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まちづくり大賞決定　今年度からはじめます
　加西市は、公民連携と市民参画によるまちづくりを進めています。
　景観形成・環境創造、地域活性化、都市基盤整備などの分野で、多大な貢献をした模範的な団体や個人を表彰する制
度を創設しました。審査の結果、この度、次の 3団体に「まちづくり大賞」を贈ることを決定しました。

　イオンリテール㈱（代表取締役社長　村井正平氏）は、イオン加西北条
ショッピングセンター建設工事において、景観や環境に配慮し、水辺を活
かしたアメニティを創出するなど、環境最先端のまちづくりに貢献。また、
地域住民約 1,300 名による 13,000 本の植樹祭を実施した。

　実行委員会（代表　水田加代子氏）は、10 月 18 日、19 日に地域おこ
しイベントを開催。市内外から約 25,000 人が訪れ、地域の活性化に多大
なる貢献をした。

　原始人会（代表　大豊正吾氏）は、平成 12 年の設立当初から都市農村
交流を図る様々なイベントを数多く実施。どぶろく、猪鍋、甘酒ジェラー
トなどを商品化し、地域の活性化に多大なる貢献をした。

■イオン加西北条ショッピングセンター

11 月 1 日グランドオープン。加西市の 人口より
も多い、5万人を超える来場者で賑わいました。

【問合先】　経営戦略室秘書課　☎428701

■原始人会　

■北条の宿はくらんかい実行委員会

　加西市北条町の旧市街地周辺は、かつて山陽・山陰を結ぶ街道の宿場町
として栄えました。しかし、大型店舗が進出しはじめた昭和 50 年代ごろ
から、この地域の空洞化が進み、人の往来も少なくなり、店舗が激減し、
次第に衰退の一途に。この現状を憂う地域住民約 20 人が貴重な地域資源
の活用と活性化、町の魅力の再発見を目指して実行委員会を結成。北条地
区内の 3寺（大信寺、西岸寺、妙典寺）と、街道沿いにある約 30 の町家
や空き店舗の協力を得て、「北条の宿はくらんかい」を開催しました。

　「北条の宿はくらんかい」は、大きな盛り上がりの内に無事終えるこ
とができ、これもひとえに地域の皆様方、各種団体、会社、事業所の皆
様の格別のご理解とご協力のたまものと心から感謝いたしております。
　通りを行き来する方々の旧交を温めあうお姿、また、初めて北条の
まちを歩く方々など、大勢の皆様に歩いていただくことで様々な出会
いと発見に満ちた二日間となりました。広がり深まる交流の輪は、地
域の持つ可能性を開花させるまちづくりの原動力と
なるものと確信いたしております。
　実行委員会では、北条町を拠点とした地域のにぎ
わいと更なる広がりを求めて、これからも取り組ん
で参ります。今後とも変わらぬご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

北条の宿はくらんかい実行委員会　委員長　水田加代子

「北条の宿はくらんかい」の開催経緯

　イオン加西北条ショッピングセンターが 11 月 1日にグランドオープ
ンしました。中川市長が今回の開発で特に力を注いだのは、環境や景
観を重視することでした。それを受けてイオン側にもグラスパーキン
グ（芝生化駐車場）・屋上緑化・壁面緑化・ソーラーパネルの設置（予定）
などの環境対策を講じていただきました。また、イオンの費用負担で
交通広場（ロータリー）を整備し、外周道路を舗装するなど周辺整備
にも協力していただいています。
　市の職員として、一生に二度とない大きなプロジ
ェクトに携わることができ、またとない経験となり
ました。市民の皆さんからの意見を参考に、市長の
施策の要素を反映させながら取組みイオンから提供
を受けた公園と、ショッピングセンター全体が、市
民にとって魅力ある空間になればと願っています。

都市開発部都市計画課　開発担当　堀中伸介

　二日間で、実に加西市民の約半数の 25,000 人が訪れたことは大きな
喜びです。
　今回限りで終わらせるのではなく、継続をしていくことが今後のま
ちの活性化につながると思います。まちに活気を取り戻すためには、
市民参画で地域にある資源を最大限に活かすことが
最も重要で、イオンがオープンしたことは、地元小
売店にとっては脅威ですが、反面、ここにしか無い
ものを再発見し、それをＰＲする中で北条のまちの
素晴しさを知ってもらい、大型店舗との共存を図っ
ていきたいと思います。
地域振興部ふるさと営業課　北条の宿はくらんかい担当　吉川雅人

　無情にも少子高齢・過疎が切迫する加西最北「万願寺」、その地に活
性化を掲げ、20 ～ 70 代で構成する町おこしグループの活動も 9年目
を迎えました。私たちは、市を始め地元・近隣等多くの皆様の暖かい
ご理解とご協力を支えに、都市と農村をつなぐ様々な交流事業を展開
して参りました。その活動を通じ多くの出会いが生まれ、ネットワー
クの広がりが更なる繋がりや支援に発展し、今春には活動の拠点とな
る「交流館」の完成・NPO法人格の取得という形になりました。
　「こども達が自然や文化・芸術に親しめる地域」、「若者や団塊世代が
I ターン・Uターンを望む魅力ある地域」、「お年寄
りが生甲斐を感じ、安心して暮らせる地域」、 つま
り、三世代が楽しく暮らせる「地域が家族の町づく
り」を目指し、焦らず自然を楽しみながら一歩ずつ
誰もが気軽に参加頂ける活動を進めます。今後とも
皆様の応援をよろしくお願い申し上げます。

原始人会　会長　大豊正吾

　北条の宿はくらんかいで、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）が、菜種油からバイオディーゼル生産実験をおこない、
展示しました。加西在住の外国人（インドネシア、ベトナム、南アフリカ
共和国）の他、見学に来た日本人も加わって実験が行われました。
　これは、加西ニューピープルが提案した加西市ため池を活用して「藻類
からバイオディーゼル生産」しようという試みです。

はくらんかいブースの一画で菜種油から BDF 生産実験

アラカシをはじめ、約 50 種類の様々な樹木を立体
的に植え、災害に強い森づくりを行いました。

11 月 2日、第 4回ぼたん鍋大会開催。都市と農村
の交流が行われました。（左は交流館）

地域の民話「女切峠」を劇化。地域の人々で演じ、
3月 30 日の「交流館」竣工式で初演。

まちの宝を展示した北条まちづくり協議会ブース
前。語らいの風景がそこかしこに見られました。

築 180 年以上の古民家（後藤篤弥さん宅）で、地
元出身の南画家田能村小斎の作品を展示。

最終日、西岸寺本堂で、播磨農業高等学校の生徒
による播州歌舞伎「義経千本桜」が演じられました。

加西在住外国人と彼らが製造したBDFを持つ中川市長。

まちなかに巨大な傘 ( 西村正徳さん作 ) も出現。通りは
多くの人で賑わいました。
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加西の論点④　まちと人を育てる職住都市

【問合先】　経営戦略室　☎428700 　※統計データは全て国勢調査に基づきます。

　シリーズ「加西の論点」では、これまで農地の有効利用や鶉野飛行場跡地利用など、市の改革マニフェストで掲げて
いる政策課題について、客観的なデータに基づき、市の現状・課題・方策を示してきました。今回は、改革マニフェス
トNo23、54 に基づき、定住促進施策について特集します。
　平成 17 年の国勢調査で、加西市の人口は 5万人を割り込み、平成 12 年と比較して 1,700 人も減少しています。近隣
市と比較すると、若年層の人口動態に大きな差が見られます。（図 1参照）
　一方、市内産業団地への企業誘致によって、新たな商業や業務機能の集積も進んでいますので、今後、便利で安全、
かつ快適で暮らしやすい活力がある加西市となるよう取り組んでいきます。

　平成 17 年を転機に、市内に働きに来る人が、市外へ働きに出る人よりも増えています。産業団地への企業進出が進み、
中心市街地の大型商業施設がオープンした現在では、この傾向は今後さらに大きくなると予想されます。（図 2参照）
　加西市に来る通勤者（通勤流入者数）が一番多いのは姫路市から、次いで加古川市からです。（図 3参照）
　10 年前に比べて、流入・流出ともに増えていますが、姫路市・加古川市などからの通勤者流入が増えたため、加西市
全体の通勤流入者数の伸びが顕著になっています。

　通勤者の流入増と定住促進を図るには、若年層、子育てファミリー層などの生活ニーズに応え、多様なライフスタイ
ルを可能とする都市の魅力づくりに取り組まなければなりません。　
　情報化・国際化など、社会経済環境の変化に対応できる人材の確保など、企業ニーズにも即応できる職住遊環境を整
備していくことも必要です。
　多くの人々が、魅力を感じて集まり、まちも育っていく、職住遊環境に優れた都市の創造に取り組みます。

■現状　人の流れ

■課題　生活者や企業の求めるもの

■方策　職住遊都市を目指して

注目！

図 2　加西市通勤流出入者数

　市民一人ひとりが、やりがいや充実感を持ちながら働き、家庭や地域生活などにおいても、仕事と家庭の調和がとれ
るワーク・ライフ・バランスが取れたライフスタイルを誘導します。ハード事業ではなく、今ある地域資源や人材・施
策を活用し、地域力を高めます。

4.市民参画によるソフト事業の推進

　これまでのように市が借金し、財政的にも無理をしながら公共事業を実施するのではなく、公民連携によって行政が
民間事業者を誘導しながら、民間が主体となるプロジェクトを進めます。また、市有地はもとより国県有地等の低未利
用資産については、関係機関との合意を得て、市民全体にとって望ましい都市開発を進めます。

2.公民連携プロジェクトの推進

　加西市の土地利用などを定める総合計画、マスタープランを見直します。どの地域にどれくらいの人口を見込み、ど
れくらいの戸数の住宅を整備するかなどを上位計画で定め、都市計画も適時変更します。

5.マスタープランの見直し
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図 1　平成 17 年  年齢別人口増減比率（対平成 12年比）加西市、近隣２市の比較

加東市では大幅増 平成 12 年の年齢別人口が、5年後の平

成 17 年にどの程度（何％）増減したか、

加西市と近隣 2市を比較しました。
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長らく市内から外に勤め
に行く人の方が多かった
加西市ですが、平成 17
年では流入者数が流出者
数を上回りました。

　今後、新たな企業立地や産業の創出等により、加西市への更なる通勤流入者数の増加が見込まれます。
　けれども、現状では、その受け皿となる居住環境の整備が遅れており、生活者や企業が求める快適で質の高い職住遊
環境を提供できていません。したがって、教育・文化・娯楽・医療・飲食はじめ多様な都市サービスを市民が享受でき
るよう総合的な生活環境を創造する必要があります。

図 3　加西市近隣市の流出先・流入先別通勤者数（平成 7年と平成 17年の比較）

平成 7年 平成 17 年

※平成 7年、多可町の統計はありません。
※姫路市の数値は旧家島・安富町は含みません。

姫路市や加古川市からの流入
通勤者数が大幅増加

単位（人）

平成 12年からの 5年間、20代前半
の人口が加西市では大幅減

　加西に住みたい、住んで良かったと思われるまちづくりを推進します。加西の景観の素晴らしさを再発見し、市民参
画で美しい町並を形成することが住環境の改善、また資産価値の向上につながります。安心できる医療体制、安全対策、
教育力の向上、文化や環境の創造などに取り組みます。

3.環境と景観のまちづくり（魅力的でおしゃれなまちに）

　行政の効率化と経営努力で財政を立て直し、環境保全や景観保護などの規制は強める一方、特に問題のない規制は緩
和しつつ、将来を見据えた積極的な事業投資をしていきます。

1.効率行政と規制緩和
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監査委員が決定しました

【問合先】　市民交流課☎428775

市民警察官表彰とさわやか市民賞

更生保護活動に貢献

懲戒免職処分取消請求事件の控訴と代理人弁護士の募集の報告

法務大臣表彰　　　　　　　　　　　　 柏原信也
全国保護司連盟会長表彰　　　　　　 長田達子
全国保護司連盟会長（内助功労者）表彰　　 後藤喜代美
近畿地方保護司連盟会長表彰　　 藤丸秀浄
近畿更生保護女性連盟会長表彰　　 永吉陵子
「兵庫県知事」感謝状（社会を明るくする運動）　株式会社千石

神戸保護観察所長功労表彰　 朽木昭寿
神戸保護観察所長感謝状（更生保護女性会員） 片岡明子
兵庫県保護司会連合会長表彰　 上中祐俊
兵庫県保護司会連合会長表彰 難波周雄

　10 月 24 日、三木市文化会館で第 56 回兵庫県更生保護大会が行われ、活動に貢献された次の皆さんが表彰されました。

【問合先】　市民参画課市民相談☎428705

加西市文化祭「美術公募展」入賞者

■洋画 
　市長賞　　　　　宮浦里奈　 （市川町）
　議長賞　　　　　西脇久実　 （加古川市）
　教育委員会賞　　仲町秀雄　 （大阪府）
　文化連盟会長賞　柏原清人　 （加西市）
　美術家協会長賞　杉井良地　 （加西市）

■版画 
　市長賞　　　　　杉井良地　 （加西市）
　議長賞　　　　　西川彰一　 （加古川市）
　教育委員会賞　　六車幸紀　 （宝塚市）
　文化連盟会長賞　下田幸夫　 （神戸市）
　美術家協会長賞　下田美代子 （神戸市）

■写真 
　市長賞　　　　　山下　薫　 （加西市）
　議長賞　　　　　松本加寿子 （播磨町）
　教育委員会賞　　田中利昭　 （加東市）
　文化連盟会長賞　見田由江　 （加西市）
　美術家協会長賞　辻　基宏　 （加西市）

■日本画 
　市長賞　　　　　奥島純子　 （加西市）
　議長賞　　　　　森下眞弓　 （高砂市）
　教育委員会賞　　永田寿子　 （加西市）
　文化連盟会長賞　釜田健一　 （加西市）
　美術家協会長賞　森元美根子 （姫路市）

■書道 
　市長賞　　　　　長谷川裕美子 （加古川市）
　議長賞　　　　　高見佳寿子 （加西市）
　教育委員会賞　　内藤由香子 （加西市）
　文化連盟会長賞　鹿島久美　 （多可町）
　美術家協会長賞　山谷加津子 （神戸市）

■水墨画 
　市長賞　　　　　藤井弘子　 （神戸市）
　議長賞　　　　　宮田芳数　 （三木市）
　教育委員会賞　　井上謙二郎 （高砂市）
　文化連盟会長賞　中村洋子　 （加西市）
　美術家協会長賞　三木　浩　 （明石市）

■彫塑・工芸 
　市長賞　　　　　渡辺義弘　 （加古川市）
　議長賞　　　　　切山重夫　 （姫路市）
　教育委員会賞　　福島俊夫　 （加東市）
　文化連盟会長賞　岡井光代　 （西脇市）
　美術家協会長賞　山本眞由美 （姫路市）

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・
入選作品を展示します。

　10 月 21 日開催された「安全・安心のまちづくり市民大会」の席上において、「市民の警察官表彰」と「さわやか市民賞」
の贈呈を行いました。

　永良さんは、豊富な交通経験を生かし管内の交通危険箇所の改善・規制に伴う道路
管理者との折衝や、高齢者交通事故抑止の対策を積極的に推進するなど、交通業務全
般にわたって尽力されました。また、運転免許・道路使用等の窓口業務などでは親切
丁寧な応接を心がけ、加西市民からも親しみをもたれています。

平成 20年度市民の警察官表彰

加西警察署交通課  警部補　永良周作さん　

　坂本さんは、小野工業高等学校電子科 3年生で、8月に開催された第 3回若年者も
のづくり競技大会（全国大会）電気工事部門において近畿地区代表として出場し、準
優勝を果たされました。

さわやか市民賞表彰

坂本瑞義さん（17歳・北条町）

【問合先】　秘書課　☎428701

農業集落排水処理施設の改修について

【問合先】　生活環境部　上下水道課　☎428761

【問合先】　選挙・監査・公平委員会　☎428781

【問合先】　総務部　総務課　☎428702

　加西市の下水道事業は、昭和53年から公共下水道、農業
集落排水、コミュニティプラントの3形態で整備に取り組み、
平成20年度で市内全域の整備を終える予定です。
　うち、公共下水道は加古川上流流域下水道 (近隣6市の広
域事業 )として実施され、その処理場は小野市内にあります。
　一方、農業集落排水とコミプラの整備事業は既に完了し、
現在市内で25箇所の処理場が稼動しています。
　最も古いものでは、供用開始後17年を経過するなど、各
施設の老朽化が進んでいます。下水処理施設は他の公共施設
に比べ傷みが早く、経年劣化に対しては適時適切な改修が大
事です。

　今回改修を迫られている
岸呂処理施設は、平成4年
当時、総事業費1億円で建
設されました。供用開始後
16年が経過しており、防食
の剥がれ等が見られます。

このまま放置すると処理場そのものが機能不全となるおそれ
があるため、国の補助金等も活用し、改修する準備を進めて
います。
　下水道事業では、建設費の償還や施設の維持管理に多くの
将来負担が発生します。岸呂処理場の場合は、地区内42世

帯（141人）が使う施設ですが、その改修には数千万円を要
すると見込まれます。岸呂以外の小規模処理施設についても、
そのまま改修して今後も使っていくか、公共下水道につなぎ
込み、施設そのものを廃止するかなどの選択に迫られていま
す。
　今年度、下水道事業の健全化のため、市民の皆様のご理解
をいただき料金改定しましたが、非効率な処理施設が多いこ
とが、加西市の下水道料金が高い理由のひとつです。一地区
の処理施設の改修であっても、その費用は加西市全体の下水
道料金収入の中で賄っていくのが現状の仕組みです。
　下水道事業を効率化するために、施設の建設や運営を民間
会社に包括委託している自治体が広島市他で出てきており、
加西市でも東洋大学の知恵も借りて検討を進めています。
　市長としては、全ての費用負担が市民の皆様に回る以上、
下水道担当者が起案したことをそのまま全て無条件で承認す
る訳にはいかず、市民の皆様のお声も聞きながら、事業の是
非を見極めたいと思っています。
　過去の市政の反省に立てば、全ての公共事業は、その目的・
効果・費用負担などを市民の皆様に事前に十分説明し、納得
の上で執行しなければなりません。　　　　　　　　（市長）

　全国的な飲酒（酒気帯び）運転に対する厳罰化に伴い、
加西市では、平成 18 年 9 月に酒気帯び運転に係る懲戒処
分の標準量定を免職とする規定の改定を行いました。
　その後も、飲酒運転の禁止と処罰の厳罰化について、幾
度も職員に対して注意を促してまいりましたが、去る 19
年 5月に元職員（課長級）が、休日の昼食後、自家用自動
車で帰宅途上、酒気帯び運転により警察に検挙されました。
　加西市では、懲戒審査委員会における審議を経て元職員
を懲戒免職処分としたところ、元職員より処分を不服とし
て、加西市公平委員会に不服申立がなされましたが、公平
委員会では、平成 20 年 1 月に加西市の処分を承認する裁
決を下しました。

　元職員はその裁定を不服として、神戸地方裁判所に懲戒
免職処分の取消しを求めて提訴いたしました。
　3度に渡る公判の後、10 月 8 日に原告（元職員）勝訴
が言い渡され、現在、加西市が控訴しているところです。
全国でも同様の訴訟が提訴されており、加西市の動向が、
今後の全国の地方自治体の飲酒運転に係る処分に大きく影
響するものと捉えています。
　つきましては、「飲んだら乗るな」という加西市の判断
の妥当性を示すために、控訴における代理人弁護士を全国
から公募し、決着をつけたいと考えています。

　10 月 20 日、第 222 回加西市
議会臨時会が開催され、三宅利
弘議員を監査委員に選任する人
事案件が原案の通り同意されま
した。

▲岸呂処理場

▲監査委員（市議会選出）三宅利弘議員

▲さわやか市民賞受賞の坂本さん

▲中川市長から表彰される永良警部補

加西市の土地を売却

【問合先】　財政課　☎428704

■売却する土地：山枝町普通財産（市営住宅跡地）
　場所：加西市山枝町字安楽寺 326-6 他 (A)、326-13(B)
　地目：宅地（4筆）　地籍：(A)944.65㎡、(B)130.91㎡
■売却する方法：一般競争入札
■説明会：11 月 21 日（金）10:00　4 階入札室
■入札日：11 月 28 日（金）10:00　4 階入札室

　美術公募展入賞は次の皆さん。作品は公募展で展示します。
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国民健康保険の加入・脱退はお早めに

　日本の医療制度の根本は国民皆保険です。病気の時誰

でも医療が受けられるよう、皆がお金を出して支え合う

互助の精神に基づいています。世界でも理想的な制度と

云えます。アメリカのような市場原理主義社会では保険

加入は自己責任とされ、映画「シッコ」のごとく4千万

人に上る未加入者が医療を受けられません。また「能力

に応じて働き、必要に応じて取る」ことが理念のはずの

共産主義中国でさえ経済促進のなかで公医療制度は後退

し、子供を病院に連れてゆくために親戚中から金を借り

ねばならぬ悲劇がNHKで報道されていました。

　その大切な国民皆保険制度が今危機に瀕しています。

原因の一つは保険料滞納です。加西市の収納率はまだ良

いのですが、都市部が悪く全国平均では1割が未納です。

未納は、払いたくても払えない低所得のケースと、金は

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

あっても払いたくない確信的未納に分かれます。未納は

税金、年金、給食代や保育料におよび、未納社会と言う

べき状況に突入しています。

　かく言う加西病院も経営難の中、患者自己負担費の未

納に苦しんでいます。毎年500万～900万円の未納が生

じます。未納防止と回収に努力していますが、未納者対

応はトラブルとストレスの多い業務です。未納で空いた

穴は病院がかぶります。本来病院は療養規則に則って国

民に医療を現物給付し、委託された窓口徴収を行ってい

るだけなのに不合理な話です。医療崩壊の底辺には病院

がこのような制度的矛盾にさらされている点もあること

をご理解頂き、病院運営にご協力頂きますようお願い申

し上げます。

（ 病院長 ）

『未納社会』

【問合先】　国保健康課国保医療係　☎428721

国民健康保険被保険者証が更新

　こんなときは 14 日以内に届け出をお願いします。

こんなとき 届け出に必要なもの

国保に
加入するとき

他の市町村から転入してきたとき 他の市町村の転出証明書、印かん

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印かん

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない証明書、印かん

子供が生まれたとき 保険証、印かん

国保を
やめるとき

他の市町村に転出するとき 保険証、印かん

職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証（後者が未交付
の場合は加入したことを証明するもの）、印かん

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保の被保険者が死亡したとき 保険証、印かん

その他

同じ市町村内で住所が変わったとき

保険証、印かん世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、いっしょになったとき

修学のため、別に住所を定めるとき（他市町村
への転出の場合にかぎる） 保険証、在学証明証（学生証でも可）、印かん

保険証をなくしたとき、あるいは汚れたりして
使えなくなったとき（再交付） 身分を証明するもの（運転免許証など）、印かん

※国保への加入が遅れると、加入資格を得た時点まで保険税をさかのぼって納めなくてはならなくなります（遡及賦課）。逆に

　国保をやめる届け出が遅れると、知らずに職場の健康保険料と国保税を二重に支払ってしまうことになってしまいますので、

　届け出はお早めにお願いします。

※また子供が生まれたときには出産一時金と乳幼児医療証の交付の申請を、国保の被保険者が死亡したときには葬祭費の申請

　をそれぞれ行っていただくことになりますので、ご不明な点はお問合せください。

　加西病院のMRI 装置が最新の機器に更新されまし
た。従来に比べて磁場が強く、より診断精能の高い画
像が得られます。脳神経疾患、整形外科疾患、腹部疾
患、耳鼻科疾患などに威力を発揮します。

最新装置導入のMRI

▲加西病院に設置されたMRI。

【問合先】　国保健康課国保医療係　☎428721

　12 月 1 日に国民健康保険の被保険者証（保険証）が更
新されますが、昨年の更新時から、保険証がこれまでの世
帯に１枚から、１人１枚ずつお持ちいただくカード様式に
変わっています。
　保険証がカードサイズになったことで、紛失されるケー
スが多くなっていますので、これまで以上に、保管等に注
意いただき、ご利用くださいますようお願いします。

◀一般被保険者証
　（縦 5.4㎝×横 8.6㎝）

インターネットオークションと差押不動産公売のお知らせ

【問合先】　収納課　☎428714 

　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 日に実施しました。
　今回は自動車、絵画等動産 21 点を公売し、内 19 点が
落札。492,690円を滞納市税に充当することが出来ました。

■平成 20年度第 2回インターネットオークション結果

◀公売物件下見会

■差押不動産のインターネット公売のお知らせ

市税滞納者から差押えた不動産をインターネット上で公売
します。※詳しくは市ホームページをご覧ください。

場所：加西市北条町古坂 1丁目 87 番
地目：宅地　　　　　地積：259.18㎡
参加申込：11 月 13 日（木）～ 27 日（木）
入札期間：12 月 3日（水）～ 10 日（水）

公売予定地

見   本

厨房機器の売却

【問合先】　財政課管財係　☎428704

　市役所食堂の廃止にともない、そこ
で使用していた厨房機器の売却を検討
しています。
売却予定物品
縦型 4ドア冷蔵庫 ( 写真 )、
氷冷蔵庫１点、25L 業務用製氷機１点、
流し台 3点、配膳台 5点、その他

■入札参加資格登録（物品の製造・買入れ等）の随時受付について
　11月より、入札参加資格登録（物品の製造・買入れ・売払い・役務提供等）を随時受付に変更しました。
　資格発生時期は、翌月１日です。　　　　　　　　　　　　　　問合先：財務部財政課管財係　☎428704

■下見会日程
　日時：11/25（火）～ 12/5（金）10:00 ～ 16:00
　　　　11/29（土）10:00 ～ 16:00　※ 11/30（日）除く
　場所：市役所 食堂跡
■見積書提出期間　※見積書様式は、HPでダウンロード可。
　提出期間：12/10（水）～ 12（金）17:00 必着
　提出場所：市役所 財務部財政課　※郵送でも可
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KASAI データバンク 人口／ 49,385（± 0） 世帯数／ 17,029（＋ 36）
男／ 23,997（＋ 8） 女／ 25,388（－ 8）　
10 月の出生数／ 37 人 死亡数／ 39 人

H20.10.31 現在（前月比）

　秋の火災予防運動事業の一環として、加西市防火協会主催による
自衛消防実戦競技大会が 10 月 28 日、消防本部訓練場で開催され
ました。防火協会加入の 26 事業所、38 チーム、94 名が参加、消
火器・屋内消火栓・屋外消火栓・動力ポンプの 4 部内で技を競いま
した。各競技の優勝者は次のとおりです。

第14回自衛消防実戦競技大会を開催

▲消火器競技の部。ずぶ濡れになりながらの競技

■消火器競技の部  　㈱コタニ
■屋内消火栓競技の部  　技研化成㈱関西工業  
■屋外消火栓競技の部  　三洋電機㈱加西事業所Ｂ 
■小型動力消防ポンプ競技の部  　是常精工㈱

　10 月 26 日、宇仁郷まちづくり協議会主催の「宇仁の里・花
畑街道コスモスまつり」が開催されました。
　当日は、あいにくの雨にもかかわらず多くの方が来場され、
メイン会場である青野公民館では、八王子太鼓の演奏をはじ
め、地場農産物販売や子供の遊びコーナー等で賑わいました。
　また、合わせて約 3 町歩もある 4 ヶ所のコスモス畑をハイ
キングで巡るスタンプラリーや、コスモスの自由採取にも多く
の方が参加。子供から大人まで、地域一体となってイベントを
楽しみました。

宇仁の里コスモスまつり

▲メイン会場青野公民館まえのコスモス畑

　富合小学校 4年生が、平成 12 年度より「総合的な学習の時間」
に環境教育の一環として取り組んでいる『玉野川から生活を見
つめよう』が、昨年度『グリーンスクール表彰』の対象となり、
井戸県知事から直々に表彰状とグリーンスクールフラッグが同
校代表（本玉くるみさん）に手渡されました。
　そして、10 月 30 日、兵庫県『環境教育実践発表大会』（兵
庫県公館）において、県下唯一の小学校代表として、同校の 4
名が井戸県知事以下大勢の前で堂々と実践発表を行いました。

富合小が兵庫県『環境教育実践発表大会』で実践発表

▲左から西村美里さん・西村陸くん（以上 5年）
　岩佐卓弥くん・本玉くるみさん（以上 6年）

　読書週間（10 月 27 日～ 11 月 9 日）にあわせ、11 月 2 日・3 日
の両日、加西市立図書館で第 5 回図書館まつりが開催されました。
　毎年好評を博しているブックマークコンテストは、今年度から応
募対象を中学生にまで広げたところ、総数 2,184 点の応募があり、
作品は会場いっぱいに展示されました。また、子どもお茶会や、弦
楽四重奏コンサートなどの新企画により、子どもから大人まで幅広
く楽しめるイベントとなりました。

図書館まつり

▲加古川スピリアート弦楽四重奏による館内での演奏会

　10 月 18 日・19 日、北条鉄道は車内と各駅でボランティア駅長
によるイベントを開催しました。
　車内では第三セクターになって初めて車掌が乗務し、昔懐かしの
車内補充券（車掌がパンチで穴をあける乗車券）を販売したところ、
イベント開始直後から数多くのお客様にご乗車頂き、準備した1,000
枚の補充券が 2 日間で完売。
　また、いつもはひっそりとたたずむ無人駅も、駅長さんのイベン
トにより、普段見ることのできない活気あふれる駅となりました。

北条鉄道まつり

▲長駅で行われたハロウィンハウス

　11 月 2 日、中国自動車道下り加西サービスエリアで、かさい満
載市場と称し、農業に熱い志を持つグループ『ＡＦＫ（アスリート
ファーマーズ加西）』が新米を販売しました。当日は、天気が良かっ
たことや 3 連休の中日ということもあり、販売早々に売り切れてし
まうほどの盛況ぶり。
　「食の安全が問われる中、生産者の顔を見て買えることは安心で
すね」という声や、試食コーナーで、「甘みがあって、こんなにお
いしいお米が加西にあるんですね」などの言葉を多数いただきまし
た。

かさい満載市場で加西産米を販売

▲プロ農家 AFK の皆さんが、普段の仕事着で新米を販売

　絵本の読み聞かせやイベントなどで子供達に異文化理解を広める団体・ＭＯＲＥ
地球家族（村上尚美代表）が、ＣＤ付きの英語絵本 5 冊を作成されました。
　市立図書館等で、子供達やその親を対象に本の読み聞かせをする中で、子供達が
何年経っても紹介した本の内容を覚えていることに驚き、地元加西の魅力を紹介す
る絵本を手づくりにして読んでみたいと思ったのがきっかけ。
　「自分の住む町を誇れる子供の意識作りを、絵本がお手伝いできたらと望んでい
ます」と村上代表。図書館、公民館などに無料配布するほか、市内書店で好評取扱中。

「加西の魅力発信」ＣＤ付き英語絵本を手づくり

▲手作り絵本を持つ村上代表

　10 月 30 日、北部公民館で、「笑って学ぶ子育てのコツ」と題し
た親学習講座が開催。子育て中の親子と子育て支援をされている関
係者 117 人が、講師の岩城敏之先生（キッズいわき ぱふ代表）の
ユーモアいっぱいの話を聞き入りました。「かしこい子どもの育て
方、おもちゃの役割」など子育てのコツをわかりやすく話していた
だき、子育てを再確認する機会となりました。

現代の子育て、そしておもちゃの役割ってなーに？

▲加西市女性団体連合会の支援と地域の託児ボランティ
ア 26 名の方々に支えられ、安心して充実した学習

　第 42 回加西市文化祭が開催中。10 月 15 日からの文芸展を皮切
りに 11 月 1 日～ 3 日の連休中には、市民会館で、いけばな展・茶席・
市民音楽祭・囲碁大会がそれぞれ行われ、日ごろの取り組みの成果
が披露されました。
　文化祭締め括りには、11 月 19 日から 23 日にかけて、美術公募
展が開催されます。（7 ページ参照）

加西市文化祭

市民音楽祭での加西市吹奏楽団の演奏▶



【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5期分の納期限は、

　　　　　　　１２月１日（月）です。

納期内完納にご協力をお願いします
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平成21年度　学童保育園入園のご案内
　加西市では、学童保育園を開設し、放課後や長期休業中に家庭や地域で保育を受けることがで
きない児童に対し、主として遊びを通じて健全育成するための保育事業を行っています。
　申請書類は、市役所 6階教育委員会市民交流課と各学童保育園でお渡ししていますので、来年
度に入園を希望される方は、次のとおり手続きをしてください。
　なお、入園希望者が 10 人に満たない場合は、市条例の規定により休園となりますのでご了承く
ださい。また、現在未開設または休園中の小学校も、希望者が 10 人以上で諸条件が整えば開設し
ますのでご相談ください。

【提出･問合先】　教育委員会　市民交流課　☎428773

■学童保育園概要

学童保育実施園

・北条学童保育園（北条小学校区対象）
・北条東学童保育園（北条東小学校区対象）
・下里学童保育園（下里小学校区対象）
・九会学童保育園（九会小学校区対象）
・日吉学童保育園（日吉小学校区対象）

入園資格
市内の小学校 1～ 3年生までに在学し、保育が可能な同居成人がいない児童
※申し込み多数の場合等、受け入れできない場合があります

申込期限 12 月 1 日（月）から 19 日（金）まで。教育委員会市民交流課へ

必要書類

・学童保育園入園申請書
・児童の状況確認票
・保育に欠ける申立書（勤務証明書等）
※書類は、児童 1人につき 1部必要となります。

保育料
児童 1人につき 6,000 円／月額
（※ 8月分のみ児童 1人につき 12,000 円／月額）

保育時間　
授業のある日：授業終了後～ 18:00
長期休業など：8:30 ～ 18:00（土日祝日を除く）

住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用には、毎年申告が必要です
　平成 11 年から平成 18 年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用を受けておら
れる方で、税源移譲の影響によって所得税が減額となり、所得税から控除しきれない額が発生したり、所得税から控除
しきれない額が増大した場合には、翌年度の住民税（所得割）から控除できるようになりました。
　この制度の適用を受けるためには、納税者自身が、毎年、控除に関する申告書を提出する必要があります。

　特に、給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない方は、金融機関等から交付を受けた「住
宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」に記載された年末残高について、年末調整のため
に勤務先へ提出される前に、金額を控えるなどして控除申告書の提出準備をお願いします。

（注 1）住宅ローン控除を控除する前の税源移譲前の税率による所得税額
（注 2）住宅ローン控除を控除する前の税源移譲後の税率による所得税額

【問合・送付先】　税務課税制係　☎428712　※控除申告書は市のホームページから作成してダウンロードできます。

我が家の耐震対策　地震に強い安全な住まいを

【問合先】　市民参画課　☎428751　耐震診断、耐震改修は都市計画課　☎428753

　大きな揺れがくると、重い家具や冷蔵
庫などが簡単に倒れるなど非常に危険で
す。できることから実践し、少しでも安
全な室内空間を確保しましょう。

　簡易耐震診断や耐震改修を助成する事業を利用して、我
が家の耐震性を知り、耐震性が低い場合は効果的な改修を
行い、地震に強い壊れにくい住まいにしましょう。

　先の阪神・淡路大震災では、6千人を越える尊い命が奪われました。その死亡原因の約 80％が建物の倒壊による圧死
あるいは窒息死であるといわれており、特に、昭和 56 年以前に建てられた木造住宅で大きな被害が出ています。
　大地震から、自分や家族の命を守るためには、地震に強い建物と、安全な室内空間を確保することがとても重要です。

■耐震診断、耐震改修で地震に強い住まいを ■安全な室内空間を

・寝室には家具を置かない

・家具は一つの部屋に集めるか作りつけのものを使う

・テレビなど重いものは棚の上など高い位置に置かない

・家具や冷蔵庫などは、壁などに複数の器具で固定する

・食器棚は扉が開かないようにストッパーを取付ける

・窓ガラスや家具のガラスには飛散防止フィルムを張る

○簡易耐震診断事業
　市が「簡易耐震診断員」を派遣し耐震性を調査します。

　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 ( 木造住宅の場合 )

○わが家の耐震改修促進事業
　耐震改修計画、耐震改修工事の実施に、計画作成に 20 万円、

　耐震改修工事に 60 万円を限度に、県が補助します。

　対象：昭和 56 年 5月 31 日以前に着工された住宅

　平成 20 年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成 21 年 3月 16 日までに、「住
宅借入金等特別税額控除申告書」を市税務課又は税務署へ提出してください。

■申告書の提出方法

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 申告書の提出方法

所得税の確定申告をされない方
（給与所得のみで年末調整を受けられる方）

源泉徴収票を添付して市税務課へ提出

所得税の確定申告をされる方 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

■申告書の提出にあたっての注意事項

年末調整済の給与収入のみを有し、確定申告書を提出しない方

源泉徴収票の摘要欄の『住宅借入金等特別控除可能額』に金

額が記載されている方が、申告の対象者となります。

平成 20年分所得税の確定申告書を提出する方

■地方税からの控除額

　平成 21 年 2月 16 日（月）から 3月 16 日（月）の申告期間中は、申告相談会場（コミセン 3階小ホール）にも申告書

を備え置いてあります。申告相談会場において確定申告書を提出される場合は、それに合わせて「住宅借入金等特別税額

控除申告書（確定申告書を提出する納税者用）」を記入していただくことができます。

　また、直接、社税務署に確定申告書を提出される場合やインターネットによって確定申告書を提出される場合は、市税

務課の窓口又は社税務署で予め入手されるか若しくは市のホームページからダウンロードして、確定申告書と一緒に税務

署へ提出してください。

住宅ローン控除額（年末時点における住宅ローン控除可能額）

税源移譲前の所得税額（注 1）
の小さい方の額　－　税源移譲後の所得税額（注 2）｝
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講座・イベント

3Ｂ体操の用具・ボール・ベル・ベ
ルターを使用して、無理のない体力
にあった体操です。楽しい音楽とダ
ンスで、体を動かす楽しみを実感し
てください。
日時：12/1（月）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3Ｆ　ライ
トスポーツスタジオ
参加費：無料
持ち物：タオル・室内シューズ・飲
み物等※運動しやすい服装
講師：前田恵津子さん
定員：15名※要電話予約
問合先：地域交流センター
☎420106

成人女性の 3Ｂ体操

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の今月の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

[ ねひめ Film Winter Special]
11/25（火）『ユー・ガット・メール』
11/26（水）『雨に唄えば』
11/27（木）『Ｕ- ５７１』
11/28（金）『黄金の七人』
11/29（土）『ジョンＱ/最後の決断』
11/30（日）『恋におぼれて』
12/ 1（月）『四十二番街』
12/ 2（火）『市民ケーン』
全て 10:00開始
[ ねひめ CUE !]　
「ヨーロッパ」
日時：11/28（金）19:30 ～ 21:20

場所：アスティアかさい 3Ｆ　多目
的ホール
問合先：地域交流センター
☎420106

子育てで忙しいお母さん、少しの間
子どもと離れて生け花を楽しみ、心
のリフレッシュをしてみませんか？
日時：12/16（火）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3Ｆ集会室
対象：就園までの子育て中のお母さん
参加費：500円（花代）
定員：10人（大人）
持ち物：ゴミ袋・新聞紙
主催：光風流加西支部　まちの子育
てひろば応援団
申込：11/20（木）9:00 ～電話予約
問合先：地域交流センター
☎420106　※託児サービスあり

花と遊んでリフレッシュ

演奏曲（ハレルヤコーラス、クリス
マス・イブ、もみの木　他）
日時：12/7（日）19:00 ～ 20:00
場所：アスティアかさい 3Ｆ　交流
プラザ
入場料：無料
主催：愛の光幼稚園保護者会　愛の
光コーラス
問合先：地域交流センター
☎420106

愛の光コーラス　
クリスマスコンサート 2008

茶道協会主催のチャリティー茶会
日時：12/14（日）9:00 ～ 17:00
時間変更の場合あり
場所：アスティアかさい 3Ｆ　交流
プラザ
参加費：お茶券　1枚　500円
問合先：地域交流センター
☎420106

チャリティー茶会

BBC や SCS のメンバーなど世界基
準のプロダンサーのほか大人から子
どもまで全国各地からダンサーが
“加西” に集結。スペシャルライブに
はあの MISS MONDAY が登場。永遠
に語り継がれる 69組のパフォーマ
ンス、ついに開催！
日時：12/6（土）18：15 ～
場所：アスティアかさ
い 3Ｆ　交流プラザ
入場：無料
主催：Do-it
問合先：地域交流センター
☎420106

ダンスイベント COOL STYLE

ご家庭からの廃食用油の回収状況を報告します

【問合先】　環境創造課バイオマス担当　☎428716

　現在、市では、賀茂・下里・九会・富合・富田・多加野地区で、毎月１回の廃食用油回収を行っています。各地区の
回収状況は次のとおりとなっています。

■廃食用油回収量の推移　

地区名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 合計

賀茂地区 (15 町 ) 90 130 110 80 65 84 89 648

下里地区 (10 町 ) － － 105 50 48 22 30 255

九会地区 (15 町 ) － － － 215 30 63 51 359

富合地区 (11 町 ) － － － － － 85 15 100

富田地区 (14 町 ) － － － － － － 65 65

多加野地区 (17 町 ) － － － － － － 46 46

小計 90 130 215 345 143 254 296 1,473

公共施設・事業所 130 1,260 1,320 8,177 5,215 7,462 10,055 33,619

総計 220 1,390 1,535 8,522 5,358 7,716 10,351 35,092

（単位：ℓ）

　アスティアかさい 1階のコープ加西店で、毎月第 3水曜日に廃食用油回収を
行っています。家庭から出る天ぷら油など、お気軽にお持ちより下さい。

■コープ加西店でも回収を始めました。

｢かぐや姫プロジェクト」始まります。（樹木粉砕機と炭化装置を貸し出します）

▲コープ加西店での回収の様子

▲ 10 月末まで市役所 1階に展示したチッ
　 パーシュレッダ（右）と炭化装置（左）

【問合先】　教育委員会　教育総務課　☎428770

「教育変革期への対応について」タウンミーティング開催

　市教育委員会は、特色ある学校
づくり、学校統合、施設の耐震化、
幼稚園・保育所の一元化・民営化
などの諸課題を示し、公教育の充
実向上に向け、市民の皆様とのタ
ウンミーティングを小学校区ご
とに順次開催中です。保護者だけ
でなく、子育て世代の方や小中学
生など、どなたでもご参加いただ
けます。

11 月中旬以降の小学校区ごとのタウンミーティング日程
※時間はすべて 19:30 ～ 21:00 です。

下里地区　11 月 18 日（火）善防公民館大会議室
富合地区　11 月 19 日（水）富合小学校体育館
富田地区　11 月 20 日（木）富田小学校体育館
宇仁地区　11 月 21 日（金）八王子会館
在田地区　11 月 25 日（火）殿原町公民館
九会地区　11 月 26 日（水）農村環境改善センター
北条地区　11 月 28 日（金）健康福祉会館大会議室

▲質疑応答する八巻教育長

　市民の皆様や公共施設・協力事業者から回収した廃食用油は、環境に優しいバイオディーゼル燃料（BDF）へ精製して、
公用車や事業者の配送トラックに利用されています。

　加西市は、放置竹林の拡大から里山を守り、大気中の
ＣＯ２を固定して、地球温暖化を抑止する『かぐや姫プ
ロジェクト』を立ち上げます。春には筍掘りなど、市民
参加型による地域環境の向上運動を計画しています。
　このたび、間伐作業の効率化を図るため、樹木粉砕
機チッパーシュレッダや炭化装置を導入しました。

　竹林の間伐や竹炭利用をお考えの方は、これらの機器を貸し出しますので、環
境創造課バイオマス担当までご連絡ください。

▲竹林での間伐作業風景

貸出開始時期：来春 1月予定

受付時間：10:00 ～ 14:00
注意：植物性の食用油のみ回収します。動物性油（バターやラードが入ったもの）
は回収できません。ペットボトルなどに入れ、しっかり蓋を閉めて下さい。
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今回のテーマは、「擬似体験②介護
されるってどんな感じ？」です
車いすを使い、介護される側の体
験をしてみましょう。車いす介助で
は、する側とされる側とが体験でき
ます。
日時：11/27（木）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館２階創作室
定員：30名
参加料：無料
申込先：第二サルビア荘在宅介護支
援センター☎458922
※申込は 3日前までに
※空きがあれば、当日参加も可

第３回家族介護教室
体験して知るココロとカラダ
の大切さ！

5 年に一度の「住生活総合調査」が
12/1（月）に行われます。
この調査は全国の家庭の皆様が、住
宅について日頃どのようにお考えに
なっているかなどを伺うもので、国
や地方公共団体が住宅施策を行う上
で重要な資料となります。10/1 実施
済の住宅・土地統計調査に協力いた
だいた世帯から、加西市内の約 110
世帯に調査をお願いすることになっ
ています。
11/24（月）から 12/7（日）までの間、
統計調査員証を持った調査員がお伺
いしますと同時に、対象となった世
帯のまわりの住宅地を調査いたしま
すので、御協力をよろしくお願いい
たします。
問合先：
市役所施設管理課☎42 8750
兵庫県住宅政策課☎ 078-341-7711

平成20年住生活総合調査に
ご協力下さい

自分でつくると、なお楽し。クリス
マス・お正月まで楽しめる寄せ植え
で、お部屋に華と彩を！
日時：12/18（木）13:30 ～ 15:00
場所：市民会館　コミセン 2 階　工
芸室ほか
対象：市内のおおむね 70 歳以上の
ひとり暮らし高齢者　　
定員：20 名（先着順）
参加費：1,000 円（材料費）
持ち物：エプロン、手ふき、手袋
申込期間：11/20（木）から
申込先：中央公民館☎42 2151
（月曜～土曜日の 8：30 ～ 17：15）

ひとり暮らし高齢者対象
生きがいづくり寄せ植え講座

第16回ふれあい伝統芸能フェスティバル

播州歌舞伎の保存に努める播磨農業
高等学校郷土伝統文化継承クラブと
伝統芸能継承に力を注ぐ市内の伝統
芸能連絡会との合同発表会開催。
時間：10:00 ～ 13:00
場所：学校敷地内　歌舞伎棟

日時：11/22（土）9:30 ～ 13:30
場所：県立播磨農業高等学校
内容：各科・コースの農産物を販売。
駐車場：学校敷地内

県立播磨農業高等学校
「農高祭」のお知らせ

労働者派遣事業については、違法な
労働者派遣とこれに由来する派遣労
働者の不安定な雇用問題、偽装請負
等が社会全体の大きな問題となって
います。兵庫県労働局では、「労働者
派遣・請負適正化キャンペーン」実
施中で、その一環として兵庫県内の
派遣受入事業所・請負業務発注者の
責任者・担当者を対象とした研修会
を開催します。
日時：11/19（水）13:30 ～ 17:00
場所：神戸クリスタルタワー
問合先：兵庫労働局職業安定部需給
調整事業課☎ 078-367-0831

「労働者派遣・請負適正化キャ
ンペーン」と研修会

平成 20年工業統計調査を 12/31 現在
で行います。調査の実施に当っては、
本年 12月から来年 1月にかけて調査
員がお伺いします。なお、調査票に
記入していただいた内容については、
統計法に基づき秘密が厳守されます
ので、正確な御記入をお願いします。
http://www.meti.go.jp/statistics/（経済
産業省ホームページ）
問合先：総務課☎42 8702

製造事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください

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：1/21（水）九会保育園
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：各園 10 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

対象：一般納税者の方で税理士また
は税理士法人に関与のない方
日時：11/20、12/4・18、H21.1/15
何れも木曜日 13:00 ～ 15:30
場所：市役所 5階会議室（小）
問合先：近畿税理士会社支部事務局
（森税理士事務所内）☎42 2020

税理士による
無料税務相談センター開設

米朝一門会
日時：2/8（日）
14:00 開演
13:30 開場
出 演： 桂 ざ こ ば・
雀々・都丸・吉弥・
ちょうば

入場料：Ｓ席 4,000 円　
Ａ席 3,000 円（当日 500 円増）
前売チケット好評発売中：市民会
館・ローソン他市内プレイガイド

市民会館からのお知らせ

レッスン受講生募集
1 ～ 3 月に 3 回コースで体験レッス
ンを開催します。事前に電話又は窓
口でお申込下さい。詳細は下記まで
■自力整体教室
痛みとストレスがみるみる消える！
ダイエットにも効果バツグン
日時：1/19（月）10:00 ～
■青竹ふみふみ教室
足の裏の筋肉に刺激を与え血流を良
くする民間療法！
日時：1/26（月）10:00 ～
定員：各 15 名
参加料：1 回 840 円
申込期間：11/15 ～ H21.1/15　
申込先：市民会館☎43 0160

クリスマス会
グループ “ さわやか ” によるコーラ
スやお馴染み腹話術のしんちゃんが
待ってるよ！お楽しみにね。
日時：12/15（月）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

おしゃべりママの会
市役所から相談員が来ます。楽しく
おしゃべりしませんか？
日時：11/28（金）11:00 ～ 12:00

こどもの発達についての講座
こども家庭センターより指導員を招
いています。こども連れで気軽に参
加出来ますよ。
日時：12/5（金）10:30 ～ 11:30

３・４歳児さん集まれ！
なかよしタイムに 3・4 歳児対象の
遊びをします。
日時：12/9（火）・18（木）
11:00 ～ 11:30

まちの子育てひろば応援団から
すくすく・かんがるーひろば
お子さんの身体測定をします。妊婦
さんも気軽に来ておしゃべりしま
しょう。
日時：12/17（水）10:30 ～ 11:30　
※今月のみ曜日が違います。

開園日時：月～土 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

発刊された加西市史第1巻本編1「考
古･古代･中世」をテキストに、市史・
文化財室職員が、わかりやすく解説
を行ないます。月 1 回のペースで実
施し、参加者の要望があれば、関連
する現地見学会なども行なう予定。
開催日：第 1 回 11/29（土）考古１
第 2 回 H21.1/24（土）古代１
第 3 回 H21.2/21（土）中世１
第 4 回 H21.3/14（土）考古２
第 5 回以降は日程未定
時間：13:30 ～ 15:00
会場：アスティア加西３階集会室
募集人員：先着 60 名
参加費：100 円（資料代）
問合先：市史・文化財室分室
☎43 0161

加西市史を読む会

12/4（木）から10（水）までの１週間
は「第60回人権週間」です。

人権週間のお知らせ

特設人権相談
神戸地方法務局社支局と社人権擁護
委員協議会加西部会では、人権週間
行事の一環として 12/2（火）10:00
から 15:00 まで加西市市民会館コミ
セン 1階において特設人権相談を開
設します。人権問題（差別的取扱い・
暴行虐待・プライバシー侵害・いや
がらせ・いじめなど）でお悩みの方
は、お気軽にご相談下さい。相談は
無料で秘密は守られます。詳しくは
下記まで。

平成20年度北朝鮮人権侵害問題啓
発週間
拉致問題の早期解決は、加西市民の
心からの願いです。12/10（水）～
16（火）は北朝鮮人権侵害問題啓発
週間です。

問合先：人権推進課 ☎428727

■平成20年度 個人事業税第2期分の納期限は 12月1日（月）です。
　問合先：兵庫県北播磨県民局社県税事務所直税課　☎0795-42-9339

ふるさと再発見ハイキング　～酒見の古道に昔日の面影を～
門前町・宿場町として、栄えてきた名残を今もとどめ
る北条の町の街道筋を、昔日の面影を偲びながら、の
～んびりと歩きませんか。
日時：12/13（土）9:30集合
集合場所：観光案内所（アスティアかさい正面玄関前）
コース：住吉神社ニの鳥居～住吉神社・酒見寺
　　　　～大信寺～熊野権現神社（約3.5㎞）
参加費：300円　※当日参加も可
申込・問合先：観光案内所　☎&℻   42 8823

【訂正】10月号にてご案内しました「ふるさと紅葉めぐり」について当日参加も可
と表記しておりましたが、正しくは「申込み要」です。申し訳ありませんが、お申
込みの上、ご参加いただきますようお願いいたします。

▲大信寺（江ノ木）。
小田原藩の殿様大久保家の
菩提寺で位牌などを祀る。

問合先：県立播磨農業高等学校
☎42 1050
※農高祭は例年 23 日ですが、今年
に限り 22 日（土）に開催します。
お間違えにならないようご注意下さい。

ハンドベル演奏、人形劇、親子ふれ
あいコンサートなど。
日時：12/4（木）10:00 ～ 11:50
場所：市民会館小ホール
対象：市内の未就園児とその親
申込締切：11/28（金）電話・℻  可
申込先：北部子育て学習センター　
☎45 1523　℻  45 0886

みんなあつまれ
加西市子育てフェスティバル



■人権相談　 10:00 ～ 15:30  　12/2（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　12/2（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・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　11/27（木）　健康福祉会館（☎430303）
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    12/11（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  
　12/4（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
　11/26（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  
　12/13（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）

11月16日（日） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
11月23日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
11月24日（月） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
11月30日（日） 天 沼 医 院 （北条町☎423636）
12月   7日（日） 佐 竹 医 院 （北条町☎424057）
12月14日（日） あ さ じ 医 院 （若井町☎440225）

18 19

※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。

乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診 
11/25（火）     13:00 ～ 13:45
H20. 9月生まれの乳児　
■4か月児健診  12/2（火）13:00 ～ 13:45
H20. 7月生まれの乳児
■1歳6か月健診  12/9（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 6月生まれの幼児
■2歳児教室　11/26（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18.11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 12/16（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 10月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   12/17（水）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  11/28（金）  
 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②（予約制）  
12/18（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

休日のお医者さん

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

増岡靜代 95 増岡宏則 三口町

松本つる 88 松本久雄 山下町

神田よし子 93 神田幸一 山田町

谷口　勝 71 谷口栄一 繁昌町

西脇ふさゑ 96 西脇房雄 別所町

山野とくゑ 98 山野良徳 谷口町

菅野よしゑ 83 菅野　豊 桑原田町

佐伯康雄 75 佐伯妙子 西笠原町

菅野富士夫 64 菅野孝誠 桑原田町

楠田敏己 76 楠田たみ子 佐谷町

岡本のぶ子 84 甲　輝一 北条町栗田

高見しげこ 81 高見勝彦 鴨谷町

永田　勝 74 永田孝江 青野原町

山本絹江 94 山本壽一 東横田町

小林芳郎 83 小林宏悦 北条町笠屋

本玉孝治 87 本玉敏郎 玉野町

岩崎哲郎 81 岩崎輝雄 尾崎町

森本みち子 56 森本高夫 北条町東南

小田おげん 89 小田修一 鴨谷町

菅野達雄 80 菅野俊男 常吉町

深江敏夫 55 深江裕子 鶉野町

高嶋竒一 75 高嶋章雄 中富町

新木　清 83 新木茂美 栄町

水谷昭平 79 水谷　彰 西野々町

小岩秀雄 85 小岩栄一 田原町

衣笠文子 67 衣笠勝弘 山下町

藤本幸代 71 藤本晃暁 下宮木町

圓満一夫 86 圓満志郎 上万願寺町

藤本　正 75 藤本正和 佐谷町

上坂俊己 73 上坂明彦 若井町

  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。
消防本部（☎420119）でも確認することができます。

敬称略。10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
　匿名 200,000 円
■一般預託
牡丹 20,000 円
匿名 10,762 円
株式会社   本陣 11,732 円
西村書店（お客様募金） 23,235 円

敬称略

募　集

種目：2 等陸海空士（男子）
募集資格：18歳以上27歳未満の男子
試験日：11/29（土）30（日）12/20（土）
受付期間：各試験日前日まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部
☎ 078-331-9896 ～ 9898
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
「2等陸・海・空士（男子）」

期日：12/21（日）小雨決行
※雨天 12/23（火）
場所：善防中学校周辺コース（日本
陸連ハーフマラソン公認コース）
参加資格：加西市内に居住・勤務・
通学しているもの
種目：
男子小1以下～ 60歳以上（1000m～
5000m）の 13部門
女子小1以下～ 25歳以上（1000m～
3000m）の 10部門
の男女別年齢別に計23部門
※詳細に関しては下記申込先にお問
合せ下さい。
日程：受付8:00 ～ 8:30
開会式 8:30 ～ 8:45
競技9:00 ～ 12:00
閉会式12:30 ～
参加費：高校生以上1人400円
小・中学生1人300円
※当日受付時、納金
表彰：各部とも 3位まで表彰。ただ
し、申込み人数が 20名以上の場合
は 6位まで申込み人数が 40名以上
の場合は 10位まで
※小学1・2年生の部は、申込み者
が 60名を越えた場合、A・B の 2部
に分けて競技。各部6位まで表彰。
申込締切：12/5（金）必着
申込先：〒675-2223 加西市三口町
740  加西市陸上競技協会  稲岡進宛  
☎482077

第42回市民ロードレース大会

地域・団体等で行われるクリスマス
行事やイベントで使用するサンタの
衣装の貸出しをしています。
貸出期間：原則 5日間以内
受付：平日 9:00 ～ 17:00 電話受付可
貸出場所：加西市健康福祉会館 2棟
2階地域福祉推進室  
貸出対象：加西市内在住又は在勤の
方で団体を優先（三世代ふれあい、
いきいきサロン、地域団体、など）
貸出品：サンタの衣装 1セット（上
着・ズボン・ベルト・ひげ・プレゼ
ントを入れる白い袋・メガネ・帽子・
クリスマスソングテープ）
※ 7着ありますが、予約多数の場合
はお断りすることがあります。
使用料：無料　
申込先：加西市社会福祉協議会地域
福祉推進室☎43 8133　℻  42 6658

地域活動に活用ください
サンタの衣装を貸出します

このたび高病原性鳥インフルエンザ
に関する鶏等（※）の監視体制が強
化されました。これを受け市では前
回 (’04) 調査をもとに飼育者や品種・
羽数を調査中です。鶏等を飼ってお
られましたら下記までご連絡下さ
い。※既に回答済みの場合は不要。
※今回の「鶏等」とは鶏・烏骨鶏・
アヒル・合鴨・うずら・七面鳥・だ
ちょう・キジ・ホロホロ鳥です。
問合先：農政課☎42 8741

家庭で鶏等を飼っている皆様へ

■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。

■看護師　4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：11/17(月) ～ 12/11(木)
採用試験：12/20(土)
問合先：市立加西病院経営推進室
☎422200

市立加西病院職員募集

子どもの急な病気に困ったら
小児救急電話相談＃  ８   ０  ０  ０
月～土曜日 18:00 ～ 24:00
日祝日・年末年始　9:00 ～ 24:00
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話等）
078-731-8899（ダイヤル回線等）
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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。お問い合わせ下さい。
10 月末現在で、15 名の方から、154 万 5千円のご寄付をいただきました。

       問合先　経営戦略室　☎ 0790 42 8700      

ふるさと納税は加西市に

▲ 南　百花さん ( 泉小 6年 ) の「ふるさとの絵」

パ
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て
く
だ
さ
い

車両購入

北条鉄道からのお知らせ

購入する車両。当分の間、カラーリングな
ど外見を変えずに運行します。

北条鉄道は、廃線となった三木鉄道の車輌 1両を購入することで、10 月 30 日に契
約を締結しました。
現在、北条鉄道は車両を 3両所有、そのうち通称レールバスと呼ばれるフラワー
1985 は第 3セクター設立時から 20 年以上運行し、走行距離は 100 万キロ（地球
25 週）に達する老朽車両ですので、今回車両を購入するものです。
■購入金額　1,785 万円（税込）加西市からの補助金

昨年のサンタ列車。約 2,000 人が利用、毎
年大人気のイベント列車です。

サンタ列車
北条鉄道では、毎年好評のサンタ列車を今年も運行させます。サンタさんと一緒に
往復約１時間の小旅行を楽しみましょう。申込は下記まで。

北条鉄道の絵（夏）入賞作品決定
「北条鉄道の絵（夏）」応募作品 118 点から、入賞の 13 点が決まりました。
12 月 15 日（月）～ 21 日（日）までアスティアかさいで全応募作品を展示します。
入賞者は次の皆さん。

■北条鉄道社長賞  　上坂栄門 （西在田小 5年）
■ステーションマスター賞 　稲積真子 （賀茂小 3年）
■駅長賞   　赤坂美穂 （北条小 3年）
　安富喬也 （富田小 1年） 　木下かりん （富田小 2年）
　後藤麗華 （北条小 5年） 　高見一総 （兵教大附属小 2年）
　中野　大 （北条小 3年） 　中村絵里加 （九会小 6年）
　畑中友希 （北条小 3年） 　平田茉里奈 （北条小 6年）
　三宅洋平 （下里小 6年） 　山本彪留 （北条小 6年）

■運転期間　12 月 8日（月）～ 23 日（火）までの 16 日間
　　　　　　北条町駅発 9:30、10:42 の 2 列車を運転
■運　　賃　団体　大人 700 円、小児 350 円　※団体は 20 名以上
　　　　　　個人　大人 1,000 円、小児 500 円　※個人は土・日曜日、祝日に限る

■募集期間　11 月 30 日（日）まで

北条鉄道社長賞　上坂くんの作品

ステーションマスター賞　稲積さんの作品

　平成 20 年度上半期の乗降客数は、前年同期と比べほぼ横ばいでしたが、イオン開業に伴い乗降が増えているため、下
半期は大幅増を期待しています。上半期の売上は、1日全線乗り放題切符や各種記念切符の販売、イオン開業による広告
収入などがあったため、前年同期より 2％増となりました。

申込先　北条鉄道（株）　☎420036


