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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


