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2009 No.5381
平成21年1月15日発行

公共サービスは誰が担うものか              p4
所得税の確定申告に関するお知らせ              p6
小学校統廃合等に関する今後の予定              p7
病院のコーナー                p8
長寿医療制度の保険料のお支払い方法              p9

タウントピックス             p10
市営住宅入居者募集            p13
講座　イベント　募集情報            p15
休日のお医者さん　相談日程            p19
ふるさとの写真募集            p20

〈特集〉　明けましておめでとうございます。今年も信念をもって、市政運営に邁進します。 p2



2 3

明けましておめでとうございます。
今年も信念をもって、市政運営に邁進します。　

　市長に就任して丸 3年半が経過しました。行財政改革の具体的な成果が上
がってきたこともあって、私の市政運営について、市民の皆様のご理解も深
まってきたのではないでしょうか。
　例えば、就任時 588 億円あった市の借金を過去 3年間で 528 億円に減らし、
60 億円の財政効果を上げることができました。また、北条鉄道の経常赤字を
半減しただけでなく、単なる赤字ローカル鉄道を加西の情報を全国発信する
宣伝装置に変えることができました。これも偏に、市民の皆様のご理解と職
員の協力があってのことと感謝しています。
　さて、平成 21 年の始まりに当たり、私の想いを申し述べ、年頭のご挨拶に
代えたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

■広報と情報開示についての考え方
　先の 12 月議会で、「市長は広報紙を私物化しているのではないか」「テ
レビ出演の目的は何か」などの質問がありました。「広報かさい」では、
加西市のトップとしての考えを述べているものであり、市民の皆様に市
長の政策やビジョンを示し、あるいは問題提起しているものです。当面
する問題や懸案事項などについて、常に市民の皆様に発信し、説明する
責務が市長や市役所にはあります。
　報道各社には定例または臨時記者会見で発表するほか、ファックスの
一斉送信により情報提供しています。それを受けて、実際に取材し報道
するか否かは、報道各社の方針や判断です。
　私は、プラス情報はもちろんのこと、通常、多くの自治体では秘匿し、
公表を手控えたがるようなマイナス情報も、進んで公表しています。例
えば、昨年 9月の学校給食における事故米食材について、緊急記者会見
を行ったのも、事実を速やかに公表することで保護者や市民の皆様に、
早期に正確な情報を伝え、被害の拡大を未然に防ぐとともに、市民の皆
様の過度の不安を沈静化しようという意図からでした。

冨森助右衛門役の中川市長
赤穂市は、加西市の義士友好親善都市です。第 105 回赤穂義士祭（12/14）
の前日、中川市長は、市内上芥田町の久学寺に参詣、小野寺十内父子にも墓
参しました。物産市会場では、ふるさと営業課職員が加西の酒、ワイン、米、
野菜饅頭などを販売。市長も、赤穂と加西のコラボレーションによる新たな
特産品開発などを提言しました。

　本会議でどのような質問をするか、事前通告をもとに各議員に直接聴
き取りし、予め答弁書を用意して、議会審議に入るのが慣例です。
　したがって、日頃の議員活動や事前のやり取りで双方の意見や説明は
なされている訳ですから、本来であればもっと効率的かつ建設的に審議
されるべきものです。
　一部誤解や曲解も含め似たような質問や本質的でない枝葉末節の議論
が繰り返され、市長以下多くの管理職が長時間拘束されるのは、たいへ
ん非効率です。細かな質問は本会議でなく、課長クラスが出席する委員
会においてされるべきです。
　議会の慣例や運営方法を見直せば、審議時間を相当短縮することが可
能です。例えば、本会議に出席する議員や管理職そして待機する職員の
人件費の総額は、1時間あたり 200 万円近い額になりますので、議会の
空転・混乱は、市政推進上大きな機会損失です。

■市議会対応上の問題点

朝日放送「ムーブ」に出演（5/13）
全国約 1,800 人の首長の中で、道路特定財源の一般
財源化を主張したのは数名。テレビ各局に出演、市
道整備よりも学校施設の充実や医療環境の整備など
加西市としての考え方を主張。朝日新聞などでも全
国報道されました。（12/26）

事故米に関する緊急記者会見（9/21）
教育委員会と連携し市長自ら徹夜で資料を作成、そ
の内容は市のホームページに掲載するとともに、か
さい防災ネットを利用して市民の皆様へ携帯メール
で発信しました。

東洋大学での公民連携トップセミナー（11/23）
市役所業務の大半を民間委託し効率経営をしている
米国サンディ・スプリング市のシティ・マネージャ
ー、その構想を実現させた元 AT ＆ T 副社長で作家
のオリバー・ポーター氏らに質問する中川市長。

マスコミへの情報発信資料
定例記者懇談会や臨時記者会見の開催通知のほか、
ニュースレポート（リリース）を FAX で随時情報
提供。それを掲載するか否かは報道各社の判断です。

12 月市議会本会議の様子
本会議は誰でも傍聴できます。自宅でインターネッ
ト中継もご覧いただけます。

　講演・原稿執筆・マスコミ取材等に積極的に応じることで、加西市の
更なる情報発信につなげています。

兵庫県立大学での国際公共経済学会第 23 回研究大
会（12/7）
「社会的サービスと地域活性化」をテーマにした全
体会議に中川市長もパネリストとして参加。市の取
り組み状況を市内外にＰＲ。

■市外での市長会や研究会等にも積極参加

　私は、前々から加西市議会の運営方法を見直していただくよう議会に
再三お願いをしています。議員定数 18 名や議員報酬額を減らすべきだと
の声がよく寄せられますが、議会のことは議員にしか決められません。
　議員は普段から市政の実態をよく調査し、本会議では、前向きで建設
的な政策論争がされなければなりません。その気になれば、制度的には
議員提案も可能です。議会は、情緒的な思考や感情的な対立ではなく、
具体的な政策を示し、その是非を論争すべき場です。
　行政と議員が実り多い論争をする中で、全国の自治体の手本となるよ
うな素晴らしい条例や施策を加西で作っていきたいと思います。
　12 月議会では、市民共通の財産とも言える加西市の環境や景観を守り、
良好な都市開発や土地利用を誘導するための「開発調整条例案」が、残
念ながら賛成 7、反対 9で否決されました。是非とも 3月議会に再度提
案して早期に条例化しなければ、市民が望まない乱開発や違法な土地利
用を止められません。同様の条例は、北播磨の他の 4市でも既に施行さ
れており、加西市はむしろ遅いくらいです。
　加西市の将来のために、真剣に議会のあり方を見直すべき時期に来て
いると思います。議員各位の見識に期待するとともに、市民の皆様には、
市長や各議員の発言内容や賛否状況を適宜チェックされるなど、政治参
加をお願い申し上げます。

■議会は政策論争の場であるべき

　市政情報、観光イベント情報、地域の特産品等を市内外に告知するには、
マスコミの力は極めて有効で費用もかかりません。
　加西市ＰＲのため、私は、報道各社からの取材依頼や出演要請はでき
る限り応じています。本来の市長職務を精力的に遂行しながら、その合
間の限られた時間を遣り繰りして、マスコミ対応や市外行事等にも積極
的に参加し、加西市のＰＲとともに、他市の取り組み事例を学ぶなど、
自らの研鑽にも役立てています。
　出張は単一目的ではなく、同時に複数の用務もこなし、移動中も決裁
や業務指示を行う等、時間を最大限有効に使っています。
　最近では、公会計シンポジウム（8/29・東京）、地方政府創造会議（9/28・
東京）、全国都市問題会議（10/23・新潟）、公民連携トップセミナー（11/23・
東洋大学）、国際公共経済学会（12/7・兵庫県立大学）などに参加しました。

　昨年の市政のメインテーマは環境でしたが、今年は学校問題と病院問題
であると考えます。教育の質向上のために、「加西市未来の学校づくり検
討委員会」の活動が本格化します。また、子供たちの命に係わる耐震化工
事は最優先に取り組みます。児童生徒数の減少と老朽化が進んでいる小
中学校の建て替えと統廃合については、まだ議論が始まったばかりです。
　一方、加西病院については、早期に病院改革プランを策定し公表する
と共に、病院のあり方委員会の答申を受けて、「地方公営企業法の全部適
用」に向け、条例改正等の必要な手続きを進めなければなりません。
　学校・病院いずれの問題も、市民の皆様の意見を聞きながら対応して
いきます。※詳しくは、市ホームページのＷＥＢ市長室をご覧下さい。

■市政の最重要課題
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　市の現状・課題・方策を示すシリーズ「加西の論点」。今回は、アウトソーシング（民間委託）についてご報告します。
　市民のための公共サービスは、これまでは全て行政が行うものと考えられてきました。しかし、最近では介護・福祉
サービスなど、これまで行政の領域と考えられてきた多くの分野で、民間企業やNPOなど多様な事業主体が公共サービ
スの担い手となっています。
　市役所の仕事のあり方を見直し、すべてのサービスを行政が独占するのではなく、多様な担い手との連携・協力によ
って、質の高いサービスをより効率的に提供できるよう自治体経営を革新していきます。

シリーズ加西の論点⑤　公共サービスは誰が担うものか

■加西市の職員構成
　平成 20 年 4 月 1 日現在の職員総数は 1,097 人、その内、正規職員は 713 人、病院に所属する職員は正規職員全体の
38％を占めます。正規職員数を年齢別でみると下記のとおりです。

■定員管理の適正化

■公民連携によるアウトソーシング

■加西市の目指すアウトソーシング

　平成 17 年度に今後 5年間で職員実数を 4.7％削減する集中改革プランを発表しました。業務の民間委託や退職者不補
充等によって、平成 20 年度に目標を上回る 7.5％の削減を前倒しで達成しました。

　老人医療や福祉、税などの度重なる制度改正への対応、変化し多様化する市民ニーズに応えるための行政サービスの
複雑化・高度化など、行政の業務量は年々増加傾向にあります。
　しかし、今後、これ以上、行政サービスが増えたとしても、従来のようにフルラインで職員が張り付き、欠員補充さ
れることはありません。そこで民間事業者へ、業務を委託すること等によって、職員は単純労務から開放された時間を
利用し、専門性の高い業務に専念することなど、公民連携による民間委託を検討する必要性が高まっています。

　事業の棚卸しや仕分けによって、委託可能なものからアウトソーシング（民間委託）しますが、行政の関与がなくな
るものではなく、業務の監視やモニタリングによって、むしろ行政のコントロール機能を高めることになります。
　また、直営事業から、業務委託、所有・移転、施設整備、資金調達、民営化まで、その委ねる業務の幅は広く、選択
枝も多様ですので、両者の果たすべき責任とリスクは双方の合意に基づいて明確に設計することが大前提となります。
　良いサービスを提供するためには、官がいいのか、民がいいのかというサービスの提供主体を問うのではなく、どの
ような供給方法を採択すれば最適化するかを問うことが公民連携の考え方です。

【問合先】　経営戦略室　☎428700　

　加西市は組織や業務の実践方法の見直しを行い、行政の責任領域とその活動範囲を明確化するとともに、民間の資金
力やノウハウの導入を図ることを検討しています。我孫子市や高浜市の事例について検討を行い導入を図ります。

■市民提案型アウトソーシング
　千葉県我孫子市の提案型公共サービス民営化制度は、官と民を同じ土俵に上げて競争入札する市場化テスト方式に改
　良を加えて、これは官民協働で行うべきなので、その仕組みは一緒にやりましょうというアイデアを民間から提案で
　きる制度です。加西市では昨年実施した事業仕分けの結果について民間事業者等から改善提案が出されることを期待
　しています。

　最後は職員の意識改革で、アウトソーシングそれ自体が目的化しないように、職員一人ひとりが、受け持つ業務のサ
ービスレベルとそれに見合うコストを把握し、新たな市民のニーズがどこに生じているかをいち早く見極められるよう
意識改革を進めていきます。

■包括的業務のアウトソーシング
　愛知県高浜市は、市役所の業務を包括的に受託する株式会社を全額出資で設立し、地方公務員法にとらわれない職員
　採用によって、役所のスリム化と地域雇用を創出しています。政策決定や公権力の行使に当たる業務以外は基本的に
　委託可能と考え、人材の育成と質の高いサービスを提供することで包括的な業務委託を可能にしています。　

図はあるプロジェクトを直営、委託、PFI、
民営化の４つの手法で実施したときの質と価
格の最大値を試算したイメージです。官から
民へリスクを移転するとそれがサービスとコ
ストの両面でどのように向上するかを描いた
結果、最も高い点がそのプロジェクトにとっ
て最適な官民の役割分担を表します。

■加西市公民連携フォーラムを開催します。
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技能労務職（現業職員）は近年新規採用をしていません。平成 19 年からは行政職への職種変更も進
めているため、40 代以降の比率が高く、医療職種である看護師では 30 歳前後で落ち込むM字カー
ブの傾向が見られます。団塊世代の退職によって、行政職は比較的フラットな構成になっています。

『財政再建推進計画』や『集中改革プラン』
により、職員数は、H15 年度からの 5 年
間で 89 人削減（11％減）しました。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。

（人）

（歳）

※消防士・保育士を含む

平成 20年度年齢別職員数
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官と民の関わりの度合いは、その事業の
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集中改革プラン
21 年目標ライン

824 815
808

財政再建計画

集中改革プラン

　加西市は昨年 5月に東洋大学と包括協定を締結
し、市役所の業務の民間委託や地域開発などについ
て共同研究を実施してきました。
　昨年7月の中間報告など計4回、のべ26人の実地
調査を行い、今年2月に報告書が完成します。これ
を受けて、加西市でのフォーラムを開催し、市民の
皆様へご報告します。ご参加をお待ちしております。

日時　2月 21日（土）14:00 ～ 16:00
場所　市民会館　大ホール
内容　加西市の将来構想 
　　　行政事務の包括委託
　　　上下水道事業・病院事業の経営改革
　　　資産売却と未利用資産の有効活用

職員数の適正化を進め、行政のスリム
化を図る。

イメージ図出典：東洋大学　根本祐二  教授

医療職種　273 人

技能労務職  77 人

行政職 363 人

官と民の役割分担イメージ図

昨年 7月の中間報告の様子
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所得税の確定申告・市県民税に関するお知らせ

■平成 20年分所得税の確定申告・市県民税の申告期間

【問合先】　税務課　税制係　☎428712　※特に記載のない場合はこちらまでお問合せ下さい。

確定申告期間：　2月 16 日（月）～ 3月 16 日（月）平日、午前 9時から午後 4時まで。
申告受付場所：　市民会館　コミュニティセンター 3階　小ホール
※ 2月 22 日及び 3月 1日の日曜日に限り、閉庁時の申告相談・申告書の受付を行います。平日に勤務等で都合の悪
　い方は、　この 2日間をご利用ください。通常の土・日曜日は閉庁しておりますのでご注意ください。

　市では、次のとおり申告相談・申告書の受付を行います。

　農業所得の申告に当たっては、すべて収支内訳書の作成が義務付けられています。
　これに伴い、収入及び経費については伝票や領収書等に基づいて全て実費により計算していただくことになります。
　確定申告期間中、会場は、大変混雑が予想されますので、「農業所得の収支内訳書」や医療費控除のための「医療費の
明細書」等については、相談会場に来場される前に、まえもって内訳書等に記載されている各項目ごとに分類・集計の
うえご持参くださいますようご協力をお願いします。

■農業所得収支内訳書・医療費の明細書等の作成は事前にお願いします。

■源泉徴収票等の提出について

税務署に提出するもの 市に提出するもの

・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・給与支払報告書（総括表）
・給与支払報告書（個人別明細書）

※１年間の給与支払金額が 30 万円を超える方の分につい
ては、年度途中に退職された方であっても提出が義務付け
られていますのでご注意ください。

　源泉徴収票などの「法定調書」は、２月２日（月）までに、次のとおり提出してください。

※ 給与支払報告書等の提出については、提出期限に余裕をもってご提出くださるようご協力をお願いします。

【問合先】　社税務署資料情報担当☎0795420223　市役所税務課税制係☎428712

　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）の適用者のうち、税
源移譲による税率変更で所得税が減税されることによって、所得税から控除できない住宅ローン控除額が発生、又は控
除しきれない額が増大する場合に、平成 20 年度分以降の個人住民税の所得割からも控除できるようになっています。
　この制度の適用を受ける場合は、対象者自身が、毎年、居住する市に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出し
なければなりません。
　年末調整において住宅ローン控除の適用を受けている方で、『平成 20 年分　給与所得の源泉徴収票』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場合は、税務課へ源泉徴収票を添付して申告書（給与収入のみを
有しており確定申告書を提出しない納税者用）を提出してください。
　また、平成 20 年分所得税の確定申告書を提出される予定の方は、確定申告書と合わせて申告書（確定申告書を提出す
る納税者用）を提出していただきます。この申告書については、確定申告相談会場の場合は、確定申告書と合わせて作
成していただきますが、直接、税務署に提出される場合等は、税務課窓口や税務署で予め入手してください。（市のホー
ムページからもダウンロードできます。）
※平成 21 年度分の住民税から控除を受けるための申告書の提出期限は 3月 16 日（月）です。

■住民税から住宅ローン控除の適用をうけるには控除の申告が必要です。

　平成 19 年 4月 1日以後に取得した減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却す
ることとされました。
　また、平成 19 年 3月 31 日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については、改正前の計算の仕組みが維持
されつつ、その名称が定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に改められるとともに、平成 20 年分以降は、
取得価格の 95％相当額まで償却した年分の翌年分以後 5年間で、1円まで均等償却することとされました。

■農業所得の計算での減価償却費の計算方法が２つに変わりました。ご注意ください。

区分 計算方法

平成 19 年 3月 31 日
以前に取得したもの

旧定額法

【償却可能限度額 95％まで】
取得価格× 0.9 × 旧定額法の償却率（  1     ／耐用年数）

× その年の償却期間（  ○ヶ月  ／ 12 ヶ月）
× 事業専用割合 （  ○％  ）

　＝ 必要経費算入額
【償却可能限度額 95％まで償却が終わったもの】
取得価格の 95％相当額まで償却した年分の翌年分以後５年間は、期首帳簿価額から
1円を控除した金額を５で除した金額が償却費の額となり、1円まで均等償却します。

平成 19 年 4月 1日
以後に取得したもの

定額法

取得価格 × 定額法の償却率 （   1    ／耐用年数）
× その年の償却期間（  ○ヶ月  ／ 12 ヶ月）
 × 事業専用割合 （  ○％  ）

　＝ 必要経費算入額
減価償却費の累積額を控除した金額（未償却残高）が最終的に 1円残ります。

償却資産の計算方法

■平成20年分所得税、消費税確定申告説明会　
日時：1月 29日（木）13:30 ～ 15:30　場所：市民会館コミセン３階小ホール　【問合先】社税務署☎ 0795-42-0223

■税務署からのお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合先】社税務署☎0795-42-0223
国税庁では、平成 20 年分以後贈与税の申告書用紙の事前送付をとりやめることとしました。つきましては、贈与税
の申告書用紙は、「国税庁のホームページ」からプリントアウトしていただくか、税務署及び市役所の窓口でお受け
取りいただきますので、贈与税申告書の事前送付の取りやめについてご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

　償却資産の申告について：償却資産（固定資産税）の申告は 1月 20 日（火）までにお願いします。
　家屋について：固定資産税（都市計画税）は毎年 1月 1日現在の所有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、増築され家屋評価が終わっていない方や、家屋を取壊された方はご連絡ください。

■固定資産税（都市計画税）に関する届出

　【問合先】　税務課　資産税係☎42 8713

【届出先】　　原動機付自転車、小型特殊自動車（トラクター等）　→　税務課税制係☎42 8712
　　　　　　軽三輪、軽四輪　　→       軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所☎ 079-231-4101
　　　　　　軽二輪、二輪の小型自動車　   →      姫路自動車検査登録事務所☎ 050-5540-2067

　軽自動車税は、毎年 4月 1日現在の所有者に対して課税されます。
　廃車、名義変更等の手続きは 3月 17 日（火）までにお願いします。盗難・解体等によりナンバープレートがない場合
も届出が必要です。

■原付・軽自動車の廃車はお早めに

　産地づくり交付金等に係る税制特例については、いわゆる「米の臨特」（個人は一時所得扱い及び法人は圧縮記帳）が
廃止され、水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）、農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）に
係る交付金と併せて一体的に活用する農業経営基盤強化準備金へ移行しました。
　これに伴い、産地づくり交付金等についての所得は、農業所得の計算上、「収入」として取り扱うこととなりますので、
ご注意ください。
※準備金の適用を受けるものについては、必要経費又は損金に算入できます。

■「産地づくり交付金等」についての所得は、農業所得の計算上「収入」として算入してください。
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　市民の皆様、明けましておめでとうございます。旧年

中は、このコーナーにお付き合い下さり有難うございま

した。市民の皆様にお願い事の多い本コーナーでありま

すが、加西病院が活力をもって発展できますよう、本年

もご支援お願い申し上げます。

　さて、年明けも早速お願い事で恐縮です。

　入院する際『完全看護』は多くの方の頭に浮かぶ言葉

のようです。初めて入院される方から、「もちろん完全看

護ですよね」と質問を頂くことが少なくありません。実は、

『完全看護』とは1950年から1957年まで8年間施行さ

れた制度名です。1958年からは『基準看護』に変わりま

した。

　半世紀も前に終わった制度が今も人口に膾炙（カイシ

ャ）するのは、この言葉の持つ魅力的な響きのせいと思

われます。つまり、入院すれば看護師さんが一切を世話

してくれる、という想いです。看護師が看護業務を行う

のは当然の責務です。しかし例えば、理解が困難なため

に突然ベッド柵を乗り越えて転倒しそうになるとか、点

滴中に自分で針を抜いてしまう患者さんがいます。高齢

化社会になってこのような患者さんは急増しています。

看護師がずっとこのような方達の面倒を見ていれば、他

の患者さんに看護を提供出来なくなることは明白です。

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

そこで家族の方に、傍で見守り精神的な落ち着きを図っ

て頂くよう付添をお願いすることがあります。厚生労働

省もこのことを承認しています。

　核家族化が進む中、突然の入院に付き添うのは大変な

ご負担と理解しております。しかし医療スタッフ数は、

現在の医療報酬ではどうしようもない制限があります。

適正な医療と看護を患者さん全体にお届けするために避

けることのできない負担とご理解頂き、ご協力の程をお

願い申し上げます。　　　　　　　　　　　（  病 院 長  ）

『完全看護？』

12 月 9 日、愛の光幼稚園の可愛い園児達から入院中の
患者さんに手作りのプレゼントが贈られました。
元気な挨拶に患者さん達も大いに和みました。
園児の皆さんありがとう。

愛の光幼稚園から可愛いプレゼント

長寿（後期高齢者）医療制度の保険料のお支払い方法

長寿医療制度の保険料で、年金からのお支払い（特別徴収）をされている方について、
これまでは、
①国民健康保険の保険税を確実に納めていた本人が口座振替により納付する場合
②年金収入が 180 万円未満の方が世帯主または配偶者の口座振替により納付する場合
に限って、申し出により口座振替でお支払いいただくことができました。
このたび、こうした限定がなくなり、特別徴収の方全てが口座振替によるお支払いを
選択できるようになりました。

■平成 21年 4月から「年金からのお支払い」と「口座振替」の選択制になります。

【問合先】　国保健康課国保医療係　☎428721

お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金
通帳、通帳のお届け印、後期高齢者医療被保険者証を必ずご持参いただきますようお
願いします。
2 月 5 日までに国保健康課国保医療係でお手続きいただきますと、4月以降の年金か
らのお支払いが中止され、7月から口座振替によりお支払いいただくことになります。

■口座振替によるお支払いをご希望される方は、国保健康課の窓口でお手続きをお願いします。

※ゆうちょ銀行（郵便局）での口座振替をされる方については事前にゆうちょ銀行（郵便

　局）の窓口にて保険料の口座振替の手続きを行っていただきます。

※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用さ

　れます。これにより世帯全体の所得税および住民税が減額となる場合があります。

※引き続き年金からお支払いいただく場合は、お手続きの必要はありません。

[ 必ずお持ちいただくもの ]
・振替口座の預金通帳
・通帳のお届け印
・後期高齢者医療被保険者証
・自動振込利用申込書（ゆう
　ちょ銀行）のお客様控

市役所1階国保健康課窓口で口座振
替の依頼手続きが可能です。

昨年は健診を受けましたか？  医療機関健診のお知らせ

【問合先】　国保健康課健康係　☎428723　※健診全般に関するお問合せ

がんを含む生活習慣病の初期は、自覚症状がないことが多いので健診を活用することが有効です。
医療機関健診は、市内医療機関で実施している健診です。
年に一回健診を受け、健康づくりを行いましょう！

健診項目 料金 対象者（H21. 4. 1 現在）

特定健診 2,000 円
40 ～ 74 歳の市民
※医療保険によって料金が異
なります

長寿健診 無料 75 歳以上の市民

胃がん検診 3,000 円

40 歳以上の市民

大腸がん検診 700 円

胸部 ( 肺がん ･
結核 ･ アスベ
スト ) 検診

レントゲン検査
　1,000 円

レントゲン ･喀
痰検査  2,000 円

子宮 ( 頸部 )
がん検診 2,000 円 20 歳以上の市民 ( 女性 )

実施期間：平成 21 年 2月 28 日まで
申込方法：直接受診希望の右表の医療機関までお問い合わ
　　　　　せください。
必要物品：医療保険証、健診受診券（特定健診または長寿
　　　　　健診を受診する場合）

医療機関名 ☎
基本
健診

胃が
ん

大腸
がん

胸部
子宮
がん

あさじ医院 440225 ○ ○ ○

安積医院 460361 ○ ○ ○

天沼医院 423636 ○ ○

荒木医院 439711 ○ ○

大杉内科医院 470023 ○ ○ ○ ○

小野寺医院 483737 ○ ○ ○

おりた外科胃腸科医院 426000 ○ ○ ○

佐竹医院 424057 ○ ○ ○ ○

田尻内科循環器科医院 437931 ○ ○ ○

つつみ神経内科 452050 ○ ○

徳岡内科医院 420178 ○ ○ ○ ○

西村医院 490001 ○ ○ ○ ○

みのりクリニック 498470 ○ ○ ○ ○

三宅医院 490067 ○ ○ ○ ○

横田内科医院 425715 ○ ○ ○

米田病院 483591 ○ ○ ○

実施医療機関・検診項目一覧

民営化・民間委託に向けた関心表明について

【問合先】　経営戦略室　☎428700

小学校統廃合等の課題解決のための今後の予定
　昨年 6月来、教育委員会事務局は小学校統廃合を含む 4つの提案からなる教育変革期への対応案を、教育委員会、議会、
代表区長会等で、11月には、校区ごとに開催したタウンミーティングで説明、協議いただいたところです。
　今後は、皆様のご意見も参考に、教育委員会案を策定し、さらには市役所内に関係各部からなるワーキンググループを
組織して、これらの教育課題解決へ向けた加西市案をまとめていくことにしています。2月中旬または下旬には、タウン
ミーティング以降の教育委員会事務局等の動きについて中間的に報告するため「市民のつどい」を開催する予定です。

【問合先】　教育委員会　教育総務課　☎428770

　市立幼稚園・保育所・幼児園、ごみ処理施設、斎場の民営化・
民間委託について、関心表明を募集したところ、次のとお
り申出がありました。
■加西市ごみ処理施設　　　　　 7事業者
■加西市斎場　　　　　　　　　 8事業者
■市立幼稚園・保育所・幼児園　12事業者
　今回の関心表明は、各施設の管理運営のあり方を市が決
定する前に、民間事業者等から広く業務の改善提案を募り、
民間の企画力やノウハウを活かした新たな事業形態を模索

するために、各事業者の意向聴取を目的としています。
　「質・価格の両面において最も優れた者がその公共サービ
スを担う」との考えに立ち、既存の方針や運営形態に捉わ
れることなく、各事業者から多様なアイデアを吸収するこ
とで、今後の施設運営に求められるサービス水準を確立し、
より質の高いサービスが提供できるよう進めていきます。
　関心表明のあった民間事業者を対象として、2月に現地
説明と個別ヒアリングを予定しています。
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KASAI データバンク 人口／ 49,317（－ 23） 世帯数／ 17,045（－ 3）
男／ 23,978（－ 7） 女／ 25,339（－ 16）　
12 月の出生数／ 21 人 死亡数／ 38 人

H20.12.31 現在（前月比）

　12 月 21 日、山口市で行われた第 16 回全国中学校駅伝
大会の男子の部に、兵庫県代表として出場した北条中学校
が初出場ながら 15 位に入りました。
　24 日には、石野校長、稲岡監督、工藤主将ら選手 9 人
が市役所を訪れ結果報告。「くやしい結果でしたが、精一
杯やってきた自分たちの走りは誇りに思います。加西市の
皆さんの応援は、たいへん心強いものでした。次回も頑張
ります」と選手は語ってくれました。

全国駅伝大会で北条中が大健闘

　1 月 5 日、加西市・加西市議会・加西商工会議
所の共催で、新年交歓会がアスティアかさい交流
プラザで開催されました。交歓会は、市内の個人・
団体・企業の協賛・協力を得た市民参画によるも
ので、200 人を超える方々が参加。新年の門出を
祝うとともに、抱負や希望を語り合う中で交流を
深めました。

２００９年加西市新年交歓会

　1 月 8 日、東光寺（上万願寺町）で田遊び・鬼会式が、今年も古式ゆか
しく執り行われました。県下に現存する唯一の伝統芸能で、古くは室町時
代から伝わり、平成 18 年に国重要無形民俗文化財にも指定されています。
鬼会式保存会を中心に、松明作り、鬼の花作り、大鏡餅作り等の準備を行
い、地域全体でこの儀式を大切に守り続けています。

五穀豊穣を祈願して、田遊び・鬼会を開催

　北条鉄道ステーションマスター（法華口駅駅長）の上谷昭
夫さんによる鉄道展が、1 月 4 日～ 12 日、ふく蔵（三口町）
で開催され、好評を博しました。三木鉄道車両が北条鉄道に
やってきたことを記念して、今では再び見ることが出来なく
なった三木鉄道の写真や、Ｎゲージ運転走行会、戦闘機紫電
改の写真・模型を展示。また、かつて、鶉野飛行場に配置さ
れた九六式戦闘機の六分の一模型（三宅常夫さん製作）も出
品されました。

かつて「紫電改」の通った路と思い出の三木鉄道展

　12 月 21 日、アスティアかさいビル屋上広場に一日限りの屋
台村が出現しました。加西商工会議所青年部の呼びかけによ
り、万願寺の原始人会ミニぼたん鍋やＢ級ご当地グルメの姫路
おでん・高砂にくてんなど、バラエティーにとんだ屋台が多数
集結。また、巨大マグロの解体ショー＆即売会、コンサートや
ダンスショーなどの多彩な催しも行われました。
　途中あいにくの雨に見舞われましたが、多くの人出で賑わい
熱気に満ちたイベントとなりました。

真冬の屋台村

　南部公民館発「親子で楽しむ冬の体験教室」を 12 月 23 日・24 日の
2 日間連続で開催しました。1 日目の「そば打ち教室」では、播磨蕎麦
の会メンバーの手ほどきで、19 名の親子ペアが挑戦。一足早い年越し
そばに舌鼓をうちました。2 日目は、組んである石に色づけをする工作
教室。イラストレーターの大谷真貴子さんが講師を務め、子どもはペン
ダント、大人はお正月の獅子の置物を作りました。参加者は十人十色の
仕上がりに大満足。

やって満足、食べて満腹　親子体験教室開催

　「北条鉄道（秋）」応募作品 61 点から、入賞の 7 点が決まりました。
入賞者は次の皆さん。

北条鉄道の絵（秋）入賞作品決定

　中野町の上山公園（旧加西町役場跡）で 12 月 21 日、住民参加による
植樹祭を開催されました。公園周辺にはベニカナメモチ 90 本、ヒラドツ
ツジ 44 本を、花壇には花づくりボランティア提供によるビオラ約 300 本
を植樹。子供から大人まで地域住民による手作りの憩いの広場が完成、作
業後はぜんざいを食べながら暖をとり親睦を深めました。
　上山公園は、市が整地など必要最小限の整備を行い、中野町自治会が県
民まちなみ緑化事業を活用し樹木を調達するなど、地元の協力を得て事業
費の削減に努めました。

住民参加で公園整備

　12 月 23 日、みんなで加西市を美しい活力のあるまちにしようと、ボ
ランティアによる清掃活動クリーンアースデー（社団法人倫理研究所主
催）が行われました。今回で 9 回目を向かえ、83 名が参加。加西市役
所に集合し、参加者はアスティアかさいや加西インター周辺等 12 コー
スに分かれ、街路のごみ拾いなどをして、美しい加西の年明けへと貢献
されました。

みんなでまちを大掃除

■北条鉄道社長賞　　　　　木下耕平（下里小 6年）
■ステーションマスター賞　猪子湧斗（下里小 6年）
■駅長賞　　　　　　　　　畑中友希（北条小 3年）
■駅長賞　　　　　　　　　松岡鷹志（北条小 6年）
■駅長賞　　　　　　　　　西本菜緒（賀茂小 5年）
■駅長賞　　　　　　　　　柳原彩加（賀茂小 5年）
■駅長賞　　　　　　　　　増岡美樹（下里小 6年）

▲あいさつする中川市長。内容はホームページでご覧になれます。

▲ステーションマスター賞　猪子くん ▲北条鉄道社長賞　木下くん

鬼会とは：毎年、上万願寺町と下万願寺町の 19 歳の厄年から選ばれた若
者が、松明を手に木槌を腰にさした赤鬼（写真）と、鉾を手にした青鬼が、
拝殿を所狭しと動き回り、悪霊や災難を追い払います。鬼は通常 12 回現
れますが、その動作は回を重ねるごとに激しくなります。

▲結果報告する選手たち。

▲子どもたちに人気のＮゲージ運転走行。

人気を集めた巨大マグロの解体ショー。▶

◀アスティアかさい周辺街路でのごみ拾い。

▲ビオラを植える皆さん。

▲ 1日目のそば打ち体験教室。
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出産育児一時金支給額の引き上げ

【問合先】　国保健康課医療係　☎428721

　国民健康保険に加入している方が出産など（死産、流産
を含みます。）に支給している出産育児一時金を 3万円増
額し 38 万円とします。

ただし、次の条件すべてに当てはまる方に限ります。
■平成 21年 1月 1日以後の出産などである。
■産科補償制度（※）への登録を行っている。
■出産などを行った分娩機関が出産時に産科医療補償制度
　に加入している。

なお、産科医療補償制度に加盟していない分娩機関で出産
した方及び妊娠第 13 週目以後産科医療補償制度への登録
までの死産や流産には、今までと同じように 35 万円が支
給されます。

※産科医療補償制度は、( 財 ) 日本医療機能評価機構が行う重

度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再

発防止の機能とを併せ持つ制度です。制度への登録は、実際

に分娩を行う分娩機関で行います。

幼稚園・小・中・高校生の予防接種

【問合先】　国保健康課健康係　☎428723

　幼稚園・小・中・高校生で受ける予防接種は、乳幼児期
に受けた予防接種の追加接種となります。追加接種により
予防効果が高まりますので、忘れずに接種しましょう。

接種場所：市内予防接種指定医療機関（接種前に予約を兼
　　　　　ねて、直接医療機関にご確認ください）
接種時期：平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日
接種費用：無料
必要物品：母子健康手帳・健康保険証（本人確認のため）
　　　　　体温計　　※予診票は医療機関にあります

対象者 予防接種名

幼稚園の学年（H14.4.2 ～ H15.4.1）
麻しん・風しん混合予
防接種

小学校 6年生（11・12 歳） 二種混合予防接種

中学校 1年生（H7.4.2 ～ H8.4.1） 麻しん・風しん混合予
防接種高校 3年生　  （H2.4.2 ～ H3.4.1）

 
 

図書館休館のお知らせ

【問合先】　図書館　☎423722

　図書館は、2月 19 日（木）～ 28 日（土）まで、特別整
理期間のため休館します。
　特別整理期間とは、約 14 万点ある所蔵資料の一斉点検
を行うと共に、資料の整理や普段できない施設整備やコン
ピューターなどの点検・修理を行う期間です。お探しの資
料を迅速・確実に提供するため必要な作業ですので、ご不
便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

　尚、長期休館となる直前は、次のように貸出数、期間が
変更になります。ぜひ、ご利用ください。
■  本 → 貸出冊数 20 冊まで、貸出期間 4週間
■ AV → 貸出冊数 4本まで、貸出期間 3週間

※休館中に本、雑誌、紙しばいを返却される場合は、アステ

ィアかさい 1階・3階の返却ポストをご利用ください。

新入学生の皆さまへ

【問合先】　教育委員会　学校教育課　☎428771

　本年度小・中学校へ入学するみな
さんへは住所に基づいて入学校を指
定し、1月下旬に就（入）学通知書
をお送りします。指定校 ( 特別支援
学校を除く ) は次の特別な理由があ
る場合には変更できます。

[ 特別な理由 ]
■身体的理由
　心身の障害等により指定校への就学が困難な場合
■家庭の事情に関する理由
　①保護者の就労、母子・父子家庭等の理由により校区外
　　の家庭で児童を預ける場合（小学生のみ）
　②住宅新築中等で転居が確実であり、あらかじめ転居予
　　定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）
　③加入する自治会の校区が住所地の校区と異なる場合
　　（添付書類要）

※いずれの場合も事前にご相談ください。

[ 手続き方法 ]
■指定校以外の市内小中学校へ入学
　印鑑を持って市教育委員会へ
■他市立小中学校へ入学
　入学希望の学校を管轄する市町村教育委員会へ
■国立・私立小中学校へ入学
　その学校の入学許可証と印鑑を持って市教育委員会へ

入札参加資格審査申請書の補充受付

【問合先】　財務部　財政課　☎428704

　平成 20・21・22 年度建設工事、測量等（測量・建設コ
ンサルタント等）、にかかる入札参加資格審査申請書の受
付を次のとおり行います。なお、物品の製造・買入れ等（物
品の製造、買入れ、売払い、役務の提供 [ 小規模修繕工事
等を含む ] 等）につきましては、随時受付（資格発生時期
は、翌月１日）となりました。

受付期間：3月 2日 ( 月 ) ～ 10 日 ( 火 ) まで
提出場所：加西市役所 2 階財務部財政課
申請様式：国土交通省（地方整備局等）様式
※添付書類についてはホームページ・財政課前掲示板で、要

領を掲載していますので確認してください。

提出方法：持参のみ（3月 10 日 期限厳守）

狂犬病予防の集合注射が廃止に

【問合先】　環境創造課　☎426620

　平成 21 年度から、狂犬病予防の各町での集合注射は廃
止となります。飼い主の皆様には、動物病院で接種されま
すようお願いいたします。

※動物病院については、2月広報、3月広報及び回覧にてお

知らせ致します。

※犬の飼い主には、狂犬病予防法により、犬の登録と狂犬病

予防注射が義務づけられています。

狂犬病とは：狂犬病は発症すれば 100％死亡する怖い病気
です。日本では 1957 年以来、確認されていませんが、世
界各地で毎年 3万～ 5万人が死亡。近年は、外国からの
さまざまな動物の輸入や海外旅行の急増により、日本が再
汚染される恐れはなお高く、ワクチン接種が必要です。狂
犬病予防は、犬は無論人を守るための注射です。

■図書館・公民館アルバイト募集
募集人員：①常勤アルバイト若干名※図書館・公民館共
　　　　　②土日祝日アルバイト若干名※図書館のみ
採用期間：H21.4.1 ～ H22.3.31 日まで（更新制）
応募条件：高卒以上で 60歳未満でパソコン操作が出来
る方。土・日・祝日に勤務可能な方※図書館のみ
日　　額： 6,600 円※H20年度実績
応募方法：2月 10日（火）までに履歴書を市民交流課
又は図書館まで本人がご持参ください。（郵送不可）
※その他詳細については市ホームページをご覧下さい。

【問合先】図書館は☎42 3722、公民館は☎42 8773

市営住宅入居者募集（清水団地、吉野団地）
■入居を募集する団地
　清水団地（北条町西高室）
　・戸数：2戸（規格 3DK）
　・家賃：17,800 ～ 30,500 円
　※家賃は平成 21 年 1月現在の金額です
　吉野団地Ⅲ（吉野町）
　・戸数：計 12 戸（規格 3LDK）
　　　　○普通市営住宅（Ｌ型）　　　　　　5戸
　　　　○特定公共賃貸住宅（０型）　　　　3戸
　　　　○車椅子対応住宅（Ｌ型）　　　　　1戸
　　　　○期限付き若者世帯向住宅（Ｌ型）　3戸
　・家賃：3月に決定
　※オール電化住宅でＩＨ調理器の購入が必要です。
■入居時期
　3月中旬の予定 
■受付期間
　2月 2日（月）～ 13 日（金）
　※申込書の配布は 1月 26 日（月）から
■入居者選考方法
　資格者多数の場合は抽選により決定。

【申込先】　都市開発部　施設管理課　☎428750　※窓口は市役所5階南側

■入居資格：次の（1）～（6）のすべてを満たす方
　（1）市内に居住または勤務している方
　（2）市民税等を滞納していない方
　（3）家族の人数が２人以上である
　　　・家族構成が夫婦または親子を主とする
　　　・婚約している場合は入居日までに入籍できる方
　（4）収入が基準以内の方（別表参照）
　（5）現に住宅に困っている方
　（6）入居者及びその同居者が暴力団員でないこと

※給与所得者の年間収入には税を含みます。

※期限付き若者世帯向住宅は、上記（1）～（6）の入居資格に加えて、

入居申込み時に 35 歳以下の夫婦もしくは 35 歳以下の夫婦と子供で

構成される世帯が対象。入居期間は 10 年間の期限付きです。

別表：収入基準　（特定公共賃貸住宅を除く。）

家族数
所得者

入居家族数（申込者含む）による収入基準の目安

2人 3人 4人 5人 6人

給与所得者
年間総収入

4,152 千
円未満

4,628 千
円未満

5,104 千
円未満

5,576 千
円未満

6,052 千
円未満

事業所得者
年間総所得

2,780 千
円以下

3,160 千
円以下

3,540 千
円以下

3,920 千
円以下

4,300 千
円以下

■コミバスのアンケート調査にご協力を！　　　　■パブリックコメントについて！
昨年 10月コミュニティバスのルート・ダイヤを一部変
更。この度、コミバスをより良いものにするため、沿線
住民から今回の変更等に関するご意見を頂きます。つい
ては、アンケートが届いた方は 2月 6日 ( 金 ) までにア
ンケート用紙からハガキを切り離しご返送ください。

加西市公共交通総合連携計画について、広く意見を募集
します。なお、意見締切日は 2月 12日 ( 木 ) です。
公表資料閲覧：経営戦略室、市HP（1月 22日から公開）
 【問合先】加西市公共交通活性化協議会
　　　　　（経営戦略室内）☎42 8700



【問合先】　税務課税制係　☎428712

平成 20 年度市県民税 4期と国民健康保険税・介護保

険料（普通徴収）第 7期分の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

納期内完納にご協力をお願いします

2月2日（月）

1514

講座・イベント
主催：加西体育施設　指定管理者　
株式会社ホープ
開催日時：3/17（火）9:00 ～
※雨天時は 3/18（水）順延。
開催場所：加西市民グラウンド（丸
山総合公園　横）
募集定数：40 チーム（申込順）
参加費：1 チーム 1,000円
申込期間：2/1（日）～ 20（金）
申込場所：加西勤労者体育センター
☎471420（水曜休館）
※加西勤労者体育センターにて、申
込み用紙に必要事項記入の上、参加
費を添えてお申込みください。電話
による申込は原則受付いたしません。

ホープ杯ゲートボール大会

田園地帯を引き裂
いて旧海軍の滑走
路が当時のままの
形で残っている。

周辺には戦争遺跡が多数残存、傍ら
には平和記念の碑。ここでは六十数
年前が「過去」には思えない。
日時：2/9（月）10:00 ～ 11:30
場所：南部公民館
講師：神戸大学　地域連携推進室研
究員 佐々木和子さん
費用：無料
申込先：南部公民館☎49 0041
※受付時間：月～土曜日 8:30 ～ 17:15
※かしの木学園の学習会ですが一般
の方もご参加いただけます。

地域の歴史講演会
語り継ぐ記憶、鶉野飛行場跡

江戸時代後半、姫路藩の累積債務
73 万両。日常の賄出費にさえも困
り果てていた。藩主から財政の改革
を命じられた家老の河合寸翁は・・・。
わかりやすく聞きやすい話なので、
ぜひ聞きにきてください。
日時：① 2/18（水）② 2/25（水）
両日共 13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい３階　多目
的ホール
講師：歴史研究家　黒田美江子さん
募集人員：80 名
募集締切：2/13（金）先着順
受講料：無料
申込方法：電話、FAX、E-mail
申込先：教育委員会市民交流課
☎42 8772 ℻  43 1803
E-mail koryu@city.kasai.lg.jp

歴史講座「姫路城と河合寸翁」

今回は古代編の第 1 回であり、古代
を考える上での基本的な文献や加西
を含む加古川水系にいた氏族につい
てわかりやすく解説します。
日時：1/24（土 )13:30 ～ 15:00
会場：アスティアかさい 3 階集会室
募集人員：会場にて先着 60 名
参加費：100 円
問合先：市史・文化財室分室
☎43 0161

第2回加西市史を読む会
古代１「加古川水系の世界」

先人が巡ったであろう寺院を訪ね、
ふるさと加西の歴史や文化遺産に触
れる旅です。多数のご参加をお待ち
しています。
実施日：2/19（木）
時間：9:00出発～ 15:40頃帰着
集合：観光案内所前
順路：周遍寺（網引）⇒見性寺（田原）
⇒一乗寺（坂本）⇒阿弥陀寺（西笠
原）
定員：40名（バス 2台、要予約）
参加費：1,100円（バス代、一乗寺入
山料、諸経費）
申込先：観光案内所☎&℻  428823

ふるさと再発見の旅
第6回加西西国33所
霊場めぐり

駐車場の民営化・民間委託に向けた関心表明を受け付けます

■申出方法
　所定の関心表明申出書を下記へ 2月 16 日（月）まで、
下記へご提出ください。
※関心表明申出書は担当窓口、または加西市ホームページで

入手可能です。

〒 675-2395
兵庫県加西市北条町横尾 1000 番地　経営戦略室
メールアドレス：keiei@city.kasai.lg.jp

【問合先】　経営戦略室　☎428700　℻  431800　※物件の詳細は加西市ホームページに掲載しています

　加西市では、「民間にできることは民間で」との考えから、
右記の駐車場の活用について民営化・民間委託を含む有効
利用を検討しております。そこで、事前調査を進めるにあ
たり、広く民間事業者からの関心表明を受け付けます。

市役所来庁舎用駐車場

北条鉄道応援企画①

【申込先】　ボランティア駅長（村上）☎090-7340-0888

　北条鉄道のレトロな駅舎で英会話を学びませんか？
主婦クラス・シニアクラスをお話大好きなヨハン先生がレ
ッスンします。※高校生以上が対象です。

場　所：長駅駅舎内
期　間：2～ 3月の 1･2･3 週＜全 6回＞
日　時：火 ･水 ･金 ･土曜の午後
受講料：全 6回 8,500 円 ( 資料代込 )

北条鉄道応援企画②

【問合先】　北条鉄道㈱　☎420036

　加西市の貴重な公共交通である
北条鉄道に更なる愛着を持って頂
くため、「枕木応援団」を募集中。
枕木更換費用を一部ご負担頂き、
毎日の安全運行を支えて下さい。
枕木に記念プレートを設置します。

■枕木１本　4,500 円（ 個人・法人問いません ）

枕木応援団に参加しませんかこたつ  DE  英会話「駅中留学」しませんか

■定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」などに注意！
　定額給付金は、まだ具体的な給付方法などが決まっていませんので、市民の皆さまにご連絡や給付を行う段階では
ありません。

なつかしい！　新しい！　もちつ
き、はねつき、たこあげ、こままわ
し、百人一首、竹馬、わたがし、ポ
ン菓子、射的、腹話術、紙芝居、人
形劇などなど、盛りだくさんの出し
物でお待ちしています。
日時：1/25（日）10：00 ～ 12：00
場所：善防公民館
参加費：無料
問合先：善防公民館☎482643

正月遊びの集い

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
出演：桂ざこば・雀々　他
入場料：Ａ席 3,000 円（当日 500 円
増）※ S 席は完売となりました。
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

JAYWALK コンサート
日時：3/22( 日 )
16：30 開演
※ 16：00 開場
入場料：全席指定
5,500 円（ 当 日 500
円増）
前売りチケット：

1/10（土）から販売開始
※チケット販売先（市民会館・ローソ
ン・公民館など市内各プレイガイド）
問合先：市民会館☎43 0160

日時：2/14（土）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階集会室
講師：古典文学講師　森田充代さん
参加料：無料
募集人員：60 名※一時保育あり　要
予約（無料：1 歳 6 ヶ月から）
申込：1/20（火）9:00 より電話・℻  
にて受付（住所・氏名・電話番号）
申込先：男女共同参画センター
☎42 0105　℻  42 0133

男女共同参画センター
歴史講座「篤姫の生き方」

1/17（土）から原始人会（上万願寺町）
の交流館でオープン。どぶろく「女
切峠」や甘酒、地元産の新鮮野菜な
ど、土・日曜日と毎月17日に開店
する都市と田舎の交流拠点です。
時間：9:00 ～ 16:00
問合先：原始人会☎440150

「土１７日屋台」（ど田舎屋台）

公共施設 駐車可能台数

市役所（来庁者用） 261 台

市役所（議員用） 32 台

市役所（職員用） 300 台

善防公民館 70 台

南部公民館 200 台

北部公民館 70 台

市立加西病院 398 台

健康増進センター 48 台

市営駐車場 65 台

市民会館 40 台

健康福祉会館 153 台

勤労者体育センター 102 台

加西球場 370 台

アクアスかさい 45 台

玉丘史跡公園 51 台

丸山総合公園 54 台

古法華自然公園 105 台

■公共施設併設駐車場一覧

枕木に設置した記念プレート

【問合先】総務省定額給付金室☎03-5253-5111
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応募資格：教育全般、生涯学習、公
民館の振興と改革に情熱と識見を
もって取り組んでいただける方。
応募期間：2/13（金）まで※必着
募集人員：1名
応募期間：①～③を封筒（表面に「公
民館長募集」と朱書き）に入れ下記
まで持参または送付。
①履歴書※手書き、市販のもの
②職務経歴書※A4。様式、枚数自由。
手書きは不可。職務経験のない場合
は、ボランティア歴等を記入
③課題論文「私ならこんな公民館に
する」※2,000字程度、手書き不可
選考：1次（書類審査）※2月中旬実施
予定　2次（面接）※3月上旬実施予定
採用年月日：H21.4/1予定
任期：1年※更新可
報酬：年額300万円※予定
応募先：市民交流課☎428773

募　集くらし

正社員、契約社員やアルバイトなど
雇用形態にかかわらず労働者を一人
でも雇い入れた事業主は労働保険
（労災保険・雇用保険の総称）の加
入手続きをすることが義務付けられ
ています。
従業員の保護と家族が安心できるよ
う、今すぐ労働保険の加入手続きを
お願いします。労働保険制度のご相
談ご質問があれば、まずは相談窓口
までご連絡ください。
相談窓口：西脇労働基準監督署
☎ 0795-22-3366
西脇公共職業安定所
☎ 0795-22-3181

労働基準監督署・ハローワー
クからのお知らせ

外国人のための在留資格、労働問
題、社会保障、医療情報、子どもの
進学教育などの相談を受け付けま
す。日本で生活していくための情報
を多数用意していますので、この機
会をご利用ください。（相談無料・
秘密厳守）また、周囲に外国人のお
知り合いがいる方は、この相談会の
ことをお知らせください。
日時：1/25（日）12:00 ～ 16:00
場所：加西市民会館 2 階　美術教室
対応言語：英語、中国語、インドネシア語、
ベトナム語、ラオス語、ポルトガル語
問合先：NGO神戸外国人救援ネット
☎ 078-271-3270
加西市国際交流協会☎42 8700

外国人のための
多言語生活情報・相談会

子どもの遊び・食事・病気など子育
てに関する研修会です。地域の皆さ
んで子育てを応援しましょう。
日時・内容：
2/5（木）9:00 ～ 11:45
心身の発達と遊び（保育士）
食事と衛生管理（管理栄養士）
2/9（月）13:30 ～ 16:00
病気の症状と応急処置（小児科医師）
事故と緊急対応（消防署本部）
場所：アスティアかさい３F
対象：託児ボランティアに興味のあ
る方、子育て中の方
定員：30 名
参加費：無料　託児あり※無料  3 日
前要予約  定員 6 名
申込締切：2/3（火）
問合先：加西ファミリーサポートク
ラブ☎42 0111

第3回託児サポーター研修会

豆まき
「鬼は外！福は内！」いじわる鬼さ
んやっつけよう！豆まきをして遊ぶ
よ！お友達も誘って来てね。
日時：2/16（月）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：2/10（火）・26（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：2/17（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

こどもの発達について②
兵庫県中央こども家庭センターよ
り、職員の方を迎えてお話を聞きま
す。子ども連れでも参加できます。
日時：2/10（火）・26（木）
11:00 ～ 11:30

肩こりや腰痛、首まわりの凝りなど
でお困りの方、かたくなったカラダ
をゆっくりのばしませんか。いろい
ろなストレッチ体操を実践して、自
分にあった方法をみつけましょう。
日程：2/5 ～ 3/26 間の毎週木曜日
10:00 ～ 11:30 計 8 回
募集人数：20 名
対象：40 歳以上の方
参加費：一人 1 回 150 円
申込先：加西市健康増進センター
☎42 3621※「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。

カラダのびのび教室
高校、短大、大学、専修学校、各種
学校や外国の高校、大学等に入学・
在学する子供を持つ家庭を対象とし
た公的な融資制度です。
利用いただける方：融資の対象とな
る学校に入学・在学される方の保護
者で、子供の人数が 1 人の場合は、
給与所得者は 790 万円以内（事業
所得者は 590 万円以内）。子供の人
数が 2 人以上の場合は、給与所得
者は 790 万円に子供の人数 1 人あ
たり 100 万円ずつ加算した金額（事
業所得者は所得換算額）以内の方。
融資額：学生 1 人 200 万円以内
利率：年 2.45%
問合先：「国の教育ローン」コール
センター☎ 0570-008656

国の教育ローンのご案内

内臓の脂肪蓄積による肥満が原因と
なって高血圧や糖尿病などが発症す
る生活習慣病があることがわかって
きました。このように、内臓脂肪の
蓄積によってさまざまな病気が引き
起こされやすくなった状態をメタボ
リックシンドロームといいます。
食生活の見直しや、運動、禁煙など
生活習慣を変え、内臓脂肪を減らす
ことで生活習慣病予防の危険因子が
改善されます。
生活習慣病予防週間を機会に、自身
の健康について考えてみましょう。
「自分流楽しく続ける健康づくり」
問合先：国保健康課☎42 8723

2月1日から7日までの1週間は
「生活習慣病予防週間」です

～1月・2月は「はたちの献血」キャンペーン期間です～
体調を崩しやすい冬季は血液の在庫が少なくなります。人工的につくること
のできない血液は献血でしか補えません。皆様のご協力をお願いいたします。

“献血” は身近にできるボランティア　問合先：国保健康課☎428723

県教育委員会では、県内の市町立
小･中･特別支援学校（神戸市を除く）
で実施する初任者研修にかかる非常
勤講師を募集しています。
勤務内容：初任者研修にかかる新任
教員の授業の補充など
勤務条件：
ア）年間16日以内※1日7時間以内　
イ）ア及び年間300時間以内※週2日、
週10時間程度
報酬：1時間あたり 2,790円※㍻ 20年
度現行額　交通費は実費支給※ただ
し、支給限度額の範囲内
資格：希望する校種の教育職員免許
状所持者又は、同免許を H21.4/1 ま
でに取得できる方
申込期間：2/2（月）～ 3/19（木）
申込先：北播磨教育事務所教育推進
課☎0795-42-9444　加西市教育委員
会学校教育課☎428771

小・中・特別支援学校の
非常勤講師の募集

日にち 場所 時間 主催

1/20( 火 ) イオン加西北条ショッ
ピングセンター

10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00

加西北条ライオンズク
ラブ

1/30( 金 ) 加西市役所 10:00 ～ 11:30
12:45 ～ 16:00 加西ライオンズクラブ

日時：1/29（木）～ 2/1（日）
9:00 ～ 21:00※最終日は 16:00 まで
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
問合先：地域交流センター
☎42 0106

照葉会水墨画展覧会

ひょうたんを使った美術工芸展
日時：2/4（水）～ 8（日）
9:00 ～ 17:00
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
体験教室：2/5（木）10:00 ～ 12:00、
2/7（土）13:00 ～ 15:00　※無料
教室申込先：地域交流センター
☎42 0106

ひょうたん駒の会展示会

まちの子育て広場応援団主催の子育
てサポート事業。子育てを少し離れ
てケーキ作りを楽しみませんか。
日時：2/13（金）9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階　キッ
チンルーム
材料費：1 人 300 円
対象者：子育て中のママ。妊婦さん
も OK ※無料託児サービス有
定員：10 人
申込先：地域交流センター
☎42 0106

ママのためのバレンタイン
ケーキ作り

ヒップホップ・ソウル・ロックダン
ス初級ワークショップです。
日時：1/25（日）
5 歳～小学生 18:00 ～ 19:15、
中学生～ 35 歳 19:30 ～ 21:00
場所：アスティアかさい 3 階　ス
ポーツスタジオ
講師：YON（Allo㎱ -y）
参加費：無料
事前予約：地域交流センター
☎42 0106

無料ストリートダンスワーク
ショップ

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue!・FILM の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

[FILM]　「リオ・ブラボー」
日時：1/22（木）10：00 ～
[CUE !]　「オリーブの林を抜けて」
日時：1/23（金）19：30 ～ 21:15

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

「小さな力で広がる笑顔、広げよう
防災意識」をテーマに開催します。
日時：1/24（土）9:00 ～ 14:30
場所：健康福祉会館　大会議室
内容：式典・表彰、講演、バザー、
パネル展示、炊き出し（カレー）
※参加者全員に景品、希望者に綿菓
子を無料配布。
古本市 10:00 ～ 14:30
市民の皆様から提供いただいた古
本 約 5,500 冊 す べ て 1 冊 100 円。
DVD、ビデオ、CD、ゲームソフト
など安価で販売。※売上金は福祉（ボ
ランティア）活動に活用されます。
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会（事務局：加西市社会福祉協
議会）☎43 8133

第10回ボランティアのつどい
と古本市開催

■公民館長（臨時職員）募集



■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  
　1/22（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  
    2/12（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  
　2/5（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
　1/28（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  
　2/14（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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※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 
1/26（月）     13:00 ～ 13:45
H20. 11月生まれの乳児　
■4か月児健診  2/3（火）13:00 ～ 13:45
H20. 9月生まれの乳児
■1歳6か月健診  2/10（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 8月生まれの幼児
■2歳児教室　1/28（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H19. 1月生まれの幼児
■3歳児健診 2/17（火）   13:00 ～ 13:45 
H17. 12月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   2/19（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

切貫より江 97 切貫英雄 下芥田町
内藤きみよ 88 内藤憲造 和泉町
岩尾利一 76 岩尾典久 広原町
松尾正子 75 松尾政次 河内町
上見文男 87 村岡恵子 網引町
古元一郎 88 古元美貴男 下宮木町
小篠俊數 79 小篠一幸 若井町
石野秀松 88 石野秀男 西谷町
溝辺孝雄 66 溝辺千代子 殿原町
深山繁一 84 深山泰秀 広原町
岡本たき江 95 岡本　孝 大内町
古角廣次 82 古角喜和 西横田町
宮﨑しづこ 88 宮﨑　修 広原町
古家ヨシコ 98 古家　大 若井町
高橋　清 95 高橋　章 国正町
荒木のぶ江 84 荒木清子 池上町
浅井勝代 79 浅井泉雄 北条町南町
丸本正次 83 丸本やす子 若井町
村田　脩 80 村田勝浩 西長町
高瀬岩雄 88 高瀬義則 朝妻町
山本　弘 69 山本勝弘 大村町
山本　強 81 山本　豊 北条町西南
釜坂はるゑ 81 釜坂和正 若井町
高見正惠 91 高見昌宏 北条町古坂
杉井貞昭 50 杉井貴洋 和泉町
水谷義一 82 水谷元一 和泉町
高見光雄 79 高見洋一 河内町
松井恒子 77 松井　均 坂元町
野田さだ子 88 野田誠男 北条町古坂
森　しげの 100 森　敏正 畑町
黒田志ず子 93 黒田俊和 鶉野町
春名義夫 82 春名政幸 谷町
和田重雄 76 和田豊志 若井町
松岡あさ子 90 松岡生一 国正町
竹内孝美 69 竹内博俊 北条町古坂
西村道英 71 西村忠治 東笠原町
中川三郎 88 中川正春 山下町
吉田かず子 82 吉田　敏 中野町
佐々木　正 86 佐々木信行 北条町南町

  死亡者 年齢    喪主   町名

1月18日（日） 安 積 医 院 （西剣坂町☎460361）
1月25日（日） 三 宅 医 院 （中野町☎490067）
2月 1日（日） 徳 岡 内 科 （北条町☎420178）
2月 8日（日） 大 杉 内 科 医 院 （別府町☎470023）
2月11日（祝） 荒 木 医 院 （北条町☎439711）
2月15日（日） 小 野 寺 医 院 （王子町☎483737）

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。12月1日～ 31日掲載希望届出分

子どもの急な病気に困ったら

■相談時間
月～土曜日 18:00 ～ 24:00
日祝日　　 9:00 ～ 24:00
■電話番号
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP 電話）

善 意 の 花 束 敬称略

■一般預託　　　　　　兵庫県立農業大学校自治会 20,000 円
　　　　　　牡丹 20,000 円
　　　　　　株式会社   本陣 10,982 円
　　　　　　匿名 10,000 円
　　　　　　加西市茶道協会 60,455 円

■供養預託　　　　　　山下町　　衣笠勝弘 100,000 円
　　　　　　西野々町　阿木美代子 170,000 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付

地域活動指導者養成講座（2年制）
入学資格：おおむね 56歳以上の県
内在住者で地域活動に意欲を有し、
将来、地域活動をしようとする方
募集定員：健康福祉系50人
地域環境系50人
費用：出願費用1,000円
入学金6,000円
年間受講料60,000円
出願期間：2/2（月）～ 6（金）

平成21年度兵庫県いなみ野学園
学生募集

高齢者大学講座（4年制）
入学資格：県内在住者、満60歳以上で
生涯学習や地域活動に意欲のある人
募集定員：園芸学科100人
健康福祉学科200人
文化学科100人
陶芸学科40人
費用：出願費用1,000円
入学金6,000円
年間受講料60,000円
※別途実習費が必要な学科あり
出願期間：2/12（木）～ 19（木）

募集要項：長寿介護課または、いな
み野学園事務室まで
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎ 079-424-3342
長寿介護課☎42 8728

美術工芸作品展へ出展する作品を募
集します。
募集作品：絵画・書道・写真・工芸・
彫塑・CG アート・立体作品※応募
作品は未発表のものに限ります。
応募資格：県内居住の障害者（児） 
募集締切：2/27（金）
開催期間：3/17（火）～ 22（日）
開催会場：兵庫県立美術館　原田の
森ギャラリー西館
※作品の規格や応募方法などの詳細
については、下記担当係までお問い
合わせください。
問合先：社会福祉課障害者支援係
☎428725　℻  431801

第４回兵庫県障害者芸術・文
化祭「美術工芸作品展」

神戸新聞社では結婚 50 年を迎えら
れたご夫婦を招き、「金婚夫婦祝福
式典」を行っています。該当者はも
れなくお申込下さい。
対象：昭和 53 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/27 必着※定員になり次第締切
申込先：詳細はお近くの神戸新聞販
売店または神戸新聞社地域活動局☎
078-362-7052 でお確かめ下さい。

金婚夫婦祝福式典

～ハイキングを通じたまちづくりに
参加しませんか～

加西市には、笠
松山、鎌倉山な
ど多数のハイキ
ングコースがあ
ります。これら

のハイキングコースのPRをはじめ、
市や観光まちづくり協会等が主催す
るハイキングイベントのお手伝い、
更には新たなハイキングコースの発
掘などにご協力いただける方を募集
しています（数名程度）。
興味をお持ちの方は、2 月 13 日（金）
までに是非一度ご連絡ください。
問合先：ふるさと営業課☎42 8740

ハイキングマスター募集

鎌倉山

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：1/21（水）～ 2/20（金）
勤務時間：8：30 ～ 17：15 まで
（時間外勤務あり）
採用期間：H21.4/1 ～ H22.3/31
（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：応募者に後日通知
問合先：総務課　☎428702

■秘書スタッフ募集

小児救急電話相談 ＃  ８   ０  ０  ０
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ふるさとの風景

自然あふれる加西市の身近にある美し
い風景を写真に撮ってみませんか。
ふるさとの四季の写真をお寄せ下さ
い。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。
また、みなさんのお気に入りの景色の
情報もお持ちしています。

【問合先】経営戦略室☎42 8700
E-mail: keiei@city.kasai.lg.jp

ふるさとの写真募集

日の出（21.1.4 ランドマークタワーから撮影）

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。
昨年 12 月末までに、36 名から 558 万 5千円のご寄付をいただきました。
これらのご寄付は、皆様のご意思に沿って、来年度予算に計上し、全国に誇れる魅力
ある加西の創造に活用させていただきます。   　   問合先  経営戦略室☎ 0790 42 8700

ふるさと納税は加西市に

「ふるさとの絵」
立花志務くん ( 賀茂小 6年 )

野条町の美しい夕景。一瞬の光の変化をとらえた一枚。中右昌明さん（北条町北条）撮影。
【加西の風景展】中右さんが撮りためた 16 作品を展示。アスティアかさい 3階ウォールギャラリーで 1/27 ～ 2/10 まで。

コハクチョウ（ねひめ白鳥の会撮影）


