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表紙の写真（市内の美しい花や風景など）を募集しています。
詳しくは経営戦略室までお問い合わせください。



　歳入のうち、最も多いのは市民の皆さんに納めていただいた
市民税・固定資産税などの市税収入で、67億円です。
　景気の低迷により法人市民税が減少しましたが、一方で国か
らの税源移譲により個人市民税が増加、また償却資産の増加に
より固定資産税も増加し、前年（62億円）に比べて約５億円（7.8
％）の増加となっています。
　地方譲与税・地方交付税・地方特例交付金等が減少したもの
の、繰入金・諸収入・県支出金・国庫支出金等の増加により、
合計で 10 億 3 千万円の増加
となっています。
　ただし、歳入のうち、繰入
金は基金の取崩しによるもの
であり、財政調整基金と減積
基金を合わせて 8億 5千万円
取崩しています。
　歳出では、人件費・投資及
び出資金・維持補修費が減少
したものの、補助費等・扶助費・
普通建設事業費・物件費等が
増加し、合計で 10億 3千万
円の増加となっています。
　また歳入歳出差引額は、1
億円で 32 年連続の黒字とな
りましたが、19 年度実質収
支から 18 年度実質収支を差
し引いた単年度収支は 2百万
円の赤字となっています。

民生費　　　　8万 5,492 円

公債費　　　　5万 1,364 円

衛生費　　　　4万 9,416 円

その他　　　　3万 7,742 円

諸支出金　　　2万 5,495 円

農林水産業費　2万 8,159 円

教育費　　　　2万 9,444 円

土木費　　　　3万 1,935 円

総務費　　　　3万 4,184 円

市民一人あたりに使われた金額

合　計　　　37万 3,231 円

（高齢者・障害者・子どもの福祉等）

（借金の返済や利子の支払等）

（健康の保持、ごみ処理等）

（道路、市営住宅の維持管理等）

（学校施設、スポーツ振興等）

（戸籍、徴税、防犯等）

（農業振興、山林の管理等）

（公社貸付金、基金への積立等）
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（単位：億円）

年度2 3

平成１９             年度  加西市の決算状況
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの市の収入と支出の実績を報告します。
一般会計、特別会計、企業会計各決算は、市議会 9月定例会に提案されており、決算特別委
員会での審議を経て、12 月定例会で決算認定の採決が行われる予定です。

① 一般会計

歳入総額 　　185億 9,385 万円
歳出総額 　　184億 9,330 万円
差引 　　1億 55 万円
翌年へ繰越 　　4,001 万円
実質収支 　　6,054 万円
単年度収支 　　△ 172万円

市税 67億円

地方交付税 39億円

諸収入 24億円

国庫支出金 10 億円

繰入金 9 億円

県支出金 9 億円
市債 7 億円

その他 21億円

186 億円

民生費 42億円

公債費 25億円

衛生費 24億円

その他 19億円

諸支出金 13億円

農林水産業費 14億円

教育費 15億円

土木費 16億円

総務費 17億円

185 億円

② 特別会計

③ 企業会計

収益的収入　　　 13 億 5,443 万円
　　　支出　　　 11 億 5,813 万円
資本的収入　　　 2 億 9,118 万円
　　　支出　　　 4 億 8,833 万円
資産　　　　　 118 億 1,922 万円
負債　　　　 　　 1 億 6,693 万円
資本　　　　　 116 億 5,229 万円
うち借入資本金（企業債）17億 8千万円

　経営成績を示す収益的収支は、下水道事業関連の費用が減少し、2億円の
純利益を計上。また、将来の経営活動に備えて行う建設改良等に係る資本的
収支は２億円の不足となり、内部留保資金（現金支出を伴わない減価償却費等）
などで補てんしました。今後、水道事業では下水道工事に伴わない老朽管更
新や耐震化のために多額の費用が必要となることが予想されます。

水道事業会計

　収益的収支は、事業収益のうち使用料収入が増加したものの、費用では企
業債利息などが大きな負担となり、2億 1千万円の純損失が生じています。
また、資本的収支についても、6億 7千万円の不足となっています。平成 20
年度の完了に向けて下水道事業を推進中ですが、同時に経営健全化も図らな
ければならず、平成 20年 4月には使用料の 30％値上げを実施しました。

下水道事業会計 収益的収入　　　 18 億 7,531 万円
　　　支出　　　 20 億 8,783 万円
資本的収入　　　 17 億 5,471 万円
　　　支出　　　 24 億 2,090 万円
資産　　　　　 537 億 2,325 万円
負債　　　　 　　14億 9,357 万円
資本　　　　　 522 億 2,968 万円
うち借入資本金（企業債）292億 3千万円

　収益的収支は、収入では、診療単価は増額となったものの、常勤医師の減
少等により入院・外来患者数が減少、収益全体で減収となりました。一方、
支出では、医業外費用が減少したものの、医業費用が増加し、本年度は 3億
8千万円の純損失となりました。資本的収入については、1億 2千万円の収入
不足が生じましたが、内部留保資金等で補てんしました。

病院事業会計 収益的収入　　　 55 億 3,483 万円
　　　支出　　　 59 億 1,047 万円
資本的収入　　　 7 億 2,480 万円
　　　支出　　　 8 億 4,091 万円
資産　　　　　 53 億 6,052 万円
負債　　　　 　　 8 億 934 万円
資本　　　　　 45 億 5,118 万円
うち借入資本金（企業債）37億 4千万円

　農業共済事業は、農業災害補償法に基づき、農作物、家畜、畑作物、園芸
施設の自然災害等による損失を補てんするもので、各共済勘定で、純利益を
計上しています。

農業共済事業会計 収益的収入　　　 1 億 2,136 万円
　　　支出　　　 1 億 1,213 万円
資産　　　　　 1 億 9,083 万円
負債　　　　 　　 1 億 1,033 万円
資本　　　　　 8,050 万円

■ 10年後には借金を半分に

　市長就任時に、市の借金は 588 億円
ありましたが、3年間で約一割削減し、
19 年度決算は 528 億円になりました。
それでも市民一人あたりの借金は 107
万円で、平成 24 年に市債償還のピーク
が迫っています。
　これに対して、私は、安易な増税ではなく、行政の効率
化と経営努力で借金を返済し、おおむね 10 年後には半分
にしたいと考えています。それによって将来を見据えた前
向きで積極的な事業投資ができると思っています。（市長）

今後10年間の全会計償還見込額

加西市の借金（一般会計、特別会計、企業会計の連結借金）

16年度（3年前  市長就任時） 19年度（20年 3月 31 日現在）

５８８億円 ５２８億円

市民一人あたりの借金　約 116 万円（平成 16年度末）⇒  約 107 万円（平成 19年度末）

約 60億円（1割超）の財政改善17年度　576 億円

18 年度　555 億円

会計名　　　　　　　　
【有線放送電話特別会計】
【国民健康保険特別会計】
【 介 護 保 険 特 別 会 計 】
【老人保健医療特別会計】
【公園墓地整備事業特別会計】

 3,100 万円の黒字
2億 4,400万円の黒字
 2,200 万円の黒字
 4,300 万円の赤字
 3,100 万円の黒字

歳出
2,050 万円

46億 9,292 万円
31億 5,512 万円
49億 6,732 万円

219万円

歳入
5,153 万円

49億 3,734 万円
31億 7,707 万円
49億 2,401 万円

3,271 万円

歳 入

歳 出

※公営企業の企業債残高については、地方公営企業法に基づき借入資本金として資本に計上しています。

3 年間で



現在の市の事業
不要／民間
・既に役割が終わった事業
・民間で実施したほうが効率的でサービスが向上する事業

（引き続き）市
・効果が不特定多数に及ぶ事業で、市で解決できる事業
・社会的、経済的弱者対象の生活安定を支援する事業

国・県・広域
・市では対応できない事業（高度医療など）
・全国的な規準で運用することが必要な事業

　原則として、①人件費を含めた事業費が概ね 100 万円
以上で、②事業の実施にあたって、法令上、裁量の余地
があり、③外部の視点から検証する必要がある。という 3
点を満たす 30 事業を今回選定しました。

54

市事業の仕分けを実施しました。
　8月 9日、事業の必要性を分類する「加西市事業仕分け」が、健康福祉会館
で開催されました。県下初の試みでもあり、他の自治体からも見学があるなど、高い関心が寄せられました。

　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」「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、根本から検討し直すものです。
　事業仕分けは「外部の方」に委員として参加いただき、「公
開の場」で開催されました。

仕分け結果 事　業　名

不要（7件 )

花咲く街角事業

社会福祉協議会補助事業
（福祉車運営事業）

シルバー人材センター運営事業
若者交流対策事業
ねひめ商品券発行事業
市民養老年金支給事業
観光案内所事務

民間事業 (1 件 ) 市営駐車場管理事務

市が継続
ただし要改善
(18 件 )

生活道路・通学道路の表面処理
学校給食センター運営事業

社会福祉協議会補助事業
（ボランティア活動事業）

産業奨励金
農地流動化推進委託料
福祉医療費助成事業（乳幼児）
健康増進センター管理費
市営住宅管理運営事業
新婚世帯向け家賃補助事業
学童保育運営事業
高齢者生きがい支援事業
河川環境整備事業
地産地消推進事業
加西サイサイまつり
市民相談業務
行政事務委託料
幼稚園保育事業
公立保育所の運営

民間委託 (3 件 )
善防園運営事業
図書館管理運営事業
オークタウン管理費

市が継続 (1 件 ) 防犯灯の設置及び維持管理業務

1．事業仕分けとは

2．対象事業の選定基準と事業仕分けの進め方

3．仕分けの結果

　事業仕分けの進め方は、外部有識者と市民により構成さ
れる仕分け委員 15 名とコーディネーター 3名が 3班に分
かれ、1事業あたり 30 分で議論。そのうち、市の事業担
当者が 5分説明し、20 分が質疑応答、最後の 5分で事業
評価し、多数決による結果判定を行いました。

　結果は、右表の
とおりでした。
　この結果は、法
的な拘束力をもつ
ものではありませ
んし、「不要」と判
定された 7 つの事
業について、来年度
から即廃止されると決定された訳ではありませんが、各委
員から出された意見や指摘事項などを平成 21 年度の予算
編成に活用すると共に、財政再建推進計画の後期５ヵ年計
画にも改善項目として盛り込みたいと考えています。

　「不要」とされた 7事業についての議論の要旨は以下の
とおりです。

4．「不要」とされた 7つの事業

　花を増やしていくのは悪いことではない。しかし、同じ
内容でたくさんの事業があり、バラバラに活動しても非効
率。目標・指標を明確にした市としての花・緑の計画の作
成が必要。このままではボランティアは育たない。

花咲く街角事業

　効果が計測できないのは問題である。現状では、300 万
円の税金の効果が説明できない。市民の受益が５％、会議
所５％というのは適当でない。本来は、商工会議所が行う
べき事業ではないか。また、特定の人しか買えない、とい
うのは問題あり。

ねひめ商品券発行事業

　市の説明では、福祉バスを、いつ誰が何の目的で利用し
たのかが全く見えてこない。経緯を含め一度検証が必要。
社会福祉協議会だけにバス運行の補助を出している理由は
説明できるか？コミバス・タクシー等他の代替物の可能性
の検証も必要。

社会福祉協議会補助事業（福祉車運営事業）

　人生の先輩に感謝することは間違っていないが、現金だ
けが敬老でない。保育園児と老人との交流事業等、他の方
法を検討すべき。振込みでなく手渡しの感謝状の方が、あ
りがたみがあるのでは。

市民養老年金支給事業

　国・市とも約 1千万円の補助を出しているが、内容を見
てみると自立している団体である。自立できている団体へ
の補助には検証が必要。今後見直すことで、シルバー人材
センターの独立のための育成支援を図るべき。

シルバー人材センター運営事業

　観光案内事業へのコスト意識が必要。事業費補助や委託
料の根拠が説明しきれない。事業の目的が明確でないこと
は問題。お金を掛けない方法も検討必要。観光まちづくり
協会の守備範囲が不明で運営の整理が必要。観光ボランテ
ィアの方の取り組みなどはよいと思う。

観光案内所事務

　いわゆるお見合いパーティー。跡継ぎ問題に困っている
地元の強い要望事業との説明だが、市が直接する必要性が
見出せない。商工会議所とタイアップをさせているところ
も多い。税金を使って行政がやるべき事業ではない。

若者交流対策事業

【問合先】　経営戦略室　☎428700

※仕分け結果の詳細は、加西市ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

▲ 事業の評価に関して熱く交わされる議論

▲評価の札を挙げ、多数決判定

▲ 1 班 5 名の仕分け委員

　今回の事業仕分けは、市役所で行っている行政サービス
の必要性や、実施主体の妥当性などについて、市職員の思
いとは別次元で一般市民や外部の皆さんに、客観的に、か
つ公開の場で判定していただき、非常に意義のあるもので
した。

5．今後の活用について

　人員面や予算上の制約から、今までの事務・事業を、こ
れまで通りのやり方で行う自治体経営は、既に立ち行かな
くなっています。
　経営資源が限られている中、市役所が職員の手でやるべ
き業務か、本当に市民が必要としている事業か、民間に任
せることはできないかなどの観点から、常に行政サービス
を見直し、今後も、定期的に業務の棚卸しをしなければな
りません。そうすることを通して、職員の意識改革を進め、
組織の肥大化を防止し、財政を改善することができると考
えています。
　事業仕分けの結果を踏まえて、順次、行政サービスのア
ウトソーシング（外部委託）を進めるべく、検討を重ねて
いきます。

▲ 中川市長によるあいさつ



　コロラド州デンバー近郊のセン
テニアル市、ノースキャッスルパ
イン市では、既存の市が包括的な
アウトソース（外部委託）を導入
した事例について学びました。

　PPP（公民連携）は、民間企業や市民と協働して行政サ
ービスを提供しようとするもので、米国地方自治体におけ
る公民連携の歴史は古く、民間資金を活用した公共施設の
整備など様々な実例があります。

　3年前、ジョージア州サンディ・スプリングス市（人口
10 万人）は、警察と消防を除く殆ど全ての市役所業務を
包括的に民間委託しました。現在、市長 1名、議員 6名、
市役所職員 4名、警察 120 名、消防 90 名以外は、全て包
括委託した民間企業の従業員 135 名の手で行政サービス
がなされています。その結果、同規模の市の予算に比べて
半分以下の予算規模に効率化されたとの試算もあります。
　この成果を知った各地の市民は、直ぐに PPP 導入に動
きました。ジョーンズ・クリーク市（6.5 万人）、ミルト
ン市（2千人）、チャタフチヒル・カントリー市（3千人）、
センテニアル市（10.3 万人）、キャッスル・パイン市（1
万人）、セントラル市（2.7万人）で導入されたものをはじめ、
今年 12 月にはダン・ウディー市（4万人）でも PPP が実
現することが決まっています。
　2005 年連邦財政法の改正を受けて、全米 50 州のうち
既に 23 州で PPP のための法整備が済んでおり、国連も世
界銀行も、行政効率化と国民福祉の向上のために世界各国
に PPP を広めようとしています。

　今回、東洋大学大学
院関係者とともに、私
も日本の市長として初
めて、PPP を実践して
いる米国各市を訪問し、
各々の市長らと親しく
会談できたことは大変
意義あるものでした。
　米国の市議会議員は、

会社で言えば取締役であり、市長とともに市民の方を向い
て意思決定しています。米国の市長、そして大抵は 6～ 8
名の市議はいずれも名誉職で、収入の殆どは各人の本業か
ら得ています。
　米国の公務員には 60 歳定年という制度がなく年功序列
もありません。また、学歴（経歴）と能力次第で、若くと
も仕事を任され高給を得ています。
　日本と大きく違うのは、市長や議員が一緒に協議して市
政の大方針を決定し、それを「シティ・マネージャー（自
治体の経営実務統括者）」という会社で言えば執行役員に
実施を任せ、明確な役割分担がなされている点です。
　アメリカでは既に 100 年前にこのシティ・マネージャ
ー制度が誕生し、現在全米の 55％の自治体で市長の下に
シティ・マネージャーが置かれているとのことです。6 7

東洋大学との東洋大学とのアメリカ公民連携（ＰＰＰ）研究視察報告アメリカ公民連携（ＰＰＰ）研究視察報告

■参加者
　東洋大学常務理事、大学院教授 2名、加西市長、
　大学院卒業生 4名、大学院 2年生 7名、1年生 5名、
　一般 2名、新聞社 2名　計 24 名

東洋大学アメリカ PPP 研究視察団の日程概要

8/10（日） 成田 → ワシントンDC

　11（月） アメリカ PPP 協会　基本講義

　12（火） アメリカ PPP 協会　講義 
オイスター校・ユニオン駅　視察 
ワシントンDC → アトランタ 

　13（水） CH2M社自治体サービス部門・バックオフィス　視察 
サンディスプリングス市　視察 

　14（木） ジョーンズクリーク市　視察 
アトランタ → オーランド 

　15（金） セレブレーション（新興住宅地開発）　視察
ザ・ビレッジ（巨大シルバー専用住宅地）　視察 

　16（土） オーランド親水空間視察

　17（日） オーランド → デンバー 

　18（月） CH2M本社　視察 
ノースキャスルパイン市・センテニアル市　視察 

　19（火） 民営化下水処理施設　視察
コロラド大学（キャンパス資産・土地利用計画）　視察 

　20（水） デンバー → サンフランシスコ経由 → 成田（21 日）

米国 PPP 研究視察の報告会を開催します
米国 PPP 研究視察の全日程の記録・事例等の報告会を下
記日程にて開催します。どなたでもご参加いただけます。
日時：10 月 2日（木）18:00 ～ 20:00
場所：アスティアかさい 3階　多目的ホール
問合先：経営戦略室　☎42 8700

▲サンディスプリング市のシティマネージャー 、ジョン・マクドナフ氏（左）  に質問する中川市長と東洋大サム田淵教授。後方は根本教授

▲アメリカ PPP 協会の講義を受ける

▲ジョーンズクリーク市長
　マイケル・ボッカー氏（左）

▲サンディスプリング市の庁舎前にて

▲ノースキャスルパイン市長らと懇談（左から 2人目）

※詳細は、加西市ホームページに掲載しておりますのでご覧ください。

　当初、行政サービスを民間にアウトソース（外部委託）
すると、コストが上がってサービスの質も低下し、自治
体のコントロールが利かなくなるなどと大いなる誤解が
あったようですが、今では過去の神話となっています。
CH2MHILL 社という大手企業（社員数 2.6 万人）が 25 年
も昔から PPP を引き受ける子会社を立ち上げるなど、米
国には公共サービスを包括的に受託できる人材と組織力を
持った企業が大きく育っています。

　完全 PPP 都市の提唱者であり、サンディ・スプリング
ス市やジョーンズ・クリーク市を発足させた中心人物であ
るオリバー・ポーター氏の講演を直接に聴き、同じくサン
ディ・スプリングス市のシティ・マネージャーであるジョ
ン・マクドナフ氏とも懇談できたことは、私の市長人生に
も大きな発想の転換をもたらしたように思っています。
　彼らからは、特に、加西市の財政再建について、①まず
赤字出血を止めること、②資産の売却や有効活用などで長
期債務を減らすこと、③ PPP で経費を下げることが重要
であるとアドバイスされました。11 月下旬にも手弁当で
米国から加西まで視察に来てくれることになっています。

　訪問した各市の庁舎は、いずれも貸しビルの中にあり、
市議会の議場は、簡易裁判所や通常の会議にも使われてお
り、米国流の合理主義が徹底されていました。
　大統領選の終盤の時期にワシントンDCはじめ、米国主
要都市を視察したことも思い出に残るものでした。視察団
参加のために、市職員と私の 2名分で 88 万円の公費を使
わせていただき、市民の皆様に感謝します。
　なお、詳しい結果報告を下記の日程で行います。是非、
ご参加ください。

（市長）

米国PPP視察団に参加して

▲センテニアル市シティマネージャー、　
　ジャッキ・ウェディングスコット氏　（左から2人目 )

　まず、最初の訪問地ワシント
ンDCでは、公民連携による官と
民の関係づくり、行政に求められ
る公民連携の体制づくり、金融フ
ァイナンスなどについてアメリカ
PPP 協会会長ほかから講義を受け
ました。

　ジョージア州アトランタ近郊のサンディスプリング市、ジョーンズ
クリーク市を訪問し、市長はじめ市議や幹部職員らと懇談するととも
に、市の業務を包括的に民間委託した事例について、実際の現場の様
子を見ることができました。

　法律や制度も異なるアメリカでの先進事例を、全てそのまま加西市
に当てはめることはできませんが、効率的な市役所運営のためにベス
トを尽し、市民に対して説明責任を果たせる市役所を目指す考え方や
手法は大いに学ぶべきであると感じました。

　これらの市に共通していることは「アメリカで最も効率のよい政府
を作ること」、そして「市民に対し責任が持てる政府を作る」という
徹底した考え方が貫かれていることです。
　「求められるサービスの質」と、「十分納得ができるコスト」をいか
に最良の形で作り上げ、自分たちのものにしていくかという市長やシ
ティーマネージャーの力強い発言に感銘を受けました。

【問合先】　経営戦略室　☎428700　　加西市公民連携専用HP　http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/28pppt/index.htm
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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の保険料に関するお知らせ

　8月 20 日、私達医療者にとって大きな意味を持つ

裁判である福島県立大野病院事件の第一審の判決が出

ました。

　これは、大野病院の一人産科医の医師が、帝王切開

のさなかに癒着胎盤という稀な合併症に遭遇し、出血

を止めるために行った胎盤剥離（はくり）術中に妊婦

が死亡した事故です。検察は、癒着胎盤と診断した時

点で子宮摘出術に切り替えなければ出血死する危険を

認識できたのに、剥離術を続行して死亡させたことは

業務上過失致死罪に当たるとして告訴しました。しか

も、事故のあった１年後に、同病院に勤めていた担当

医を警察が逮捕するというショッキングな幕開けで、

日本中の医療者を震撼させました。遺族は、今どきお

産で妊婦が死ぬはずがなく、どのようなミスがあった

のか真相究明して欲しいと訴えました。

　この事件は我国の医療をめぐる様々な矛盾が集中的

に露呈したものとの認識が医療界に広がり、法曹界へ

のかつて無い反論に発展しました。法と医療の原理の

食い違い、患者の期待と医療の限界の乖離、事件がも

たらした高リスク医療からの撤退の潮流という不幸な

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

副産物、どれも医療者の胸に日頃わだかまっていた滓

のようなものが一気に噴出した感があります。

　判決は産婦人科医の無罪でした。切迫した状況の中

で、胎盤剥離術を続行するか子宮摘出へ切り替えるか

の選択は医師の裁量と判断したのです。この事件で私

達医療者が反省しなければならないと感じたことの一

つは、遺族が「今どきお産で妊婦が死ぬはずがない」

と考えるような医療への誤った期待を正して来なかっ

た点です。今も昔も、お産は死と隣り合わせの一大事

です。加西病院では市民の方々に医療の限界を知って

もらい、適切な市民医療を遂行できる環境作りのため、

第二回加西病院市民フォーラムの開催を計画中です。

（ 病院長 ）

『判決！福島県立大野病院事件』

医療安全大会
　加西病院では医療安全管
理委員会やリスクマネージ
メント推進会議で日々医療
安全の活動に力を入れてい
ます。年二回の医療安全週
間では大会を開催し、楽し
く学びながら安全に関する
知識を身につけています。

【問合先】　加西市国保健康課国保医療係☎428721　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局☎078-326-2021

10月から会社の健康保険等の被扶養者であった方
の保険料の納付が始まります。

　会社の健康保険等の被扶養者だった方は、平成 20 年度
の保険料は年額 2,196 円です。
　年金引き去りの場合は 10・12・2月の 3回で、納付書・
口座振替等の場合は 10 月から 3月までの 6回で納付して
いただきます。
※会社の健康保険等の被扶養者とは、政府管掌健康保険、
健康保険組合、各共済組合などの医療保険の扶養家族のこ
とです。国民健康保険や国民健康保険組合に加入されてい
た方は該当しません。

20年度の新たな軽減の対象になる人に、保険料額
の変更通知を送付しています。

　均等割額が７割軽減の方及び賦課のもととなる所得金額
が 58 万円以下の方には、8月中旬に保険料額の変更通知
を送付していますのでご確認ください。
　保険料を年金引き去りで納付している方は、10 月以降
の納付額がゼロになる場合や還付が生じる場合がありま
す。

（注）年金引き去りの方で、次のどちらかに該当する場合は、
国保健康課への申し出により、口座振替での納付に変更で
きます。
1．国民健康保険の保険税を確実に納付していた方が本人
の口座から納付する場合
2．年金収入 180 万円未満の方が住民基本台帳上の世帯主
又は戸籍上の配偶者の口座から納付する場合
※ 2．の場合は、世帯主又は配偶者の所得税及び住民税の
社会保険料控除の対象になります。
（年金引き去りの場合は、被保険者の社会保険料控除の対
象になります。）

10月から保険料の納付方法が変更になる場合があ
ります。

　会社の健康保険等の被保険者だった方は、10 月から納
付方法が年金引き去りに変更となる場合があります。
　また、それ以外でも、納付方法が変更になる場合があり
ますので、7月中旬に送付しました保険料額の通知をご確
認ください。

集団乳がん検診のお知らせ

【申込先】　国保健康課健康係　☎428723

　マンモグラフィ検査と視触診併用検診。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。
日程：12 月 1日（月）、3日（水）、4日（木）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：10 月 8日（水）～ 17 日（金）
申込方法：申込期間内に電話もしくは市役所 1階⑨番窓
口でお申込みください。
※ 8：30 から受付開始。定員になり次第申込を終了。
※ 1回の申込につき 2名まで。
※代理申込をされる方は、必ず全員の氏名・生年月日・住所・
電話番号（日中連絡先も）・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。

高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ

【申込先】　国保健康課健康係　☎428723

　インフルエンザを予防する１つの方法として予防接種が
あります。接種を希望される方は、できるだけ流行前の
12 月中旬までに接種を受け、インフルエンザを予防しま
しょう。
接種対象者：
■満 65 歳以上の方
■満 60 歳以上 65 歳未満で心臓・腎臓・もしくは呼吸器
の機能障害で、身体障害者手帳１級をお持ちの方、又
は同程度と診断された方

接種時期：H20 年 10 月 15 日から H21 年１月３1日まで
料金：500 円（接種料金 3,500 円の内、3,000 円を市が負担）
※生活保護世帯の方は無料ですが、必ず接種前に手続きが
必要です。国保健康課（市役所 1階）に申し出てください。
接種回数：期間内１回
接種医療機関：市内指定医療機関（予約が必要な医療機関
があります。接種前に医療機関にお問い合わせください。）
※北播磨圏域外の市外医療機関での接種を希望される場合
には、接種前に申請手続きが必要となりますので、国保健
康課までお問い合わせ下さい。
持っていく物：介護保険被保険者証・健康保険証・身体障
害者手帳など接種対象者であることが証明できるもの。

新しい都市公園の愛称と加西市ガーデンマイスターを募集

　三洋電機北条工場跡地に建設中の大型商業施設イオン加
西北条店（10 月 28 日プレオープン、11 月 1 日グランド
オープン予定）敷地内に、市が管理する都市公園を整備中
です。
　ランドスケープ（景観）を重視したこの公園が皆さまに
親しまれることを願って、この公園の愛称と、管理のお手
伝いをしていただける（仮称）加西市ガーデンマイスター
をあわせて募集します。ふるってご応募ください。

■公園の愛称募集　※お一人 1点まで
公園の愛称と簡単な説明、住所・氏名・年齢・性別・職業
または学校名（学年）・電話番号を明記し、下記の応募先
まで郵便、FAX または E-mail で応募してください。
■加西市ガーデンマイスター募集
「この公園をどうしたいか」志望動機、住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を記載し、下記までご応募ください。
■応募期限：10 月 31 日（金）まで

【応募先】　〒675-2395　加西市　都市計画課　☎428753　℻  421998　E-mail：toshi@city.kasai.hyogo.jp

公園予定地

店舗屋上より北側撮影

福崎←

↓
姫路

大型商業施設

アスティアかさい

駐車場
下里川

おり



　でき栄えを競う「加西市ぶどう品評会」（加西市ぶどう部会主催）が
８月 26 日、アスティアかさい地域交流センターで開催されました。
　市内の 32 農家が「加西ゴールデンベリーＡ」やピオーネなど４品種
36 点を出品。ＪＡや加西農業改良普及センターの専門家らによって審
査されました。 
審査結果は次のとおり。敬称略
■加西市長賞（最優秀賞）　　　　　 神戸孝樹
■加西農業改良普及センター所長賞　伊藤正一
■兵庫みらい農業協同組合長賞　　　喜谷能久
■兵庫県果樹研究会長賞　　　　　　菅野　保
■加西市ぶどう部会長賞　　　　　　菅野敏幸

　加西市と加西市老人クラブ連合会は、8 月 30 日から 9 月 8 日に
かけて、「敬老月間ふるさと芸能大会」を健康福祉会館で開催しま
した。高齢者を敬い、高齢者間の交流や楽しみの機会にするととも
に、自らの健康保持と増進を図るための敬老行事です。

　参加者約 3,300 人は、午前は運動指導員
による「いきいきミニ健康づくり」を体験、
午後は各公民館の登録グループや芸能協会
で活躍されている方々の舞踊、民謡、詩吟
などの発表を楽しみました。
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KASAI データバンク 人口／ 49,445（－ 2） 世帯数／ 17,006（＋ 8）
男／ 24,016（＋ 9） 女／ 25,429（－ 11）　
8 月の出生数／ 24 人 死亡数／ 30 人

H20.8.31 現在（前月比）

　北条中学校吹奏楽部による青空演奏会が 9 月 7 日、中国自動車道加西サー
ビスエリア（上り）で開催され、利用するドライバーたちの耳を楽しませま
した。これは西日本高速道路サービス・ホールディングスが地域密着型営業
を目指した取組みの一環として、サービスエリアが地域のふれあいの場とな
るよう企画。同校吹奏楽部の皆さんは、日ごろの練習成果を発揮し、様々な
レパートリーを披露し、観客から大きな拍手を浴びました。

加西ＳＡで青空演奏会

　8 月 24 日、大工町の愛宕山頂上に町民約 40 名が登り、五穀豊穣
を願う護摩炊きを行い、その後、普明寺で三世代交流の地蔵盆を開
催。
　普明寺周辺・愛宕山ハイキングコースは加西観光 20 選にも選ば
れた名所。頂上からの眺めは播磨平野を一望できる絶景です。頂上
へ続く林道は、昨年から、県の里山ふれあい森づくり事業により、
住民参加で整備。きれいで歩きやすくなったハイキングコースには
観光客も増加中です。

普明寺周辺・愛宕山ハイキングコース賑わう

▲出品されたぶどうの出来具合を厳しくチェック

１６年ぶりに開催。ぶどう品評会

敬老月間ふるさと芸能大会開催

　９月３日、東郷邦昭副市長は、男性最高齢の
野﨑新治さん（101 歳）と女性最高齢の金澤る
いさん（105 歳）を訪れ、多年にわたり社会の
発展に寄与されたことに感謝し、また支援され
たご家族の功労をたたえました。

これからもお元気で

　加西市社会福祉協議会は毎年 9 月の敬老福祉月間の行事として、高
齢者夫婦の数え歳が合計 159 歳と 160 歳の方を記念撮影しています。
今年は 8 月 27 日～ 29 日の 3 日間で 92 組を撮影。
　カメラマンは、第 1 回目からボランティア参加の宮本久雄さん（北
条町）。昭和 34 年から今年で 50 回、これまで 1,866 組を撮影されてい
ます。「皆さん、お元気で逆にこちらが元気をもらいます。これからも
続けていきたいですね」。

高齢者夫婦を５０年前から毎年撮影

　加西市と老人クラブ連合会が実施しているサンビア花壇コンクールには、17 老人
クラブから応募があり、８月 22 日に審査会が行われました。
　コンクールは、花につつまれた美しいまちづくりと住みよい生活環境づくり、老後
の生きがいづくりを推進するのが目的。審査結果は次のとおりです。
■加西市長賞　　　　　　　　　　中西南町老人クラブ
■加西市議会議長賞　　　　　　　下道山町老人クラブ
■兵庫県議会議員賞　　　　　　　西笠原町老人クラブ
■加西市老人クラブ連合会長賞　　別府西町老人クラブ
■兵庫県立播磨農業高等学校長賞　田原町北部老人クラブ

市長賞に中西南町老人クラブ　花壇コンクール

▲運動指導員による健康体操 ▲ 公民館登録グループによる演奏

市長賞受賞の
中西南町老人クラブ花壇 ▶

▲演奏中の北条中学校吹奏楽部の皆さん

▲ 頂上からの見晴らし

▲ 撮影する宮本さん（右）
　 高尾松夫さん・ゆき子さんご夫妻（東高室）

　加西市と富合地区区長会は 9 月 7 日、富合小学校区自主防災
総合訓練を行い、住民と関係機関の職員など約 800 人が参加し
ました。
　午前 8 時に山崎断層地震（M7.7）が発生し大きな被害が出た
との想定で、サイレンの吹鳴により各町の避難場所に集合した住
民は人員点呼・携行品の点検を受け、避難誘導班の指導のもと富
合小学校に集合。
　子供や高齢者、負傷者を除き、参加者は 3 班に分かれ、消防、
自衛隊、警察等の指示を受けながら、消火器を使用した初期消火
訓練、応急手当訓練、炊き出し訓練などを実践しました。
　また、火災により校舎に取り残された負傷者を、応援要請した
県消防防災航空隊が屋上から吊り上げてヘリコプターに救出する
訓練も実施。

▲体育館での炊き出し

▲消火器を使用した初期消火訓練

災害に備えて今から準備。校区防災訓練実施

　北部公民館の加西市子ども三味線教室（遠藤 孝 さん指導）の生徒が、
8 月 15 日、島根県安来市で開催された安来節全国大会少年の部で、優
勝しました。
　生徒は、8 月 31 日の「敬老月間ふるさと芸能大会」でもその腕前を
披露。
成績は次のとおりです。敬称略
■唄の部
　優勝　上井奈央（泉中 2 年）　三位　後藤美香（北条中 3 年）
■三味線の部
　優勝　影山亜樹（社中 2 年）　三位　植田理乃（北条中 1 年）
※子ども三味線教室では随時生徒募集中。問合先：北部公民館（☎45 0103）

安来節全国大会で優勝

▲ 加西市子ども三味線教室の皆さん

◀「敬老月間ふるさと芸能大会」での演奏

◀市長賞受賞の神戸さん（左）と中川市長

五穀豊穣を願う護摩炊き▶

▲野﨑新治さん（右 )
　と副市長

▲金澤るいさん（右 )

▲校舎屋上からヘリで負傷者を救出

■ 100 歳以上の方は次の皆さん
　去來川じつゑ さん (102 歳 )
　高見とみ さん  (102 歳 )
　木下たね さん  (101 歳 )
　上村はつ さん  (101 歳 )
　吉見志づ江 さん  (101 歳 )
　藤井もとゑ さん  (100 歳 )
　山田かずゑ さん  (100 歳 )
　木下いと さん  (100 歳 )
　大橋おふさ さん  (100 歳 )
　住友松枝 さん  (100 歳 )



秘書課スタッフ募集

　また、動産の下見会を以下の通り
開催しますので、あわせてご参加く
ださい。
日時：10 月 11 日（土）
　　　10:00 ～ 15:00
場所：加西市役所 1階多目的ホール
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加西市公共料金等未収金収納業務委託について

場所：加西市立幼稚園・幼児園（富田・富合幼稚園を除く）
時間：9時 30 分～ 11 時 30 分の間
内容：内容は各園異なります。
詳しくは各園にお問い合わせください。

期間：１０月１４日（火）～１６日（木）

幼稚園・幼児園ウィーク

【問合先】　　北条幼稚園　☎420420　　　　北条東幼稚園　☎431654　　　　賀茂幼児園　☎460313　　
　　　　　　下里幼稚園　☎484086　　　　九会幼稚園　　☎492363　　　　日吉幼稚園　☎451745
　　　　　　宇仁幼稚園　☎451859　　　　西在田幼稚園　☎442310　　　　泉　幼稚園　☎442217

　望ましい幼稚園教育の実現を目指し、保護者、
地域、関係諸機関等の一層の理解と信頼を得る
ために、加西市立幼稚園各園・幼児園でオープ
ンスクールや様々な行事を開催します。
　どうぞ、一度近隣の幼稚園・幼児園へお出か
けください。

　加西市では、公共料金等の未収金の収納業務を民間事業者に委託します。プロポーザル方式により全国公募し、回収
方法、コンプライアンス、委託料など、提案書の最も優秀な事業者に決定。民間の創意工夫を最大限活用し、未収金の
発生防止と回収の向上を図ります。公共料金等 6事業の収納業務一括委託は全国初です。

■委託先　
　ニッテレ債権回収株式会社　
　本社　東京都港区芝浦 3丁目 16 番 20 号

■委託時期
　平成 20 年 10 月より開始予定

■委託する公共料金等（担当課）
　①住宅改修資金等貸付金（人権推進課☎42 8727）
　②国営加古川西部土地改良事業負担金（農政課☎42 7523)
　③市営住宅使用料（施設管理課☎42 8750）
　④し尿収集手数料（衛生センター☎46 0334）
　⑤市立加西病院医療費（加西病院医事課☎42 2200）
　⑥保育所（園）保育料（こども未来課☎42 8726）

　「債権管理回収業に関する特別措置法」（サービサー
法）に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理・
回収のエキスパートです。
　また、業界初のプライバシーマークを取得し、個人
情報保護とコンプライアンスを重視した姿勢で業務に
あたります。（会社案内より抜粋）

ガソリン･混合ガソリンの適正貯蔵

貯蔵量についての注意
200ℓ以上  ⇒  消防法による市長の許可
40ℓ以上 200ℓ未満 ⇒  加西市火災予防条例による届出

■ガソリンを自宅において貯蔵・保管される場合は、携行
缶等の金属製の容器を使用しましょう。灯油用ポリエチレ
ン容器はガソリンの貯蔵には材質上不適切です。

■混合ガソリンの貯蔵・保管についても、ガソリン同様金
属製の容器を使いましょう。混合ガソリン用として市販さ
れているポリエチレン製の容器は、混合ガソリンを作る際
に使用しても金属製の容器に移し替えましょう。

【問合先】　加西市消防本部　☎420119

第２回加西市インターネットオークション開催

　市税滞納者から差押えた動産をインターネット上で公売
する「平成 20 年度第２回インターネットオークション」
を 10 月 22 日～ 24 日（参加申込：10 月 2 日～ 16 日）に
実施します。加西市ホームページより参加できますので、
ぜひ、ご参加ください。

■助産師　2名程度
昭和41年4月2日以降生まれの方で、
助産師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。

市立加西病院職員募集

秘書・政策立案業務（補助）などを
行うスタッフ（臨時職員）1名を募集。
募集期間：9/22（月）～ 10/8（水）
勤務時間：8：30 ～ 17：15 まで
（時間外勤務あり）
採用期間：H20.10/15 ～ H21.3/31
（期間延長あり）
賃金：時給1,000円※通勤手当なし
応募資格：会社等での勤務経験が 3
年以上ある方。要パソコンスキル。
応募方法：履歴書（市販のもので顔
写真添付）を下記まで郵送
選考方法：書類審査および面接
面接日：10/11（土）
問合先：総務課　☎428702

職種・資格：介護支援専門員、保健師、
社会福祉士のいずれかの免許・資格
を有する方。
募集人員：若干名
採用期間：H20.10/1 ～ H21.3/31
（更新あり）
勤務時間：8:30 ～ 17:15
業務内容：加西市地域包括支援セン
ター業務（介護保険予防ケアマネジ
メント、相談業務等）
賃金：日額10,160円～（経験により）
応募方法：履歴書および免許・資格
の写しを 9/24（水）までに提出して
ください。郵送可。期限内必着。
問合先：総務課　☎428702

臨時職員の募集

加西市職員採用（社会人経験者採用）のご案内

【問合先】　総務課　☎428702

　市では、民間企業等で培った経験や知識、柔軟な発想を市政の中で発揮できる方を求めています。高い志と強い使命
感を持ち、加西市を外からの視点で変革できる方の応募をお待ちしています。

募集職種

職種 採用予定人数 受験資格

事務（社会人） ２名程度 昭和 49 年 4 月 2 日から昭和 59 年 4 月 1 日までに生まれた人で、民間企業等での
職務経験が３年以上ある人

受験申込・試験日程等

受験申込

提出書類

受験申込書等のほか、次の書類を添付
○職務経歴書（市所定の様式）
○課題論文（Ａ 4用紙 3枚以上 4枚以内、ワープロソフト等で作成のもの）
※論題「自分の経験やスキルを加西市でどう活かすか。」

受付期間 平成 20 年 9月 16 日（火）～ 10 月 16 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込みください。（期限内必着のこと）

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・種目（一次試験） 平成 20 年 10 月 25 日（土）午前 9時 15 分～　　　教養試験・適性試験・面接試験

※職務経験には、正規社員やアルバイト等を問いません。また民間企業等には、自営業や官公庁・病院勤務等を含みます。

※詳しくは募集要項をご覧ください。
※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。

▲公売物件下見会場

【問合先】　収納課　☎428714

【問合先】　収納課　☎428714

ごみが減っています。ご協力ありがとうございます。
　市民のみなさまのご理解とご協力を頂き、お蔭様で 4月から指定ごみ袋にスムーズに移行できました。4～ 8月のゴミ
量は、ターミナルへ出されたごみでは前年比 9.29%、クリーンセンター受付ごみ34.05%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。

■看護師　7名程度
昭和46年4月2日以降生まれの方で、
看護師の免許を有する方、又は平成
21年に同免許を取得見込の方。

受付期間：9/16(火) ～ 10/15(水)
採用試験：10/18(土)
問合先：市立加西病院経営推進室
☎422200

【問合先】　資源リサイクル課　☎460401
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【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成20年度国民健康保険税・介護保険料（普通徴収）

第3期分の納期限は、

　　　　　　　　９月３０日（火）です。

納期内完納にご協力をお願いします。
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講座・イベント

「けっしてつまらん時間にはいたし
ません」落語家の三遊亭樂団治さん
による、ひと味違った楽しい講演会
を開催します。落語を交えたお話を
聞いて、笑いころげてください。
気持ちすっきり、元気になること間
違いなしです。
日時：10/6（月）10:00 ～ 11:30
場所：加西市南部公民館
　　　多目的ホール
講師：落語家　三遊亭楽団治　氏
定員：150名
参加費：無料
問合先：南部公民館☎490041

第5回人権セミナー
人と人、笑顔と笑顔

来年 5/21 開始の裁判員制度の選任
過程や役割を学習します。あなたの
疑問に答えます。
日時：10/3（金）13:30 ～ 15:30
場所：加西市民会館 3 階小ホ－ル
講師：神戸地方裁判所　職員
定員：100 名
参加費：無料
問合先：中央公民館42 2151

中央公民館の秋いちばん
「まるかじり！裁判員制度」
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介護予防のための健康体操に取り組
み、活動的でいきいきと生活し続け
ていただくための「元気塾」です。
日時：原則として 10 ～ 3 月の第 1・
3 木曜（全 10 回・初回は 10/16）
10:00 ～ 12:00
場所：市民会館 3 階教養娯楽室
対象：おおむね 75 歳以上で体力の
低下を感じている方
参加費：1 回 300 円
持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
定員：25 名（申込多数の場合は抽選）
申込締切：9/30（火）
申込先：中央公民館42 2151（月～
土曜日の 8：30 ～ 17：15）

高齢者健康教室
「生き活き元気塾」

日時：11/15( 土 )　
 昼の部 13：30 開演　
 夜の部 18：00 開演
入場料：全席指定
 S 席 5,000 円
 A 席 4,500 円
（当日各 500 円増）
友の会は１割引

★八代亜紀ふれあいコンサート

問合先：市民会館　☎430160　（年中無休）

市民会館からのお知らせ　WEB サイト http://www.shisetsu.city.kasai.hyogo.jp/

・ハワイアンフラ・ヨガ健康体操・ウクレレ
・津軽三味線・アイリッシュハープ
・シニア健康体操・足もみ健康法・バランスボール
・ジャズダンス・ＫＩＤ′Ｓダンス・ベビーマッサージ
・タヒチアンダンス・フラワーアレンジメント

※開催日時、受講料等詳しいことは募集チラシか窓口
又は電話でお問合せください。

★秋季講座受講生募集中

前売り開始 9/17( 水 )　友の会 9/12( 金 )

加西市立図書館  2008 ブックマークコンテスト作品募集           http://www.library.city.kasai.hyogo.jp/

■テーマ「夢の図書館」
あなたが考える夢の図書館や本の世界を描いてください。
■応募資格
幼児から中学生まで。
■応募部門
①幼稚園以下   ②小学生低学年   ③小学生高学年   ④中学生
■応募方法
1 人 1 点のみ応募できます。
・ 指定の応募用紙に絵を描いてください。（応募用紙は図
　書館にあります。）
・ クレヨン、色えんぴつ、絵の具等好きなもので描いてく
　ださい。
■募集締切
10 月 18 日（土）必着。図書館へ提出してください。（なお、
保育所、幼稚園、学校を通じて提出していただいても結構
です）

■展示・審査
11月2日（日）、3日（祝）
に開催する『図書館まつり』で展示します。審査員による
審査と来場者による人気投票を各々行います。
■賞
・ブックマーク大賞（審査員表彰、各部門 1点）
・ブックマーク優秀賞（審査員表彰、各部門 2点）
・特別賞（来場者による人気表彰、各部門 1点）
※ブックマーク大賞は応募作品を縮小し、本のしおりに仕
　上げます。

あなたの作品が本のしおりになります！

【問合・提出先】　加西市立図書館　☎423722　〒675-2312加西市北条町北条28-1（アスティアかさい内）

昨年のブックマークコンテスト作品

日程：10/10（金）
内容：10：00 ～ 11：00　親子体操（歩
けるくらいのお子さまからが対象）
11：15 ～ 12：15　ベビーマッサー
ジ（4 ヶ月～）楽しく体を動かしな
がらふれ合い、ゆとりある親子関係
を創りましょう。
場所：アスティアかさい 3階ライト
スポーツスタジオ
服装及び持ち物：運動のできる格
好・室内シューズ・タオル
受付開始：9/19（金）9：00 ～
定員：各15組
問合先：地域交流センター
☎420106

3B親子体操無料ワークショップ

シューッ。まず、風船を大きくしよ
う。そして、キュッ、キュッと変身！
さて、何になったかな。
日時：9/27（土）10:15 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3階集会室
対象：0歳以上の親子・一緒に遊ん
でいただける地域の方
定員：50組
受付：9/19（金）から電話予約。
問合先：地域交流センターファミ
リーサポート事務局☎420111

ファミサポ会員になって交流しよう！
作って遊ぼうバルーンアート

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今後の上映予定。
〔ねひめ FILM〕
　「知らなすぎた男」
　日時：9/25（木）10:00 ～
　「或る夜の出来事」
　日時：10/8（水）10:00 ～
〔ねひめ CUE !〕　
　『ふたりのベロニカ』
　日時：9/26（金）19:30 ～ 21:05
場所：アスティアかさい 3階多目的
ホール
問合先：地域交流センター（アスティ
アかさい３階）☎420106

地域交流センター
映画上映イベントガイド

おなかまわり、気になりませんか？
ふるってご参加ください。
日時：10/12、19、26 の各日曜日
10:00 ～ 11:00
場所：加西市勤労者体育センター
参加費：1回200円
持参物：体育館シューズ・タオル・
空のペットボトル（500cc）2本
問合先：勤労者体育センター
☎471420

体脂肪燃焼体操教室

健康づくりを運動で推進する「ゆう
ゆう会」主催で、約6km コースの
ウォーキング大会や運動指導員によ
る、楽しくてためになる運動教室を
実施します。
日時：10/29（水）小雨決行、大雨中止
集合場所：9：00 に播磨中央公園　
芝生広場（第一駐車場横）
費用：100円（保険代）
申込期間：9/24 ～ 10/3 まで
募集人数：定員30人（先着順）
服装及び持ち物：ウォ－キングがで
きる服装・運動靴（底がツルツルで
ないもの）・帽子・手袋・リュック・
タオル・お弁当・お茶やスポーツド
リンク・ビニールシート・雨具等
※傷害保険には加入しますが、それ
以外の責任は負いかねます。
問合先：国保健康課ゆうゆう会事務
局☎428723

秋の健康ウォーキング大会

秋から冬にかけて体は脂肪をためこ
みやすい状態になります。そこで、
脂肪燃焼ウォーキングでためすぎた
脂肪を燃やしましょう！
※「健康増進センター施設利用証」を
お持ちでない方は、事前に健診が必
要です。詳細はお問い合わせくださ
い。
日時：10/20～12/22の毎週月曜日（8
回コース）　13:30 ～ 15:00
申込期間：9/22（月）～ 30（火）　
定員：20名（健康増進センター新規
利用者を優先）
参加費：一人１回150円
申込先：加西市健康増進センター　
☎423621

脂肪燃焼ウォーク教室

日常の生活活動に必要な基礎体力づ
くりのためのストレッチや歩行運動
※「健康増進センター施設利用証」
をお持ちでない方は、事前に健診が
必要です。詳細はお問い合わせくだ
さい。
日時：10/30 ～ 12/18 の毎週木曜日
8回コース（11/27 は除く )
10:00 ～ 11:30
対象：70歳以上の方で体力の低下
が気になる方
定員：20名（健康増進センター新規
利用者を優先）
受付期間：9/22（月）～ 30（火）
参加費：一人1回150円
申込先：加西市健康増進センター　
☎423621

７０歳からのやさしい体操教室

■初秋の日吉神社・春岡寺を訪ねて
秋祭りで名高い日吉神社を訪ねてみ
ませんか。
日時：9/28（日）9:30集合
集合場所：日吉神社境内西駐車場
コース：日吉神社～大日寺（背面十
字架地蔵）～春岡寺（腰折れ地蔵）
～日吉神社
参加費：300円（保険料、諸経費等）
■いにしえの文化財を訪ねて
蓮華の山に抱かれた国宝の宝庫、一
乗寺へ秋さがしのハイキングに！
実施日：10/25（土）9:00集合
集合場所：観光案内所（アスティア
かさい１階）前
コース：北条町駅～ <北条鉄道> ～
播磨下里駅～法華山（拝観・昼食）
～ < バス > ～善防バス停～播磨下
里駅～ <北条鉄道> ～北条町駅
参加費：1,660円（保険料、交通費、
入山料、拝観料等）
昼食：各自ご持参ください。

申込方法：電話・FAX にて
申込先：加西市観光案内所
☎&℻   428823（当日参加も可）

ふるさと再発見ハイキング
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くらし

10/20 ～ 26 は行政相談週間です。
行政相談は、役所や特殊法人の仕事
に関する皆さまからの苦情やご意見
等を受け付け、その解決を通じて行
政運営の改善を図る制度です。
相談は無料で、秘密は固く守られま
すので、お気軽にご利用ください。
日時・場所：
10/7（火）市民会館
10/9（木）農村環境改善センター
10/16（木）北部公民館
各日13：30 ～ 15：30
相談担当者：藤原久司・井上嘉代子

（行政相談委員）
問合先：市民相談室☎428739

行政相談所の開設について

本年9 ～ 10月に、「法人土地基本調査」
及び「法人建物調査」が実施されます。
この調査は、全国の法人の土地や建
物の所有状況、利用状況を調査する
もので、その結果は、土地に関する
諸施策の企画・立案に際しての基礎
資料として用いられるほか、学術・
研究機関等でも幅広く活用されます。
皆様のご協力をお願いいたします。
問合先：兵庫県都市政策課
☎078-341-771

平成20年法人土地基本調査・
法人建物調査にご協力を
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兵庫教育大学からの特別支援教育の
展望に関する話題提供や、北播磨地
域における特別支援教育の現状と方
向性に関する話題提供を基に、ディ
スカッションを通して北播磨におけ
る特別支援教育を考えていきます。
日時：10/13（祝）13:30 ～ 16:30
場所：兵庫教育大学加東キャンパス
共通講義棟
参加費：無料
申込先：兵庫教育大学企画課広報・
社会連携事務室☎ 0795 44 2053　
℻   0795 44 2409

北播磨における特別支援教育を
考えるシンポジウム

第42回 加西市文化祭開催

この調査は、昭和23年から 5年毎に
行われ、全国約350万世帯、加西市
では約7,700世帯の方々に調査票の
記入をお願いする大きな調査です。
9月下旬から 10月上旬にかけて調査
員がご家庭に伺いましたら、調査票
の記入にご協力をお願いします。
問合先：総務課☎428702

10月1日に平成20年住宅・土
地統計調査が行われます。

秋口の日没時間の早まりとともに夕暮
れ時の交通事故が多発するようになり
ます。運転される方は早目のヘッドラ
イト点灯を、歩行者の方は反射材の着
用等、事故防止を心がけてください。
また、今年から後部座席のシートベル
ト着用も義務付けられました。大切な
命を守るためにも、後部座席の方も
シートベルトをきちんと着用してくだ
さい。
後部座席シートベルト着用率（一般道）
加西市26.0％　県下平均29.1％
問合先：市民参画課☎428751

秋の全国交通安全運動
9/21（日）～30（火）

■文芸展　　　
日時：10/15（水 ) ～ 19（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：アスティアかさい3階交流プラザ
内容：俳句・短歌・川柳（一般の部・
ジュニアの部）の入賞作品、一行詩、
エッセイを展示
■いけばな展
日時：11/1（土）、2（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館コミセン3階小ホール
内容：市内いけばな協会8流派が出展
■茶席
日時：11/2（日）10:00 ～ 15:00
場所：市民会館コミセン3階和室
内容：茶道協会によるお抹茶席（御
茶券 300円）
■市民音楽祭
日時：11/3( 月・祝 )13:30開演　
場所：市民会館文化ホール
内容：市内の音楽を愛好する個人・
ファミリー及び音楽団体が出演
■囲碁大会
日時：11/3( 月・祝）
9:20分受付　10:00開始
場所：市民会館コミセン3階和室
内容：Ａ級（4段以上）Ｂ級（初段～
3段）Ｃ級（1級以下）
■芸能祭
日時：11/9（日）12:00開演
場所：市民会館　文化ホール
内容：芸能協会による民舞・詩舞道・
邦楽・腹話術・播州音頭・マジック・
カラオケ
■おやこ劇場
日時：11/16（日）13:30 ～ 15:00　
場所：アスティアかさい3階多目的ホール
内容 : ミニげきじょうパート５
 特別出演ママねひめ
■美術公募展
日時：11/19（水）～ 23（日）
10:00 ～ 17:00（最終日16:00）
場所：市民会館　ホワイエ　コミセン
内容：洋画・日本画・水墨画・版画・
書道・彫塑工芸・写真の入賞・入選
作品を展示

問合先：市民交流課☎42 8775

声の出し方、息の使い方を学び、み
んなで歌いましょう
日時：11/28（金）14:00 ～ 16:30
場所：北播磨県民局社総合庁舎別館
4階会議室
対象：北播磨にお住まいの難病患者
様及びご家族様等※疾患名は不問。
内容：難病患者様・ご家族様のグルー
プによる演奏会と音楽療法士による
音楽療法
講師：兵庫県認定音楽療法士（守本
由紀氏、奥西由香氏）
申込締切：10/31（金）まで
申込先：加西健康福祉事務所健康課
☎420266

難病患者様のための音楽療法

統合失調症、うつ病等精神疾患って
なんだろう ?精神疾患を発病して間
もない方のご家族を対象に、「精神
疾患の症状と治療、回復について」
をテーマに家族教室を開催。こころ
の病でお困りの方、お気軽にご参加
ください。参加費は無料です。(家
族セミナーですので、当事者の参加
は控えてください。)
日時：10/16(木)13:30 ～
場所：加西市健康福祉会館　研修室1
定員：30名(先着順)
申込先：(社)兵庫県精神障害者家族
会連合会(兵家連)☎078-360-2618

精神疾患を理解しよう ! 

警察官や肉親を装い、現金の振り込
みを要求する等、様々な手口による
振り込め詐欺が多発。市内でも被害
が発生しています。迷ったら最寄の
警察署等に相談しましょう。
■被害に遭わないために
・あわてず、落ち着いて対応する。
・要求されてもすぐに振り込まない。
・身に覚えのない請求は無視する。
問合先：加西警察署☎420110

振り込め詐欺に注意！

【全額免除】
対象者：身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの
方が世帯構成員であり、世帯全員が
市民税非課税の場合
【半額免除】
対象者：次のいずれかに該当する場合
■世帯主が視覚障害または聴覚障害
　の身体障害者手帳所持者
■世帯主が重度（1・2級）の身体障
　害者手帳所持者
■世帯主が重度（A）の療育手帳所持
　者
■世帯主が重度（1級）の精神障害者
　保健福祉手帳所持者
※免除を受けるためには、事前に申
請が必要です。なお、既に受信料免
除が適用されている場合は手続きが
不要です。
問合先：社会福祉課障害者支援係
☎428725　℻  431801

障害のある方を対象とした
ＮＨＫ放送受信料の免除基準
が変わります（H20.10月～）

おいもほり
6 月にさした『さつまいものつる』
がぐんぐん伸びて、畑いっぱいにひ
ろがっているよ。一緒に掘ろう！
日時：10/15（水）10:30 ～ 11:30（雨
天の場合順延）※持ってくるもの　
スコップ・長靴・軍手　
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。待ってるよ！
日時：10/7（火）・30（木）
11:00 ～ 11:30　
臨時休園のおしらせ
10/1（水）は園内清掃のため、休園
します。
まちの子育てひろば応援団から
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！
日時：10/21（火）10:30 ～ 11:30
ねひめキッズ開園日時は月～土曜日
10:00 ～ 15:00。登録・利用料はい
りません。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

ねひめキッズからのお知らせ

日時：9/26（金）13：30 ～ 16：00
※参加申込多数の場合、午前・午後
の 2 部制になることがあり。
場所：西脇ロイヤルホテル　2 階
対象者：H21．3 月新規学校卒業予
定者（大学・短大・高専・専修学校等）
若者求職者（概ね 35 歳まで）
参加企業：北播磨地域を中心に 50
社程度参加予定（参加企業は 9 月上
旬頃に確定します）
主催：ハローワーク西脇、北播磨雇
用開発協会、兵庫労働局
共催：西脇市、小野市、加西市、加
東市、多可町、北播磨県民局
問合先：西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

平成20年度  ＪＯＢフェア
（就職面接相談会）のお知らせ

日時・コース：
ワード 10/8（水）～ 10/10（金）
エクセル 10/15（水）～ 10/17（金）
いずれも 9:00 ～ 12:00
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。文字入力、
マウス操作ができること。
定員：各コース 12名
講師：吉田憲康さん
受講料：テキスト代300円程度
※一時保育あり 要予約（無料：1歳6
カ月から）
申込方法：電話にて、住所・氏名・
電話番号と希望コース（両コースも
可）、保育の有無を申し出ください。
申込期間：9/20（土）9:00先着順
申込先：男女共同参画センター
☎420105（9:00 より）

男女共同参画センター主催
女性のためのパソコン講座

楽法寺本堂内に約500個の献灯、境
内には約300個の大小の行灯が彩り
ます。地域参加のイベント型法要と
して、子供達には縁日など、すべて
無料で楽しめます。
日時：9/21（日）　雨天の場合23日（火）
場所：楽法寺（北条町横尾）
内容：16:30 ～万灯会縁日
 17:30 ～紙芝居
 18:00 ～対象琴
 18:30 ～秋彼岸万灯会法要
問合先：安永山楽法寺☎420293

安永山楽法寺の秋彼岸万灯会

グルメ・観光サイト「ハートにぐっと北播磨」
http://www.kita-harima.jp または ハートにぐっと で検索

秋の行楽プランはお決まりですか？グルメ店・観光スポットからのホットな
情報も載っています。ぜひご活用ください！
■約 170 店のグルメ情報と、280 の観光スポット情報がまる分かり！
■グルメ店の店長と、観光スポット担当者が更新する新鮮な情報満載！
■ Google マップで道案内もバッチリ！ 
問合先：北播磨広域観光協議会　☎ 0795 42 9415



■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　10/7（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　10/7（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  
    10/9（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  
　9/25（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）　 8:30 ～ 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  
　10/2（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
　9/24（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  
　10/12（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）
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乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
9/22（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 7月生まれの乳児　
■4か月児健診  10/7（火）13:00 ～ 13:45
H20. 5月生まれの乳児
■1歳6か月健診  10/14（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 4月生まれの幼児
■2歳児教室　9/24（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18. 9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 10/21（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 8月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   10/16（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  10/30（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）  
10/9（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。

善 意 の 花 束相　談
　　　  は受付時間です

　
  

市有施設の利用について
旧賀茂幼稚園、教育研修所、丸山公園管理棟、古法華自然公園管理棟・石彫ア
トリエ館、オークタウン加西など、市有施設・市有資産の有効活用案を募集し
ます。利用計画の提案内容を受けて貸与・譲渡の可否を判断します。有償無償
を問わずご提案ください。例えば、喫茶店、レストランや宿泊施設等への利活
用など自由な発想の提案をお待ちしています。  問合先：経営戦略室☎42 8700

9月21日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）
9月23日（火） 大 杉 内 科 医 院 （別府町☎470023）
9月28日（日） 荒 木 医 院 （北条町☎439711）
10月   5日（日） おりた外科胃腸科医院 （北条町☎426000）
10月12日（日） つ つ み 神 経 内 科 （野上町☎452050）
10月13日（月） みのりクリニック （下宮木町☎498470）
10月19日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）

休日のお医者さん

変更になる場合がありますので電話で確認して下さい。
消防本部（☎420119）でも確認することができます。

※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。

お  く  や  み

小林さかゑ 94 小林久義 大柳町

村田みさゑ 83 村田五郎 西長町

織田幸作 81 織田健一 田原町

金志三郎 90 金志重夫 中富町

山野廣二 87 山野建一 谷口町

田中美津子 65 田中輝晃 中野町

吉田末春 76 吉田なをゑ 常吉町

後藤　保 64 後藤三千代 琵琶甲町

甲　義則 68 甲　昌也 東横田町

判田たつ子 75 柴田祐二 桑原田町

後藤　昇 53 後藤祐介 鶉野町

小川マサ子 79 小川員子 山下町

濱田繁子 67 濱田輝昭 繁昌町

中井義和 87 中井將人 網引町

谷田ひとみ 54 谷田　勝 西谷町

橋爪克幸 62 橋爪一喜 田原町

別府光雄 83 別府光信 別府町甲

西村みさの 89 西村紀保 別府町甲

南　數義　 87 南　光子  北町

国田有子 46 国田徹也 上万願寺町

田中廣元 69 田中昌彰 福住町

見上義一 87 見上敏幸 西剣坂町

岩佐ヒフミ 78 岩佐勝義 鎮岩町

塚本一雄 70 塚本浩一 北条町黒駒

  死亡者 年齢    喪主   町名

敬称略。8月1日～ 31日掲載希望届出分

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付
■供養預託
大西尚亮（繁昌町） 100,000 円

■一般預託
加西市曹洞宗寺院一同（酷暑義捐托鉢） 106,550 円
牡丹 20,000 円
株式会社   本陣 10,156 円

敬称略

11/3市民音楽祭で「想い出の曲」を
アコーディオン演奏にのせて聴衆全
員で歌います。次の曲について、想
い出がありましたら文章にしてお送
りください。当日、披露させていた
だきます。
想い出の曲：
①野に咲く花のように
②この広い野原いっぱい
③見上げてごらん夜の星を
④翼をください
⑤ひょっこりひょうたん島
⑥さんぽ（となりのトトロより）
⑦赤とんぼ
⑧もみじ
応募締切：10/10（金）
申込先：加西市音楽協会事務局の柏
木まで☎420697　℻  430697
E-mail:hojo-g@gol.com

市民音楽祭で披露
あなたの想い出募集

文芸誌『子午線』は創刊32年を迎え、
随筆作品を募集します。テーマは自
由。最優秀賞は副賞として 45,000
円を贈呈。奮ってご応募ください。
応募資格：東播磨地域（8市3町）に
在住の方。
応募方法：400字詰め原稿用紙換算
で3枚以内。応募原稿の表紙に題名、
氏名、年齢、性別、住所、職業、連
絡先を明記。未発表の自作品に限
る。応募原稿は返却しません。
応募締切：10/31必着（当日消印有効）
提出先：兵庫県立嬉野台生涯教育セ
ンター復興課内『子午線』係
☎0795440714
〒673-1415加東市下久米1227-18

文芸誌『子午線』
随筆部門作品募集

加西市ボランティア・市民活動セン
ターでは、下記のボランティア活動
者を募集しています。お気軽にご連
絡ください。
■調理ボランティア：栄養士の指導
のもと、薄味、衛生面に気配りしな
がら配食サービス利用者のお弁当を
調理。
活動日：金曜日は月 1 回活動
時間：9:00 ～ 12:00（お盆・年末年始・
祝日は休み）
■配達ボランティア：ひとり暮らし
で調理に困っている高齢者などを対
象にお弁当をお届けします。
活動日：月・水・金曜日
時間：11:00 ～ 1 時間程度（お盆・
年末年始・祝日は休み）
問合先：加西市社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター
☎43 8133　℻  42 6658

配食サービスボランティア募集

募　集

イモ掘り、焼きイモ、牡丹鍋・・・
田舎体験を通して素敵な出会いを見
つけませんか？
日時：10/26（日）10:00 ～ 16:30
場所：加西市上万願寺町の「畑」及
び「交流施設」
定員：男女各 15 名程度
※応募多数の場合は抽選にて決定
対象：男性／加西市在住又は勤務の
独身の方
女性／ 20 歳以上の独身の方
会費：男性 5,000 円　女性 3,000 円
締め切り：10/18（土）
共催：加西市地域産業課
申込先：原始人会☎44 0150

第3回田舎体験ふれあい交流会

10/11（土）～ 20（月）までの 10日
間は『地域安全運動』期間です。
みんなでつくろう安心のまち！
問合先：加西警察署☎420110

10月11日は「安全・安心なま
ちづくりの日」

　
  
9月24日～ 30日は結核予防週間

　結核は、今でも全国で年間約 3万人が発病し、約 2千人の方
が亡くなっている感染症です。北播磨圏域においても、昨年は
52 人の方が発病しました。
　結核は、結核菌が、咳やくしゃみをしたときに飛び散り、周
りの人が感染していく病気です。毎年定期健診を受ける、乳児
は満 3ヶ月になると BCGを受ける等、結核を予防しましょう。

問合先：国保健康課健康係　☎42 8723
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まちなかにある３つのお寺の境内でイベント

▲ 会場の大信寺

大信寺　　子ども三味線、木村兄弟の三味線演奏、サルビアっ子のコーラス、劇団おおきな木公演
西岸寺　　茶席、芸能協会（民謡・マジック・詩吟・傘踊り・銭太鼓・邦楽・舞踊・腹話術・カラオケ）
　　　　 ヴォルケコーラス、フルート・オカリナ演奏、説法、播州歌舞伎「義経千本桜」
妙典寺　　加西市美術家協会アートギャラリー
　　　　 六斎市 ( オリジナルショップ）10 店

三寺回遊

ウォークラリー 各イベントエリアを巡りスタンプ絵を完成するゲーム（加西青年会議所）

植木市と骨董市 大年神社（北条町南町）境内で開催

チャレンジショップ

▲ 北条の町家

体験教室　　　　ちぎり絵、パッチワーク、銀細工、陶芸
加西特産品販売　手打ちそば、讃岐うどん、鉄板焼きそば、まちかどカフェ、焼きたてパン、竹炭　 　
　　　　　　 新鮮野菜、ひょうたん、加西で育てた外国のハーブ、花苗、地酒、市史の販売
ギャラリー　　 北条地区のまちなみギャラリー、加西ゆかりの文化人の書画

町家・空き店舗を活用した 2 日限りのオリジナル店舗

かつての賑わいを取り戻そう！　 まちなかで多彩なイベント開催

体験教室の受講者を募集中
チャレンジショップの体験教室で自分だけのオリジナル作品、思い出のアートを作りたい方は実行委員まで。
はくらんかいスタッフもあわせて募集中。　【問合先】　北条の宿はくらんかい実行委員会（ふるさと営業課）　☎42 8740

北条鉄道まつり 10月18日（土）19日（日）10:00 ～ 16:00   鉄道全線を使っての大イベント
会場はなんと北条鉄道全線！ 車内は往年の国鉄時代を再現し、車掌が乗務して車内補充券を発売します。
列車は 2両編成で運転（北条町発 9:30 ～ 16:32 北条町着まで）
お昼頃の列車には、なにか普段では見られないことが起きるかもしれません。

各駅でボランティア駅長企画の催し物も開催！
★各駅イベント
播磨横田に一夜城が建ち、後藤又兵衛と真田幸村大阪夏・冬の陣を再現
北条鉄道スタンプラリー、フリーマーケット、鉄道模型運転体験など

じば産物産展
地場産業の製品・農産物・食品などを展示販売。商店連合会による「いきいき加西元気祭」も同時開催します。

10月19日（日）10:00 ～ 16:00   加西商工会議所駐車場広場

北条のまちなかを再び活気あるものとするため、寺や神社、空家を利用した催しを行います。市外の友達や親戚に
もお声をかけていただき、秋の北条の散策を楽しんでください。

10月18日（土）19日（日） 10:00 ～ 16:00 場所：北条町旧市街地

市外に住まれている加西市出身の方、加西市にゆかりのある方、加西を訪れ加西フ
ァンになった方、ふるさと納税（ご寄付）をお願いします。
ご寄付の仕方や特典などについてご説明申し上げます。お問合せ下さい。

       問合先：経営戦略室　☎ 0790 42 8700      ◀下里小 6年　藤原朱音さんの作品「ふるさとの絵」

◀ 2 両編成した車両

▲ 限定販売の車内補充券

【問合先】北条鉄道☎42 0036

【問合先】加西商工会議所☎42 0416

詳しくは http://www.hojorailway.jp/

ふるさと納税は加西市に

駐車は、アスティアかさい・スパーク加西・市営駐車場等をご利用ください。できるだけ、電車・バス等をご利用ください。


