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「かぐや姫プロジェクト」竹林炭化事業スタート　
　環境先進都市を目指す加西市は、「環境と景観のまちづくり」のために様々な施策を進めています。今回は、里山保全
の一環として、新たにスタートした「かぐや姫プロジェクト」の取組みを紹介します。

【問合先】　環境創造課　バイオマス担当　☎428716

■拡大し続ける竹林

　かつて人間と共生関係にあった里山も、今やその手入れ・管理が行き
届かなくなり、竹林が繁茂し、周辺の森林を圧倒しています。この竹林
の急激な拡大から里山を守ることが、全国的にも重要課題となっていま
す。
　竹は過密状態になると、隣接する森林や農耕地へとその生育範囲を広
げ、みるみるうちに竹林へと変わっていきます。また、生い茂った枝葉
のため竹林内は薄暗く、竹以外の植物が生長できにくい環境となってい
ます。このような竹林は、やがてゴミが不法に投棄されたり、シラサギ
等の鳥獣のすみ家になってしまうことが心配されます。
　元々、二酸化炭素（CO2）を吸収して、炭素（C）を貯留する機能を
持つ樹木を、繁殖力の強い竹林が侵食することで、地球全体の二酸化炭
素の吸収率が低下する危機に瀕しています。

上野町の石部神社裏の三津山の竹林。
近年、管理者の不足により急速に繁殖し、竹林面
積は 38,379㎡に拡大しました。

■かぐや姫プロジェクト始動

　既に、廃食用油や食品バイオマスの飼料化など地域の未利用バイオマ
ス資源を活用して、地域おこしに取り組んでいる加西市ですが、今回、
竹林の拡大から里山を守り、大気中の CO2 を竹炭として長期的・安定
的に固定することで、地球温暖化を抑止する『かぐや姫プロジェクト』
を立ち上げました。
　春には筍掘りも楽しむなど、市民参加型のバイオマス利活用を通して
地域環境の改善を目指しています。

かぐや姫プロジェクト参加のボランティアスタッフ。
16 名（市内13名・市外3名、男性13名・女性3名）
が順次活動に参加されています。

　上野町の三津山（石部神社裏）で、これまで 3回の間伐作業が行われ、
延べ 150 人のボランティアが里山保全に取り組んでいます。
　11/15、11/22、12/6 の 3 日間各日 2時間をかけ、計 1,000㎡に生い
茂るモウソウ竹約 1,000 本をチェーンソーで間伐し、チッパーシュレッ
ダで粉砕したり、炭焼き用に切断しました。
　本年度中に、今後２回実施する予定で、炭化事業にも取り組む予定です。
　ボランティア・スタッフを受け付けしていますので、下記までお問い
合わせください。

■新機種導入
　間伐に伴う枝葉や残材処理の作業の効率化を図るため、加西市は、樹
木粉砕機チッパーシュレッダと炭化装置等を導入しました。

チッパーシュレッダ（樹木粉砕機）

　このチッパーシュレッダは、強靭な竹も 30 秒程度で粉砕。
　2枚のチッパ刃と 12 枚のシュレッダハンマによる二段階粉砕方式で、
かさばる竹木を細かく均一に砕いて減容・再資源化に貢献します。粉砕
されたチップは、雑草抑止や家畜の敷料、畑の土壌改良材としての利用
を考えています。
基本使用料：2,200 円／日　時間単価：1,800 円／時間

炭化装置

　一度に 100㎏の竹木材から 20㎏の竹炭を作ることができるこの炭化
装置は、同時に搾液することもできます。
　できあがった炭は、水質浄化や土壌改良材として活用可能なほか、そ
の脱臭効果によりご家庭の湿気取りや観賞用としても有効です。副産物
の竹酢液は消毒剤などとしても使えます。
使用料：2,000 円／日貸出機材：チッパーシュレッダ、炭化装置、油圧電動竹割り機

貸出開始：平成 21 年 1月下旬から
貸出条件：全ての立木竹を伐採するのでは無く、里山林や竹林を間伐して将
　　　　　来にわたる樹木の育成をお考えの方。
　　　　　間伐材の一部は炭化用に長さを 50㎝ごとに切り、割竹後 20㎏程
　　　　　度で一括りとし、炭化材料として提供していただきます。
貸出費用：右のページのとおりです。

機材を貸し出します！
　間伐作業の効率化に大変威力を発揮する機材（3点）を貸し出します。炭
化することにより CO2 の削減にも貢献します。

■上野町でボランティアが作業開始

油圧電動竹割り機

　効率よく簡単に、竹を六つ割・十字にすることができます。油圧式な
ので、静かに作業ができます。タイヤ付きで、移動が楽に行えます。
使用料：1,000 円／日

貸し出しする機材。それぞれの用途や利
用に関して、お気軽にお問合せ下さい。

チッパーシュレッダ「CSD-350DC」

山盛りのチップ。瞬く間に粉砕されました。

チェーンソー等で伐採し、山から竹を運
び出す。

炭焼き用の竹は、長さ 50cmごとに切り
出します。

炭化装置「エコタン -191」

油圧電動竹割り機「竹割りくん」

チッパーシュレッダで粉砕。残材処理も楽々。
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市職員の給与の内容をお知らせします

【問合先】　総務部　総務課　☎428702 　※詳しくは市ホームページをご覧下さい。

　市職員の給与や職員数の状況を公表します。
　職員に支給される給与は、民間企業の賃金を基にして出される『人事院勧告』や、他の地方公共団体との均衡などを
考慮し決定されています。より一層の財政再建を進めるため、今後も人件費の削減に取り組んでいきます。

■人件費の状況

■人件費節減に向けた主な取組み

■特別職および職員の給与費の状況

　平成 17 年 7 月に中川市長が就任して以降、三役の給料および期末手当の大幅カットを実施し、年収ベースで市長
30%、副市長 20%、教育長 15%のカットを続け、三役累計で 2,645 万円の削減となっています。
　また、市議会議員も期末手当の一部カットを実施し、年収ベースで 1.5 ～ 3%の減となっています。

特別職および市議会議員の年間報酬

　職員の給与とは、基本となる給料のほか期末勤勉手当（ボーナス）や通勤、住居、管理職手当など各種手当が含まれ
ています。

職員の年間給与（職種別、年齢別平均年収）

年齢 行政職 消防 技能労務職 医師 医療技術員 看護師

20 ～ 22 歳 2,975 3,399 - - - 4,165

23 ～ 25 歳 3,557 3,697 - - 4,435 4,624

26 ～ 28 歳 3,963 - - 10,241 4,613 4,817

29 ～ 31 歳 4,569 5,134 4,413 - 4,274 5,216

32 ～ 34 歳 5,308 5,848 4,917 13,384 5,699 5,354

35 ～ 37 歳 5,705 6,088 5,454 14,209 5,804 6,226

38 ～ 40 歳 6,256 6,803 5,717 15,914 6,231 6,206

41 ～ 43 歳 6,583 7,639 6,090 - 6,952 7,166

44 ～ 46 歳 7,282 7,828 6,415 - 7,100 7,542

47 ～ 49 歳 7,270 7,905 6,374 18,091 7,798 7,658

50 ～ 52 歳 7,502 7,923 6,309 18,765 8,034 8,318

53 ～ 55 歳 7,854 8,331 6,422 19,741 8,029 7,925

56 ～ 58 歳 8,761 8,729 7,075 18,668 9,323 8,451

59 ～ 60 歳 8,502 - 6,767 - - -

役職名
特別職 市議会議員

市長 副市長 教育長 議長 副議長 議員

年収見込 11,266 10,301 9,812 7,885 6,700 6,219

　平成 19 年度決算における普通会計と病院会計における人件費の割合は次のとおりとなっています。普通会計とは財政
統計上で用いられる会計の名称で、加西市では一般会計に有線放送および公園墓地の特別会計を合算したものです。

　『財政再建推進計画』や『集中改革プラン』に基づく職員数の
純減に取り組んでいます。
　全ての事業を市役所直営で行うのではなく、『指定管理者制度』
の活用や民間委託を進めています。
　今後も、ＰＰＰ（公民連携）など新たな手法を取り入れながら
定員の適正化を図っていきます。

①職員数の削減

700

740

780

820

H20H19H18H17H16H15

職員数の推移
802

787

771

756

728

713

（単位：人）

5 年間で　　人の削減（11.1%の純減）89

　業務の見直しや平準化を図って時間外勤務手当の縮減に努めて
います。業務を効率よく、定められた勤務時間内に処理できるよ
う指導しながら、今後も縮減に取り組んでいきます。

　財政再建推進計画に基づき、平成15年度より引き続き、管理職にかかる期末手当の3％カットや管理職手当のカット（役
職に応じる：平均 13％）を実施しています。

②時間外勤務手当の縮減

③その他

年度 Ｈ 17 Ｈ 18 Ｈ 19

支給総額 156,811 141,924 133,790

一人当り 375 356 340

時間外勤務手当の推移 （単位：千円）

※普通会計ベース2 年間で一人当たり　　　　　  円の縮減35,000

※ 19 年度の年間支給実績による。（年度途中の採用・退職や休職中（育児休業等）の者を除いています。）

（単位：千円）

（単位：千円）

職員給与
34.0％

※万単位未満切捨て

・普通会計職員数　389 人
・職員一人当たり年間給与　　　万円633

※その他手当には退職手当は含まれません。

一般会計に占める職員給与の内訳

給料 15億 8,673 万円

期末勤勉手当 6億 2,247 万円

その他手当 2億 5,498 万円

・病院会計職員数　283 人
・職員一人当たり年間給与　　　万円713

※その他手当には退職手当は含まれません。

病院会計に占める職員給与の内訳

給料 11億 3,821 万円

期末勤勉手当 4億 5,800 万円

その他手当 4億 2,034 万円

職員給与
13.2％

※万単位未満切捨て

平成 19年度

普通会計決算より1

平成 19年度
病院会計決算より2

歳出額
184 億 5,611 万円

歳出額
59 億 1,047 万円
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米国サンディ・スプリングス市幹部が加西市を訪問

　11月 21日、市役所業務の殆んど大半を民間会社に委託し
て効率経営をしている米国サンディ・スプリングス市のシテ
ィ・マネージャー（最高執行責任者、職務内容は日本の市長
職に相当する）ジョン・マクドーナ氏他が加西市を訪れまし
た。

　この夏、サンディ・スプリングス市を中川市長が行政視察
した際、ジョン・マクドーナ氏らから年内にも来日の上、加
西市の経営効率化や事業の民営化などについてアドバイスす
るとの約束を果たしたものです。 
　2005年にジョージア州のフルトン郡から独立して誕生した

人口10万人の新市サ
ンディ・スプリングス
市は、警察と消防を除
くほとんどの市役所業
務を CH2M Hill OMI 社
という民間会社に包括
的に委託することによ
り、同規模の市に比べ

て約半分の予算で市民サービスと市役所運営ができています。
　当日は公民連携に関する協定を結ぶ東洋大学から田渕教
授、5名の院生も参加し、加西市役所の組織運営、財政事情、
上下水道事業の経済状況についての説明を受け、加西市の経
営効率化や経済開発について議論を深めました。その際、市
役所業務を包括的に民間委託する構想を描き、実現した元
AT&T副社長で作家のオリバー・ポーター氏も同行しました。

　11月 23日、東洋大学で公民連携トップセミナーが開催さ
れ、全国から市区町村長など約110名が参加。
　セミナーでは、ポーター、マクドーナ両氏からサンディ・
スプリングスの事例報告があり、公民連携の成功には、「市
長の強いリーダーシップ」「よいマネージメント」「民間の知
恵」が重要であると講演され、日本での地域経営の手法とし
て公民連携の有効性が示されました。
　参加者からも質問などが数多く出され、活発な議論がなさ
れました。

平成21年度（4/1）任期付職員採用
　加西市では、当面する重要課題に対応するため、最長 5年間の任期付で職員を募集します。

職員懲戒免職処分取消請求事件の控訴審の訴訟代理人を決定

【問合先】　総務部　総務課　☎428702

　職員懲戒免職処分取消請求事件について、市は、10 月
8日に神戸地方裁判所の１審判決加西市敗訴を受けて、10
月 22 日に控訴するとともに全国公募により、11 月 26 日
付で、控訴代理人を選任しました。
　平成 18 年 9 月以降の全国的な地方自治体の飲酒運転に
対する厳罰化に伴い、全国で同様の訴訟が提起されており、
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、加西市の判断の妥当
性を示すために 10 月 23 日、控訴における代理人を全国
から公募したものです。

　また、弁護士の公募以外にも、控訴審に万全を期するた
め、東京などの行政訴訟を専門とする弁護士にも意見を聞
き裁判に備えているところです。
　今後、加西市勝訴の高等裁判所判決を勝ち取るために代
理人と協力し、万全の体勢で努力していく所存です。

■控訴代理人
　兵庫県弁護士会所属弁護士
　山崎喜代志（山崎喜代志法律事務所・姫路市）

【問合先】　経営戦略室　☎428700

■公民連携（ＰＰＰ）トップセミナー

【問合先】　消防本部　総務課　☎426119

　国の告示により平成 19 年 9 月 ｢兵庫県消防広域化検討
委員会｣が設置され、広域化の必要性、組み合わせ等を検討、
県内を11消防本部に再編する組み合わせ素案が作成され、
北播磨 5消防本部での組み合わせ案が示されました。
　これを受け、北播磨 5市 1町 ( 西脇、三木、小野、加西、
加東市、多可町 ) の市町長で合意がなされ、播磨内陸広域
行政協議会（市・消防関係者 ) で検討中です。
　今後、広域化の方法・イメージ・進め方等について市長
の承認を受け、21 年度から事務局を立ち上げ 24 年度広域
化の実施予定。広域化により大規模災害時に出動できる人
員の増加等、災害の多様化に対応した消防体制の基盤強化
を目指します。

北播磨の消防広域化に向けて

【問合先】　市立加西病院　用度管理課　☎422200

■売却予定地
　件名：旧市立加西病院職員住宅
　住所：加西市北条町古坂 1丁目 173 番地
　地目：宅地（面積 219.77㎡　木造瓦葺 2階建）
■売却の方法　一般競争入札
■入札に関する事項の告示
　市立加西病院に告示し、ホームページに掲載中。購入を
希望される方は、必ず内容を確認のうえ、1月 8日までに
市立加西病院用度管理課へ、入札関係の資料を取りに来て
下さい。（その時に簡単な説明を行います）
　入札日：1月 28 日（水）
　時　間：10:00
　場　所：市立加西病院用度管理課　

加西市の土地・建物を売却

市職員の企業派遣研修

【問合先】　総務部　総務課　☎428702

　加西市では、12 月 1 日から職員 2人を研修のためジャ
スコ加西北条店へ派遣しています。
　平成 20 年 5月より、職員の意識改革、接客態度の向上、
業務ノウハウなどを学ぶため、市内の企業に協力を求めて、
企業派遣研修を実施。これまで、加西商工会議所で 2名
の職員が各々 3カ月間研修を行いました。
　今後も、年間を通じて順次職員を民間企業に派遣し研修
を行っていきます。

職員成果発表会を開催

【問合先】　総務部　総務課　☎428702

　11 月 25 日、健康福祉会
館で職員成果発表会を開
催。7名の市職員がそれぞ
れの部署を代表し、日頃の
業務への取り組み成果を発
表しました。
　これは、職員各自が、職
場の相互理解を進めるとと

もに、担当職務をより効率的かつ効果的に遂行するために、
工夫を加え、改善を図るヒントとなることを目的とした市
役所初の試みです。
　当日は、熱のこもった発表に会場全員が熱心に耳を傾け
ました。

■研修期間
　平成 20 年 12 月 1日～平成 21 年 3月 20 日
■研修場所
　ジャスコ加西北条店　食品売り場・衣料品売り場

最優秀賞ふるさと営業課船瀬主事
はサイサイまつりの取り組みを発表

右からポーター氏、マクドーナ氏

加西市からの財政状況などの説明

東洋大学より招待を受け中川市長（右から 2人目）が参加

【問合先】　総務部　総務課（本庁舎３階北側）　☎428702

職種 職位 主な職務概要

環境担当 課長級 地球環境を視野に入れた CO2 削減のための社会システムづくり

市民自治推進担当 課長級 市民参画の推進、人口の２％を占める外国人との共生の基盤づくり

病院経営担当 課長級 公営企業法全部適用や地方独立行政法人化など病院の経営改革

公民連携プロジェクト推進担当 課長級 公民連携（ＰＰＰ）プロジェクトの企画・事業推進

採用職種
受付期間： 平成 21 年 1月 13 日（火）まで　8:30 ～ 17:10（ただし、土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

採用予定人員：各職種 1名
年齢等：性別・年齢・国籍は問いません。
※その他詳細に関しては、下記に問い合わせいただくか、または加西市ホームページをご覧下さい。
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　「小野市民病院と三木市民病院が統合し、小野市に400

床の新病院の建設を合意」との記事が11月5日新聞各紙

に掲載されました。北播磨圏においては高度医療と医師

研修が行える中核病院を作るよう神戸大学から提言を受

け、話し合いが行われた結果の発表です。

　統合に至った第一の要因は勤務医不足ですが、より広

い視野でみると社会保障費抑制政策のもとで急性期病床

削減と病院再編を進める国策があります。

　総務省の公立病院改革ガイドラインも同じ観点から不

採算の自治体病院を整理する目的で登場しました。自力

継続を志向する中小規模の自治体病院は、医療費削減と

医師不足による経営悪化のなか再編への圧力で正念場を

迎えていると言えます。

　一方で、急性期の高リスク患者を扱う病院医療現場で

は、人手不足というぎりぎりの状況下で、システムが原

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

因の医療事故でさえも個人の責任を問われる医療者達が、

安心して働け、誇りをもって医療できる場所を求めて漂

流し始めています。最近、麻生首相や二階経産大臣が、

医療崩壊の起こる原因を医者の考え違いのせいだという

趣旨の発言をしましたが、間違った認識です。医療崩壊は、

医療や社会保障を国費の削り所としか考えない国策のせ

いなのです。

　小野三木市民病院統合は緒に就いたばかりですが、公

表された以上もし躓くようなことがあれば却って医師喪

失を誘引し、北播磨全部の医療を危機に陥れる危険を孕

んでいます。

　統合の成功を祈りつつも、加西病院が遣り甲斐を持って

良質な医療を行える場所となり、それによって信頼を得

ることが病院存続の生命線であることを私達は肝に銘じ、

市と市民と病院が連帯しなければなりません。（ 病院長 ）

『病院統合の背景と今後』

目指そう 8020(ハチマルニイマル)

　11月 6日、健康福祉会館において第二回加西病院市
民フォーラムが開かれ、加西病院のあるべき姿につい
て議論を深めました。参加者 230 余名には病院や市関
係者が多く、一般市民への積極的な参加が待たれる状
況でした。病院と市民の相互理解のため、今後も病院
からメッセージを発信してゆくつもりです。

第二回加西病院市民フォーラム

▲加西病院市民フォーラムでのパネルディスカッションの模様

【問合先】　国保健康課健康係　☎428723

　市と市歯科医師会で実施している 80 歳で 20 本以上の
歯を保とうという 8020 運動の達成者表彰が 10 月 18 日に
行われ、今年度は 27 名が表彰されました。
　表彰者に健康な歯を保つことでよかったことを伺ったと
ころ、何でもおいしく食べられると答えた方が多く、歯
の健康づくりが、からだの健康づくりの基本であることが
分かります。「からだの健康づくりはお口から」、皆さんも
8020 を目指し、健康なからだづくりをしましょう。

肝炎ウイルス無料検査

【申込先】　社健康福祉事務所　☎0795429367

　肝炎ウイルスは感染しても自覚症状がほとんどなく、肝硬
変や肝がんなどの病気へ進行することがあります。兵庫県で
は年間1,200名以上の方が肝がんで亡くなっています。
　そこで、20 歳以上の方に対して、平成 21 年 3 月 31 日
まで、無料検査を実施しております。近くの医療機関で受
けることができますので、検査を受けたことがない方は是
非この機会に受診してください。検査を受けるには申込書
が必要です。下記へお問合せください。

■市庁舎1階にオストメイト対応トイレを設置しました。

　市庁舎 1階のトイレ改修工事が 10 月末に完了しました。
　どうぞお気軽にご利用ください。
オストメイトとは…
　直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障害を負い、腹部に人工
的に排泄のための孔（ラテン語でストーマ）を造設した人のことです。

第41回加西市体育大会　各種目大会結果

■第 38回町対抗バレーボール大会
男子　一部　大村　　二部　坂元　三部　畑
女子　一部　江ノ木　二部　畑Ｂ　三部　大村

　この秋、次の分野で活躍されている
皆さんが、各賞を受賞されました。

■第 41回市民柔道大会
個人戦　小学生低学年　中山大貴
　　　　小学生中学年　原　敦也
　　　　小学生高学年　内藤かりん
　　　　中学生　　　　大嶋慶輝
　　　　一般　　　　　浅田幸芳

■第 34回市民剣道大会
個人戦　小学生低学年男子 岩崎崇将　（北条少年剣修会）
　　　　小学生低学年女子 須藤和香奈 （北条少年剣修会）
　　　　小学生高学年女子 荒木七海　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 4年男子 上山耕平　（北条少年剣修会）
　　　　小学生 5年男子 和田貴揮　（加西スポーツ少年団）
　　　　小学生 6年男子 加藤　諒　（北条少年剣修会）
　　　　中学生 1年男子 千石明佳　（泉中）
　　　　中学生 1年女子 小田沙穂莉 （泉中）
　　　　中学生 2・3年男子 常峰泰地　（泉中）
　　　　中学生 2・3年女子 中村侑以　（加西中）
団体戦　中学生男子 泉中Ａ
　　　　中学生女子 加西中

■第 32回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　堀口連陽・小田裕斗
　　　　　　　　　中学年　北村嘉健・岩本和磨
　　　　　　　　　高学年　塩河胡桃・岩本拓磨
　　　　一般の部　　　　　高見博美・塚原　誠
　　　　親子の部　　　　　山下佳翁・山下大将
乱捕　　少年の部　　　　　青田陽大
　　　　一般の部　　　　　松尾拓弥

■第 15回市長杯地区対抗ゲートボール大会
日吉地区チーム

■第 19回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　板井一男　女子の部　吉田みさ子

■第 24回加西市ジュニアバレーボール大会
泉少女バレーボールクラブ

■第 39回市民空手道大会
型競技　　
幼年　　　　辻　侑月
小学低学年　北原結友
小学高学年　辻　文貴
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　北原暉人

組手競技　
幼年　　　　荻野秀斗
小学低学年　北原結友
小学高学年　村上巧樹
中学　　　　吉岡寛斗
一般　　　　北原暉人

■第 37回市長旗争奪野球大会
ジュニアスターズ

■第 42回市民ソフトテニス大会
一般男子　　　辻　康則・藤原良昭（柏葉クラブ）
一般女子　　　藤川　萌・串田麻友（加西中）
男子ジュニア　常峰新司・宮川拓弥（北条中）

■第 41回市民卓球大会
男子ダブルス　　北村直人（播磨農高）・大豊真也（暁クラブ）
女子ダブルス　　山端悦子・藤元洋子（暁クラブ）
男子シングルス　一部　田居修一（暁クラブ）
　　　　　　　　二部　岩本則昭（市川卓協）
　　　　　　　　三部　後藤規之（加西市役所）
女子シングルス　一部　山端悦子（暁クラブ）
　　　　　　　　二部　山端真帆（暁クラブ）

■第 33回　市民バドミントン大会
男子ダブルス　　一部　細貝貴裕・井上　忠
　　　　　　　　二部　川中登志郎・大塚善也
　　　　　　　　三部　小林亮介・吉田祐司
男子シングルス　一部　古賀敦士
　　　　　　　　二部　近田翔太
　　　　　　　　三部　若田雅弘
女子ダブルス　　一部　柴田祐子 ･畠中加奈子
　　　　　　　　二部　藤本順子・藤井美由紀
　　　　　　　　三部　堀谷　恵・増田世梨
女子シングルス　一部　佐野ゆかり
　　　　　　　　二部　大塚恭子

■第 26回市民硬式テニス大会
男子ダブルス　　　見藤　茂・友井孝之
女子ダブルス　　　山田千鶴・友井律子
ミックスダブルス　友井孝之・友井律子

■第 6回親善バスケットボール大会
小学生の部　　　高学年男子　北条ダンディーズ
　　　　　　　　高学年女子　北条QUEENS
　　　　　　　　低学年　　　九会っ子きせき
中学生の部　　　男子　　　　福崎東
　　　　　　　　女子　　　　泉
高校・一般の部　男子　　　　てんぐ
　　　　　　　　女子　　　　チャナマサリダ

■第 30回市長杯少年野球大会
善防少年野球クラブ

■第 39回親善サッカー大会
一般　ハミーゴ　中学　北条中　少年　富合ＳＳＤ

■社団法人日本善行会
　平成 20年度皇太子殿下の御接見
　及び秋季善行表彰
　皇太子殿下御接見
　玉田　豊（北条町栗田）
　秋季善行表彰受賞者
　後藤政博（殿原町）
　近藤成雄（満久町）
　西面信廣（別府町）

■財団法人あしたの日本を創る協会
　あしたのまち・くらしづくり活動賞
　まち・くらしづくり活動部門
　優秀賞
　北条まちづくり協議会
　（代表：松本正光）

■平成 20年度加西市技能顕功賞
　技能顕功賞
　鈴木文雄（山田町）
　技能功労賞
　牛尾伸之（北条町古坂）

■兵庫県こうのとり賞
　石　芳博（西谷町）
　田中和代（下万願寺町）

■ひょうご県民ボランタリー活動賞
　個人の部
　高橋シズコ（北条町西高室）
　宮本久雄 （北条町古坂一丁目）
　団体の部
　加西市いずみ会 （代表：石橋和子）
　加西点字教室 （代表：是常周子）
　かさい日本語クラス （代表：脇坂知美）

■第 28回全国中学生
　人権作文コンテスト兵庫県大会入賞
　優秀賞
　岩本早稀（加西中）
　高田万葉（泉中）

　各種目の大会優勝者は次の皆さんです。

各賞の受賞者

オストメイト対応機器■第 15回マウンテンボール大会
井上正和

【問合先】　市民交流課☎428775
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KASAI データバンク 人口／ 49,340（－ 45） 世帯数／ 17,048（＋ 19）
男／ 23,985（－ 12） 女／ 25,355（－ 33）　
11 月の出生数／ 18 人 死亡数／ 46 人

H20.11.30 現在（前月比）

　11 月 10 日、京都府綾部市在住の写真家、故吉野雄策さんのご遺
族（古谷一美さん）が、市役所を訪問され、五百羅漢を撮影した吉
野さんの写真 3 点と 300 点を超える写真データを市に寄贈されま
した。
　吉野さんは、京都府知事賞を受賞するなどの経歴をもった写真
家。五百羅漢に魅せられ、綾部市から 10 年以上通い続け、五百羅
漢を題材に写真を撮ってこられました。
　吉野さんの作品は、加西市の観光ＰＲなどに使用させていただき
ます。

写真家　故吉野雄策さんの遺作を加西市へ

▲吉野さんの作品。様々な羅漢の表情が撮影されています。

　北条鉄道は、本年 3 月末に廃線になった三木鉄道の車両を購
入しました。12 月 8 日深夜に三木市から田原駅へ搬入し、そ
こから北条鉄道車両により牽引して北条町駅まで移送。
　購入した車両は、来春の運行を目指して整備、当分の間は外
装を塗り替えず、三木鉄道を偲べるようにします。
　この車両を導入したことで、23 年以上経過したフラワー
1985（走行距離 100 万㎞超）はＢＤＦ専用列車として各種イ
ベント等に活用されます。

三木鉄道からやって来ました

▲クレーンで吊り上げられる車両（田原町）。

　11 月 25 日、地産地消推進を目的に、給食センター管内（九会小・富合
小・西在田小・加西中）の学校給食が、県産農林水産を 100％使用したも
のとなりました。
　献立は、味噌煮込みおでん、はたはたのから揚げ、ほうれん草とキャベ
ツのおかかあえ、ごはん、牛乳で、大根やキャベツは市内産。また、10
月からお米（20 年産新米）は、農薬や化学肥料を通常栽培の半分以下に
抑えた特別栽培米を使用しています。これは、子供たちに安全なお米を提
供するために、市内の 3 つの営農組合（西谷東、畑第四、吉野）にご協力
いただいて実現したものです。

県産農林水産100％使用の学校給食

当日は生産者の方々も給食に参加。　
一緒においしくいただきました。　▶

　12 月 2 日から、「玉丘史跡公園」で、ヤギの飼育を始めました。
　これは、動物とのふれあいの場を提供すると共に、環境教育のた
め整備されたビオトープの復活を目的としています。また、誰にで
も容易に飼うことができるヤギは、雑草対策としても見直されつつ
あります。
　飼育開始当日、社会科学習で玉丘史跡公園を訪れた西在田小学校
4 年生（21 人）の子どもたちが、ヤギと楽しく戯れました。

玉丘史跡公園でヤギを飼育

▲名前は『草次郎』。小柄でおとなしい性格です。

　遊休資産の活用の一環として、本年 9 月に廃止した市役所１
階の食堂跡で、市所有の絵画や美術品などの所蔵展を開催して
います。

加西市所蔵展をご覧ください

▲市庁舎建設時に購入した絵画など 33 点を展示

　子育て学習センターが主催する、加西市子育てフェスティバルが 12
月 4 日に市民会館で開催されました。市内の就園前の親子約 500 人が
集い、ハンドベルや人形劇のほかコンサートを満喫。
　市内の子育て支援機関が初めて一体となり事業を行うことで、より豊
な子育て支援となりました。

加西市子育てフェスティバル

▲ハンドベルでの演奏を楽しみました。

　泉中学校の生徒が 2 年間かけて収集したベルマークで、車いすを
取得。11 月 10 日、地域医療に貢献できればと、市立加西病院に寄
贈がありました。寄贈された車いすは、外来にて使用させていただ
きます。ありがとうございました。

車いすを寄贈

山邊院長（右から２人目）と泉中学校生徒の皆さん。▶

■開催期間：1 月 16 日（金）まで
　　　　　　※土・日・祝日及び年末年始を除く 9:00 ～ 16:00
　　　　　　　但し、12 月 20 日（土）のみ鑑賞可。
■開催場所：市役所 1階食堂跡
■出 展 数：絵画 16 点、美術品 2点、原画 15 点
■主な作者：小磯良平、西村　功、白髪一雄、森崎伯霊ほか

　「イオン開発地内」の公園の愛称募集をしましたところ、34 点の応募が
あり、審査の結果次の通り決定いたしました。

「小さな丘広場」に決定

ちっちゃな丘が目印です▶

■愛称：「小さな丘広場」　奥本美香さん（朝妻町）

　加西市の実りの秋には、市民参加による取組みや地域振興を目的とした様々な
収穫の秋の品々があります。その一部をご紹介します。

収穫の秋の品々

特別純米醸造酒「高峰」
畑町の畑第三営農組合が栽培、収穫した自
主生産米１００％山田錦で製造。平成 11
年度から開始された取組み。本年度も、ま
ろやかでマイルドな味わい。

富田の里味噌
富田まちづくり協議会が、県の補助を受け、
住民参加により取り組んだ手作りの味噌。
原材料は富田地区で栽培した無農薬の大豆
を使用。

加西ワイン「根日女の舞 ２００８」
ぶどう栽培農家の活性化のため、加西市と
ＪＡ兵庫みらいが開発。今年で 20 年目を
迎え、地域に愛され育てられてきたワイン。
女性にも飲みやすい、スッキリした味わい。
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固定資産税（都市計画税）に関する届出

【問合先】　財務部　税務課　資産税係　☎428713　

　償却資産（固定資産税）の申告は、1月 20 日（火）までにお願いします。

■償却資産の申告について

■償却資産（固定資産税）の耐用年数が変わりました。

■家屋について

今回改正された耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、賦課期日が平成 21 年 1月 1日のため、平成 21 年度分の固
定資産税から適用となり、平成 20 年 1 月 2日以後に取得した資産についてのみ適用するのではなく、既存の資産も
含め、所有する全ての資産について適用となります。平成 19 年以前に取得した資産の平成 21 年度の評価額は、前年
度評価額である平成 20 年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることにより、また、平成 20
年中に取得した資産の平成 21 年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じる
ことにより、それぞれ算出します。
　なお、既存の資産について、資産の当初取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行ったり、法人の決算
期により改正後の耐用年数の適用時期が左右されたりするものではないことに十分留意してください。
※改正後の耐用年数表は、市ホームページに掲載していますのでご覧下さい。

申告していただく方
　個人や法人で事業を行っている方のうち、加西市内において、その事業に用いることができる
資産をお持ちの方は、毎年 1月 1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

申告の対象となる償却資産について
　固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所
得税法又は法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
　ただし、次のものは対象外となります。
　・自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等。
　・耐用年数が 1年未満又は取得価格が 10 万円未満の資産で、一時に損金 ( 必要な経費 ) に算入されたもの。
　・取得価格が 20 万円未満の資産で、一括して 3年間で損金（必要な経費）に算入されたもの。

「事業」及び「事業の用に供する」とは
　「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得
ることを直接の目的とすることを必要としません。
　「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他
人に貸し付ける場合も含みます。
　新規事業者や事業用の償却資産を所有されている方で申告の必要があるかどうかご不明な方は資産税係までお問合わ
せください。

　固定資産税（都市計画税）は、毎年 1月 1日現在の状況で課税することになってお
ります。平成 20 年中に家屋を新築、増築され未評価の方や、家屋を取壊された方は、
ご連絡ください。

電子証明書を取得して e-Tax の利用が便利です

【問合先】　市民福祉部　市民課　☎428720　住基カード、電子証明書の取得方法の詳細についてはこちらまで。

　加西市に住民票のある方は、
市民課窓口で住民基本台帳カ
ード（住基カード）を入手し、
申請書を提出して取得できま
す。（発行手数料として、住基

カードは 500 円、電子証明書は 500 円が必要）本人確認
書類として、運転免許証、パスポートなどの官公署が発行
した写真付きの証明書をご本人がご持参ください。

　平成 20 年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子証明書を利用して、平成 21 年 1 月 5 日から 3月 16
日までの期間内に e-Tax（国税電子申告・納税システム）で行う場合、所得税額から最高 5,000 円（その年分の所得税額
を限度とします。）の控除を受けることができます。
※平成 19 年分の確定申告で、この税額控除の適用を受けた方は受けられません。

■電子証明書の取得方法

　e-Tax を利用するには、電子証明書の取得が必要です。電子証明書とは、住民が安心してインターネットを通じて国や
地方の行政機関が行う電子申請・届出等の行政サービスを受けるために利用するもので、都道府県・市区町村からは個
人向けに「公的個人認証サービス」による電子証明書が発行されています。
確定申告時期が近づくと、電子証明書の発行の際に窓口で相当お待ちいただく場合もありますので、電子証明書の取得
はお早めにお願いします。

　「公的個人認証サービス」の電子証
明書は住基カードの中に入れますの
で、IC カードリーダライタという住
基カードの情報を読み取るための装
置をご準備ください。
IC カードリーダライタは家電量販店

やインターネット販売で購入できます。（参考価格：2,500
～ 4,000 円程度。カードの種類により異なります。）

■電子証明書の他に準備していただくもの

■詳細な情報については、次のホームページをご覧ください。

住基カード　http://juki-card.com/index.html
電子証明書（公的個人認証サービス）　http://www.jpki.go.jp/index.html
IC カードリーダライタ　http://www.jpki-rw.jp/
e-Tax（国税電子申告・納税システム）　http://www.e-tax.nta.go.jp/
e-Tax 確定申告特集ページ　http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/

■納期内完納にご協力をお願いします。　問合先：税務課税制係　☎428712
平成 20年度固定資産税 3期と国民健康保険税・介護保険料（普通徴収）第 6期分の納期限は、　　　　　　　　　です。12月25日（木）

看板設置スペースのプロポーザル募集

【問合先】　財政課　☎428704

　千歳橋交差点近くに商業看板等を設置できるスペースが
あります。市では、これを民間事業者（広告代理店等）に
貸して賃料を受け取り、新たな歳入とする考えです。

■貸地場所：北条町千歳橋交差点花壇
■広告物の条件：市役所又はホームページで閲覧ください。
■締切：2月末日まで
※掲示する広告物は、
周辺景観の形成に配
慮したものとし、兵庫
県屋外広告物条例に
よる許可が必要です。

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書

【提出先】　農業委員会事務局　☎428782

　毎年１月１日現在で農業委員会委員選挙の選挙権行使の基
本となる選挙人名簿を作成します。12月中に区長（農会長）
さんを通じて「選挙人名簿登載申請書」を農家のみなさんへ
配布しますので、該当する方は注意事項を読み、押印の上、
農業委員会事務局まで提出してください。
選挙権を有する人：
①加西市に住所を有し、平成元年4月1日以前に生まれた人
②10a以上の農地について耕作の業務を営む人、または、同
居の親族、配偶者で概ね年間60日以上の耕作に従事してい
る人
提出期限：1月 9日（金）までに下記へ

看板設置スペース

ICカードリーダライタ

税務課窓口（市役所 2階）▶
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講座・イベント

入場無料！映画上映イベント
ねひめ CUE !　
「そして人生はつづく」
日時：12/26（金）19:30 ～ 21:05

地域交流センター
映画上映イベントガイド

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

体力の低下が気になる男性のための
有酸素運動教室です。
日程：2/5 ～ 3/26 の毎週木曜日
10:00 ～ 11:30　計8回
対象：男性
募集人数：20名
参加費：一人1回150円
※「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。詳細は下記まで。
申込先：健康増進センター
☎423621

男のステップエクササイズ

介護予防リーダーの養成講座です。
日時：2/3、2/13、2/17、2/24、
3/3、3/10　計6回　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館　3階研修室
講師：motto ひょうご事務局長　栗
木剛氏ほか
内容：レクリエーション、認知症講習、
転倒予防、体操指導、交流会など
対象者：地域での介護予防推進に協
力いただける方
定員：40名（先着）
申込締切：1/28（水）
申込先：社会福祉協議会地域福祉推
進室☎431281

いきいきはつらつリーダー
養成講座　ステップアップ編

成人としての第一歩を踏み出され、
夢と希望に輝く新成人の皆さんをお
祝いする成人式を開催します。ぜひ
ご参加ください。
日時：1/11（日）　10:00 ～
受付は 9:30 ～ 10:00
場所：市民会館　文化ホール
対象者：市内に在住し、S63.4/2 ～
H 元年 4/1 に生まれた方（案内はが
きをご持参下さい。市外へ転出され
た方で案内はがきのない方も当日会
場で受け付けます。）
問合先：市民交流課☎42 8775

はばたけ新成人！
加西市成人式のお知らせ

輝かしい新春を寿ぐため、新年交歓
会を開催します。どなたでもご参加
いただけます、ぜひお越しください。
日時：1/5（月）13:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
主催：加西市・加西市議会・加西商
工会議所
問合先：秘書課☎42 8701

新年交歓会

市民会館からのお知らせ

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
問合先：市民会館☎43 0160

Family ～ おかだ兄弟ハートフルコ
ンサート in かさい ～
日時：1/18（日） 14:00 開演 
出演者：岡田健太郎 ･ 岡田和宏 ･ 岡
田通利
入場料：大人 2,000 円（こども 1 名
無料）、4 歳以上高校生以下 500 円
全席自由（当日 500 円増）
前売チケット発売中：市民会館・お
やこ劇場・各公民館・アスティアか
さい地域交流センター
問合先：市民会館☎43 0160
加西おやこ劇場☎43 0830

N ゲージや触れるプラ模型の展示、
三木鉄道写真展や鉄道関係書物の展
示を行います。
期間：1/4（日）～ 12（月）
場所：三口町「ふく蔵」ギャラリー
問合先：ステーションマスター法華口
駅長（上谷）☎090-1956-1810

新春鉄道展　
ありがとう三木鉄道と「紫電
改」の通った路

ランドマークに
登って初日の出を
拝み、下山後みん
なでお雑煮を食べ
て新年を祝う新春
のつどいを開催し
ます。ぜひご参加
ください。

日時：1/1（木）6:00 ～（受付）
場所：集合　加西球場東側駐車場
　　　登山　ランドマーク
※小学生以下には参加賞あります。
問合先：青少年団体連絡協議会
☎42 8775

新年をランドマークで！
新春のつどいのお知らせ

ニーズ調査にご協力を！

【問合先】　経営戦略室　☎428700

　「加西市次世代育成支援
行動計画」策定にかかるニ
ーズ調査を行うため、無作
為抽出した就学前児童、小
学生をお持ちのご家庭、お
よび高校生にアンケートを
郵送配布しています。

　みなさまの子育て支援や環境に関するご要望や将来に対
する希望を把握し、市政に活かすための重要な調査です。
アンケートが届いた方は、ご回答の上、12 月 18 日（木）
までに同封しています返信封筒でご返送ください。

田遊びの古式ゆかしい静の所作と、
鬼会の躍動感溢れる動の所作は、観
衆の心を室町の世界へと誘うことで
しょう。
ボランティアガイドがご案内しま
す。（国重要無形民俗文化財）
時間：1/8（木）18:00発～ 21:30頃
集合場所：加西市観光案内所
参加費：1000円（バス代・保険料等）
定員：25名（先着順・要予約）
申込先：観光案内所☎&℻  428823

ふるさと再発見の旅
新春イベントツアー
東光寺の田遊び・鬼会鑑賞会

無作為にアンケートが届きます

意見を募集しています

【問合先】　長寿介護課　☎428788　℻  428955

　市では、「加西市高齢者福祉計画・第 4期介護保険事業
計画」の策定を進めています。
　現在、これまでの検討結果として、計画の基本理念・基
本目標等の考え方を示す「中間のまとめ」を市ホームペー
ジや各公民館、地域交流センター（アスティアかさい 3階）
で 12 月中旬に公表予定です。
 ご覧いただき、ご意見やご提案を郵便・FAX などでお寄
せください。

■募集期限：1月 19 日（月）

開催日：12/23（火）
■無料体験レッスン 13:00 ～ 14:00
女性の方は、ヒールカバーをご持参
ください（お持ちでない方は事前に
お申し付けください）
定員：なし　当日会場で受付ます。
講師：岡路義彦プロ・酒井圭子プロ
■クリスマスダンスパーティー
14:00 ～ 17:00　
参加費：500 円　要申込み
※来場・観客無料
場所：アスティアかさい 3 Ｆ　交流
プラザ
問合先：地域交流センター
☎43 0106

ダンスサークルすみれ
クリスマスダンスパーティー

真冬の屋台村  in  加西 　12月21日（日）11:30 ～ 18:00
アスティアかさいビル屋上広場に１日限りの屋台村が
出現。Ｂ級ご当地グルメの姫路おでんや高砂にくてん。
ベトナム、中華、インドネシアなどの多国籍料理。地元、
万願寺の原始人会ミニぼたん鍋。その他、市内のグル
メなお店も多数出店。
　また、巨大マグロの解体ショー＆即売会や街角コン
サート等、盛りだくさんのイベントで元気な加西を皆
さんにお見せします。ぜひお越し下さい。
問合先：商工会議所青年部　☎42 0416

楽しいことは待ちきれない！年越しに
欠かせないそばや、お正月飾りを作っ
てお正月気分を先取りしよう！！

南部公民館  冬の親子体験教室

やって満足、食べて満腹！親子でそ
ば打ちに挑戦
日時：12/23（火）　9：30 ～ 13：30
対象：園児・小学生と親又は祖父母
定員：20組　※先着順
参加費：1,000円

アーティスト気分！お正月をステキ
に飾ろう
日時：12/24（水）
13：30 ～ 15：30
対象：園児・小学生
と親又は祖父母
定員：30組　※先着順
参加費：1,500円

申込期間：12/20（土）まで
申込先：南部公民館☎490041

加西市を美しいまちにしましょう。
日時：12/23（火・祝）
9:00 ～ 11:00（小雨決行）受付8:30
集合場所：市役所玄関前
清掃場所：市役所・アスティアかさ
い・丸山公園・加西インター周辺等
持ち物：ごみバサミ、軍手
参加料：無料
主催：社団法人倫理研究所家庭倫理
の会かさい市
申込先：長田達子税理士事務所
☎421095　 ℻  431113

クリーンアースデーのご案内

ラジオ体操の動作を
しっかり覚えて、毎
日の健康づくりに役
立てていただく教室
です。

日程：2/2 ～ 23 の毎週月曜日
13:30 ～ 15:00　計 4 回
対象：60 歳以上の男女
募集人数：20 名
参加費：一人 1 回 150 円
※「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。
申込先：健康増進センター
☎42 3621

ラジオ体操から始める
健康づくり教室
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お正月あそび
大きな「福わらい」や風船の「羽根
つき」で遊びましょう！ お年玉も
あるかも？お楽しみに！
日時：1/15（木）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

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。遊びに来てね。
日時：1/9（金）・29（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：1/20（火）10:30 ～ 11:30　
食育について
アドバイザーの方を迎え、添加物な
ど食育についてのお話があります。
お友達を誘ってきてね。
日時：1/27（火）10:30 ～ 11:30

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

10年電池・煙感知式の火災警報器取
り付け助成を随時受付しています。
対象：65歳以上のひとり暮らしの方
自己負担額：
前年所得税非課税の方3,500円
前年所得税課税の方4,500円
※取り付けまで行います。
※個人で購入された物に助成する制
度ではありません。
※すでに助成を受け、設置されてい
る方は対象外です。
申込先：長寿介護課☎428728

ひとり暮らし高齢者
火災警報器設置の助成制度

アスティアかさいにちょっと早いク
リスマスがやってくる！恒例のオリ
ジナル劇「gogo ！メリークリスマ
スⅥ」やよさこい焔（ほむら）ジュニ
アリーダークラブのお兄さんお姉さ
んと「ポニョ」を一緒に踊りましょ
う！はばタンも来るよ！
日時：12/21（日）
一部10：40 ～　二部12：00 ～
場所：アスティ
アかさい１階セ
ンタープラザ　
入場：無料
※よいこのみん
なには、サンタさ
んからのクリス
マスプレゼント
もあるよ
問合先：市民劇団おおきな木（タカ
セ）☎422382

ねひめ de POMのクリスマス

日時：1/17（土）※雨天 18（日）
開会式9:00　競技開始9:30
場所：善防中学校周辺コース
参加資格：加西市内に居住、勤務、
通学している人
チーム編成：5人で 1 チーム
一般の部（中学生以上で編成した
チーム※男女不問）総距離10.6㎞
壮年の部（30歳以上で編成したチー
ム※男女不問）総距離8.9㎞　
女子の部（中学生以上の女子で編成
したチーム）総距離8.9㎞
参加費：中学生以下の選手が 3名以
上のチーム 1,000円、16歳以上が 3
名以上のチーム 2,000円
申込締切：1/9（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37回市民駅伝競走大会

募　集

11 月末現在、加西市では交通事故
で 4 名の方が亡くなられており（経
過死亡含む）、そのうち 3 名が高齢
者です。運転される方は早めのライ
ト点灯、歩行者の方は反射材の着用
等、よく見る、よく見られるを実践
ください。
問合先：市民参画課☎42 8751

早めのライト点灯を

市では、平成21年度臨時職員（アルバイト・パート）を下記のとおり募集します。

平成21年度臨時職員を募集します

募集職種 資格免許 賃金単価

事務補助 不要 日額　 6,600 円

保育士・子育て支援員
要 日額　 7,400 円

幼稚園教諭

保育士（延長保育）
要 時間給 1,150 円

幼稚園教諭（預り保育）

学童保育指導員 有資格者
優先

時間給 1,300 円

学童保育指導補助員 時間給 1,100 円

調理師 要 時間給　870 円

学校校務員 不要 時間給　840 円

作業員（清掃・土木） 不要 時間給 1,025 円

保健師

要
時間給
1,270 円～ 1,720 円
（経験年数による）

社会福祉士

精神保健福祉士

介護支援専門員

看護師 要 時間給 1,260 円～ 1,700 円

レセプト点検員 要 時間給     930 円

特別支援学校介助員 不要 日額　 6,600 円

※賃金単価はH20 年度実績であり変更されることがあります。
※職務内容や勤務時間等は、市ホームページをご覧ください。

年 　 　 齢：60 歳未満（全職種）
受 付 期 間：1月 23 日（金）までに次の書類を持参または郵送。
　　　　　　（ただし、郵送の場合は希望職種を明記ください）
提 出 書 類：①市販の履歴書
　　　　　　②免状または資格証の写し（資格・免許が必要な職種）
面接予定日：1月 31 日（土）（面接時間は後日通知します。）
申 込 先：総務部総務課☎42 8702
※図書館アルバイト及び公民館事務員の募集は 1月広報でお知らせします。

募集人員：常勤臨時職員 1 名
　　　　　学生臨時職員若干名
勤務内容：地域交流センター窓口業
務及び事務補助など
募集期間：12/15（月）～ 21（日）
※履歴書を地域交流センターまで持参。
勤務時間：9:15 ～ 18:00
採用期間：1/5 ～ 3/31 ※更新可
応募資格：高卒以上で 59 歳まで。
※その他詳細は下記まで
問合先：地域交流センター☎42 0106

地域交流センタースタッフ募集

内容：子育てに関する相互援助活動
の支援並びに会員交流事業
募集人員 ：１名
資格：保育士、幼稚園教諭、小学校
教諭、看護師のいずれかの免許保有
雇用期間：1/6 ～ 3/31（更新可）
勤務時間：8:30 ～ 17:15
申込期限：12/26（金）
※その他詳細は下記まで
申込先：総務課人事係 ☎42 8702

加西市ファミリーサポートクラブ
アルバイト募集

くらし

1/24（土）に、健康福祉会館にて古
本市を開催します。ご自宅で読み終
わった本などの提供をお願いします。
売上金は福祉活動に活用いたします。
受付期間：1/9（金）まで
9:00 ～ 17:00 受付（土・日・祝日と
12/27 ～ 1/4 は除く）但し、12/20（土）
9:00 ～正午は受付あり
受付場所：健康福祉会館 2棟 2階ボ
ランティア活動室
提供物：ビデオ、DVD、CD、ゲーム
ソフト、文庫本、新書、単行本、コミッ
ク漫画、絵本、専門書、全集など（雑
誌、週刊誌、教科書、名前を書いた物、
落書きのある物、汚損のひどい物は
ご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会 ☎43 8133 　℻  42 6658

古本市への提供
ご協力お願いします

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、正確に記入してください。
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

■上水道
アパート等の引っ越しなどにより使
用者が変わるとき、水道の使用を廃
止するとき、水道の使用の一時休止
するとき等、転居・転出・転入され
た方は届出が必要です。
■下水道
下水道を使用されている水道水と井
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。現状は井戸
を使用していなくても、届出がない
と変更ができませんので、変更があ
る場合は、早急に届出をお願いしま
す。また、異動届等の提出以前の料
金はお返しできません。
※いずれも届出用認印が必要です。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

上下水道に関する届出

蔵書は年内に処分の予定ですが、それに先立って、お好きな本を市民のみなさ
んにお持ち帰りいただいています。どうぞご来館ください。また、廃止後のス
ペース（14.4m× 6.5m）の有効活用法も検討中です。公民館に賑わいをもた
らす素敵なアイデアを、ぜひお寄せください。問合先：善防公民館☎482643

善防公民館図書スペースを廃止します

「歳末たすけあい運動」が全国的に行
われ、加西市でも、新たな年を迎え
る時期に支援を必要とする人たちが
地域で安心して暮らすことができる
よう、様々な地域の福祉活動を展開
しています。皆さまのご協力をお待
ちしています。
問合先：社会福祉協議会☎42 8888

歳末たすけあい運動にご協力を

恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚
者の「ご本人」に、『特別慰労品』を
贈呈しています（ご遺族の方は対象
とはなりません）。「引揚者」は、終
戦の日まで引き続き 1年以上外地で
生活していて戦後引き揚げてきた家
族全員が対象です。
請求書等は、社会福祉課の窓口にあ
ります。未請求の方は、早急に申請
してください。
資格要件等の質問は、次の独立行政
法人平和祈念事業特別基金まで
※請求に関する「お問合せ」や「ご
相談」は無料です。
問合先：☎0120-234-933
（月～金　9：15～17：15　土日祝日休）

平成21年3月31日で
「特別慰労品」贈呈の受付が終了

「そば打ち」や「そばの栽培」等についてのお問合せ、そばに関する情報提供は、ふるさと営業課☎42 8740 まで。



■人権相談　 10:00 ～ 15:30  　2/3（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　2/3（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  
　12/25（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  
    1/8（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  
　1/8（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
　12/24（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  
　1/10（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）

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 
12/22（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 10月生まれの乳児　
■4か月児健診  1/6（火）13:00 ～ 13:45
H20. 8月生まれの乳児
■1歳6か月健診  1/13（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 7月生まれの幼児
■2歳児教室　12/24（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H18.12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 1/20（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 11月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   1/22（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  1/29（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。
■パパママクラブクラブ（予約制）  
3/5（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。

相　談
　　　  は受付時間です

お  く  や  み

正木初子 82 正木　守 山下町
小泉由己 66 小泉新吾 野田町
井上嘉代子 73 井上　忠 北条町本町
高橋うめの 94 高橋孝光 北条町西高室
深山かめの 99 深山道夫 広原町
福田光夫 83 福田昭宏 上道山町
福井六津己 75 福井秀人 上道山町
繁田みのぶ 60 繁田義康 青野町
谷川正明 65 谷川一一 中西町
山本正義 78 山本義明 野田町
高見和男 78 高見直樹 別府町甲
西村きよゑ 90 岩井ひさよ 鶉野町
柴田　勝 51 柴田昌敏 若井町
東郷　優 80 東郷良民 王子町
橋爪成雄 86 橋爪成裕 田原町
定行定治 92 定行　隆 鴨谷町
池田智恵子 72 池田政人 上万願寺町
橋爪利夫 87 橋爪昭彦 田原町
玉田定治 78 玉田秀樹 玉野町
國田　稔 90 國田博美 上万願寺町
増田智子 49 増田久和 北条町古坂
後藤　正 80 後藤みゆき 吸谷町
藤井輝雄 94 長谷川八郎 西上野町
増田榮二 87 増田初男 畑町
藤城良春 73 藤城直樹 上宮木町
石野泰三 71 石野由紀子 中西町
辰巳輝昭 64 辰巳龍介 倉谷町
古田　巌 95 古田　隆 福居町
三木きのゑ 83 三木徳昌 山下町
松本たまゑ 87 松本秋男 山下町
石田陽子 44 石田勝三 北条町東高室
織部ミサヱ 86 織部　徹 島町
藤田浩一 80 藤田和宏 畑町
内藤芳一 71 内藤芳孝 河内町
原　澄子 92 原　平和 北条町横尾
甘中まさの 92 甘中昭男 笹倉町
齋藤ミネ 76 斉藤友紀 北条町東高室
安富ちよの 97 安富正樹 畑町
山端さわ子 75 山端一寿 繁昌町
高見とみ 102 高見　修 鍛治屋町
飯山祐市 76 飯山泰行 北条町横尾
長岡ヤヱ子 82 常峰勝美 都染町
織田正男 88 織田敏和 島町

  死亡者 年齢    喪主   町名

12月21日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
12月23日（火） 横 田 内 科 医 院 （北条町☎425715）
12月28日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）
12月31日（水） おりた外科胃腸科医院 （北条町☎426000）
1月 1日（木） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
1月 2日（金） みのりクリニック （下宮木町☎498470）
1月 3日（土） つ つ み 神 経 内 科 （野上町☎452050）
1月 4日（日） 北 条 田 仲 病 院 （北条町☎424950）
1月11日（日） 米 田 病 院 （尾崎町☎483591）
1月12日（月） 田尻内科循環器科 （北条町☎437931）
1月18日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）

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。

敬称略。11月1日～ 30日掲載希望届出分

インフルエンザにご注意を！
予防のポイント
■外出後の手洗い、うがい。
■室内の換気と湿度を保つ。
■十分な睡眠。
予防接種を予定している方は早めに
受けましょう。

年末年始の各施設のお知らせ
　年末年始の市役所業務は、暦の関係上、例年より長い期間休業となります。
住民票や各種証明書などがご必要の場合は、早めにお手続き下さい。

施設（電話番号：市外局番 0790） 休業期間

市役所 ※1　※2 ☎42 1110 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

加西病院　※救急外来は通常どおり ☎42 2200 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

収集カレンダー
による収集

ごみ収集 ☎46 0602 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

し尿収集 ※3 ☎46 0334 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

クリーンセンター
ごみの持ち込み
 ※4 ☎46 0602

燃やすごみ 12/27( 土 )・28( 日 ) と
12/31( 水 ) ～ 1/4( 日 ) は休業

※ 12/29( 月 )・30( 火 ) は
　年末特別開場日で業務を行っ
　ています。

燃やせないごみ

埋め立てごみ

粗大ごみ

斎場 ☎44 0760 1/1( 木 )・2( 金 )

市民会館 ☎43 0160 12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

地域交流センター ※2 ☎42 0106 12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

図書館 ☎42 3722 12/28( 日 ) ～ 1/5( 月 )

健康福祉会館 ☎42 6700
※各種サービスについてはお問い合わせください

12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

体育センター ☎47 1420
※体育館、テニスコート、球場を含む

すぱーく加西 ☎42 6302
アクアスかさい ☎42 3465
加西南テニスコート ☎49 3870

12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

オークタウンかさい ☎44 2595 12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

善防公民館 ☎48 2643 12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

中央公民館 ☎42 2151 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

南部公民館 ☎49 0041 12/28( 日 ) ～ 1/4( 日 )

北部公民館 ☎45 0103 12/27( 土 ) ～ 1/4( 日 )

　善意の花束：加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付 敬称略

※ 1　出生届・婚姻届・死亡届は、市役所東側宿直室で休業中も受付しています。
※ 2　住民票・印鑑登録証明書自動交付機（市役所・地域交流センター設置）は、
　　　12 月 28 日（日）～ 1月 4日（日）まで休止となります。
※ 3　し尿収集を 26 日（金）に希望される方は、午前中までにお申込下さい。
※4　クリーンセンターへの受入時間は9時～16時30分（但し12時～13時は除く）
　　   です。年末は混雑が予想されますので、早めの持込にご協力ください。来場 
　　   時は、小銭の用意にもご協力を。

　■一般預託　　　　　　株式会社   アオノリゾート 23,113 円
　　　　　　牡丹 20,000 円
　　　　　　株式会社   本陣 11,443 円
　　　　　　山下　薫 80,000 円



　ふるさとの四季の写真をお寄
せ下さい。市の広報はじめ観光
パンフレット等に使わせていた
だきます。
　下記までお問合せ下さい。

【問合先】経営戦略室☎42 8700

ふるさとの写真募集

おはつき銀杏（殿原町） コハクチョウ（ねひめ白鳥の会撮影）
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県大会優勝の北条中学校が全国駅伝大会に初出場

ふるさと納税は加西市に
　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。
　ふるさと納税制度により、加西市にお金を寄付していただくと、
5,000 円を超える分が居住地の住民税などから控除されます。所得税（国
税）で国に納付される替わりに、ふるさと納税によって市民の皆さんの
実質的なご負担を増やさない形で、ふるさと加西にご寄付いただけます。
　ふるさと納税を本年中にされた場合、平成 20 年分所得税・21 年度住
民税の控除対象となります。ご寄付の仕方や特典などについては、下記
にお問い合わせ下さい。

【問合先】　経営戦略室　☎428700　詳細・寄付申込はふるさと納税専用ページへ http://www.city.kasai.hyogo.jp/furu/index.htm

ふるさと納税をされる三枝輝行氏（左）と東郷副市長　12 月 10 日現在、大阪加西会会長・三枝輝行氏（元阪神百貨店会長、
加西市政策顧問）、東京加西会元会長・長尾千秋氏はじめ、全国 20 名
の方から、362 万 5千円のご寄付をいただいています。

　北条中学校が、12 月 21 日（日）に山口市で開催される「第 16
回全国中学校駅伝大会」に出場します。
　北条中は、11 月 15 日に開催された第 57 回兵庫県中学校駅伝競
走大会において優勝。11 月 2 日に開催された東播磨大会では、加
古川山手中学校に破れ 2位となりましたが、県大会では第 5区で
加古川山手からトップを奪いそのまま逃げ切り、30 年ぶり 2回目
の優勝を果たしました。なお、30 年前は全国大会がなかったので、
全国大会は初出場です。
　これを受け市では、12月8日に市役所で壮行会を開催。市長は「市
民の大きな励みとなるよう、全国の舞台でがんばってほしい」と選
手らを激励しました。
　主将の工藤君は、「今までの総決算として、一生懸命タスキを繋
げたいです」と意気込みを語ってくれました。

【問合先】　北条中学校　☎426300

■監督　稲岡　進　　
■選手　主将　工藤大輝（3年）　牛尾太郎（3年）　正中湧也（3年）　
　　　　　　　高瀬　駿（3年）　中川大貴（3年）　高田航志（2年）
　　　　補欠　吉村幸樹（2年）　小林順一（1年）　高瀬　慧（1年）

稲岡監督（後列右から 2人目）と陸上競技部選手の皆さん。

市長からの応援に選手の皆さんは健闘を誓いました。


