所・氏名・電
話番号を裏に部門を朱書きし、作品
のみを記入。エッセイは原稿用紙に

第42回 加西市文化祭「文芸展」
作品募集

加西市社会福祉協議会では、9月の
敬老月間記念行事として、市内在住
の高齢者夫婦を対象に記念撮影を行
います。
日時：8/27（水）～ 29（金）
※撮影日は 3日間のいずれかの 1日
です。撮影の日程につきましては、
ご要望にお応えしかねますのでご了
承ください。
対象者：今年夫婦の数え年の合計
159歳又は 160歳
※誕生月は関係ありません。
※過去に撮影された方は対象外です。
撮影：栄光社  宮本久雄氏（ボランティア）
撮影料：無料
申込期限：8/1（金）まで
協力団体：加西市老人クラブ連合会
※既に上記の会を通じて申し込みさ
れている方は、重複しますので申し
込みの必要はありません。
申込先：加西市社会福祉協議会　　
☎438133　℻  426658

高齢者夫婦記念撮影希望者
受付中！！

楷書で記入し、難解な漢字には “ ふ
りがな ” を打ってください。
応募締切：9/1（月）必着
選者：俳句　中村堯子　先生
　　　短歌　藤井幸子　先生
　　　川柳　大西泰世　先生　
《ジュニアの部》
部門：俳句・短歌・川柳
出品点数：各部門一人２点以内(自作未発表)
応募資格：市内の小・中学生
応募方法：所定の用紙に作品を書
き、２学期始業式の日に学校へ提出
選者：加西市文芸協会
主催：加西市・加西市教育委員会・
　　　加西市文化連盟
会期：10/15(水) ～ 19(日)
会場：アスティアかさい３階交流プラザ
表彰：部門毎に、推薦（市長賞）1点、
特選2点、全部門で入選30点に賞状
とメダルを授与します。※エッセ
イ・一行詩は賞の対象外
送付・問合先：加西市教育委員会　
市民交流課芸術文化係
☎428775　℻  431803　
〒675-2395加西市北条町横尾1000番地

種目：①  防衛大学校（一般）
　　　②  防衛大学校（推薦）
　　　③  防衛医科大学校
　　　④  看護学生
　　　⑤  航空学生
　　　⑥  一般曹候補生
　　　⑦  ２等陸海空士（女子）
　　　⑧  ２等陸海空士（男子）
身分：特別職国家公務員
応募資格：
①～③ 21 歳未満で高校卒
④ 18 歳以上 24 歳未満の高校卒
⑤ 18 歳以上 21 歳未満の高校卒
※高校卒は卒見込み含む
⑥～⑧ 18 歳以上 27 歳未満
受付期間：
①③④  9/8( 月 ) ～      30( 火 )
②           9/5( 金 ) ～        9( 火 )
⑤～⑦  8/1( 金 ) ～ 9/10( 水 )
⑧年間を通じて行っております。
試験日：① 11/15( 土 )、16( 日 )
　　　　②   9/27( 土 )、28( 日 )
　　　　③ 11/  1( 土 )、    2( 日 )
　　　　④ 10/25( 土 )
　　　　⑤   9/23( 火 )
　　　　⑥   9/20( 土 )
　　　　⑦   9/28( 日 )、29( 月 )
　　　　⑧   9/24( 水 ) ～ 27( 土 )
　　　　　  のいずれか１日
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部
☎ 078-331-9896 ～ 9898
http://www.mod.go.jp/pco/hyogo/
又は自衛隊兵庫地方協力本部青野原
分駐所 ☎ 0794-66-7959

自衛官募集
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● ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp

※メイン会場・花彩はなびについては雨天の場合、8月 10 日（日）に延期します。

今年のまつりはココに注目！

プログラム

8:00 ～　市民ゲートボール大会 14:00 ～　ステージパフォーマンス

16:00 ～　おばけやしき
　　　　   昨年よりも怖さが倍増してますよ～

アスティアかさい

市役所議会棟

17:00 ～　ステージパフォーマンス
19:30 ～　大迫力！和太鼓・三味線とダンスの共演
20:00 ～　ステージパフォーマンス
20:40 ～　総おどり
21:00 ～　花彩はなび

市役所駐車場メイン会場（夜）

8:30 ～　チャリティーバザー
　　　　出店数が大幅に増え掘出し物が盛りだくさん！
　　　　外国料理屋台も出るよ！

9:00 ～　eco（エコ）カーでいこか～

8:30 ～　真夏の雪合戦
　　　　サイサイまつりとの共催で更に盛り上がる！

市民グラウンド

市役所駐車場（昼）

玉丘史跡公園

新たな魅力ある まつり へと進化！
今年の加西サイサイまつりを  みなさん  乞うご期待。

電気自動車をはじめ、廃食油を直接注入して走る SVO車や BDF で走る
自動車・トラクター・耐久レースカーなど、環境にやさしい車が大集合！
加西市と民間企業が取り組む「減 CO2 プロジェクト」の紹介も。さら
にご家庭の使用済天ぷら油をお持ちいただくと、素敵なエコグッズをプ
レゼント！

3．エコ・カーで、いこか～

▲電気や天ぷら油で走るエコカーの試乗や見学会

おどりやダンスはもちろん、コーラス、漫才、楽器演奏など、子どもか
ら大人までバラエティに富んだ出演者による多彩なステージパフォーマ
ンスをお楽しみください。また、プロの大太鼓・三味線奏者とダンサー
が加西をテーマにコラボレーション！アカペラグループ 宝゙船 ” が美し
いハーモニーで会場を盛り上げます。

2．ステージパフォーマンス

▲プロの大太鼓演奏 ▲アカペラグループ「宝船」

例年の 3倍！
約 3,600 発もの花火が、加西の夜空に乱舞。
「サ・イ・サ・イ」を形どった加西初の文字花火や一回り大きい３号玉
の打ち上げなど、今までにない花火ショーをご覧いただきます。

1．約３，６００発の花彩はなび

◀北播磨最大級の打ち上げ花火

※ 今年のテーマは、環境とエコ、クリーンエネルギーです。
※ 会場電力の一部は、バイオ燃料で発電します。
※ ごみの減量にご協力ください。
※ ご来場は、シャトルバス、公共交通機関、自転車、乗り合いで。
※ CO2 排出量 前年比 20%削減にチャレンジします。

昆虫ふれあいコーナー（夜の部）：使用済み天ぷら油を
お持ちいただくと、カブトムシやクワガタをプレゼント！

かさい


