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　平成 21 年度の予算は、現在 3月議会で審議中であり、先月号でお知ら
せしましたように、例年以上に厳しいものとなり、財政再建のための緊
縮型予算となりました。

■総額　　　　　　　約４０８億円（対前年△４億６千万円 △１．１％）
■一般会計　　　　　約１８６億円（　同　　１億７千万円 　０．９％）
■特別・企業会計  　  約２２２億円（　同　△６億３千万円 △２．８％）

■歳入
　市財政の窮状に加え、昨年来の世界経済の金融危機に影響を受け、市
税収入が大幅に減少することが予測されています。前年度に比べて市税
収入では約 4億円の減少が見込まれ、加西市の財政状況をさらに逼迫さ
せる要因となっています。その他の各種交付金においても歳入の減少が
見込まれているため、例年に増して歳入確保が困難な状況となっていま
す。

■歳出
　市財政の現状を踏まえ、極めて厳しい査定を行いました。従前の事業
を総花的に行うのではなく、事業の重点化を図ることで貴重な財源を有
効に活用した歳出予算の編成を行いました。特に少子高齢化対策（民生費）
や学校教育に係る経費（教育費）については優先的に予算措置することで、
市民が安心できるまちづくりに努めています。また、環境保全（農林水
産業費や衛生費）にも重点を置き、自然・歴史遺産などの地域資源の活
用を図っていきます。

■教育施設の耐震化問題について
　加西市の財政状況は非常に厳しく、投資的経費については財政再建推
進計画以上に削減しています。しかし、教育施設の耐震化については、
児童・生徒の安全面からも先送りすることができないため、多額の予算
措置が必要となっています。耐震化に係る費用については国の補助率も
以前に比べて手厚くなり、国の二次補正を利用した耐震化工事等も可能
となったため、当初、21 年度予算で予定されていた事業については、20
年度に前倒しし、実施いたします。

20 年度 3月補正により前倒し実施事業　　
　小・中学校耐震診断補強計画委託事業　　　　　　４３９９万円 
　善防中学校耐震補強工事設計委託事業　　　　　　１８７１万円
　加西中学校校舎耐震補強事業　　　　　　　　１億２０８４万円

■事業仕分けの反映状況
　事業の必要性・行政関与の必要性等の観点から、外部委員の意見を取
り入れながら事業の廃止・縮小・継続・見直しなど、業務の見直し（事
業仕分け）を 20 年度に行いました。その結果を受けて 21 年度予算では
約 2,300 万円の削減を行っています。
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平成21年度市長施政方針（要旨）
質が高く効率的で、市民に喜ばれ信頼される行政をめざして

施政方針を述べる中川市長

【問合先】　財務部　財政課　☎428710

平成21年度予算案の概要

■予算トピックス

　3月 2日に開会した第 224 回加西市議会定例会において、中川市長は平成 21
年度加西市施政方針を述べました。
　施政方針は、市の基本指針となるもので、担当部署はこの施政方針をもとに予
算を立てたり、条例を制定あるいは改正したりするなど、市民福祉向上のための
施策を実施します。
　施政方針の全文は、加西市ホームページに掲載しています。

■病院問題
　平成 21 年度の当面する市政の最重要課題は、病院問題
と教育問題であると考えます。
　先ず、病院問題に関しては、改革プランに基づいて市
立加西病院の医師確保と経営改善に努め、医療の質をよ
り一層向上させます。医療職が、最新の医療技術を習得
しつつ、納得し安心して働くことができ、かつ遣り甲斐
のある職場環境とすること、そして努力する人が報われ
る医療現場とすることが、医師の確保と定着に不可欠で
あると考えています。
　そのためにも、「加西病院のあり方委員会」の答申を踏
まえ、早期に病院事業を地方公営企業法の全部適用に移
行する所存です。先ずは市民の皆様に十分な説明を行い、
理解を深めていただいた上で、新年度内の出来るだけ早
期に、市長から病院長へ、即ち病院開設者から事業管理
者に大幅な権限の委譲をしたいと考えています。
　市民の皆様には、市立の二次救急の総合病院があるこ
との有り難さや意味合いを是非ともご理解いただくと同
時に、病院継続のためには相当のコストが掛かることも
十分にご認識いただいて、地域全体で市民挙げて市立加
西病院を支えていく体制を整備します。

■教育問題
　教育問題に関しては、全国的に注目されるような質の
高い加西の公教育を目指します。
　長年放置されてきた老朽校舎の建替えや耐震補強につ
いては、新年度は先ず、加西中学校の耐震補強工事から
着手し、早期に耐震化を完了させたい考えです。傷みの
著しい泉、北条両中学校の校舎も、大規模改修工事と耐
震化工事とを合わせて実施したいと考えています。
　学校教育施設の統廃合問題に関しては、昨秋以降、タ
ウンミーティングなどを重ね、目下、市民理解と合意形
成に努めているところです。加西市立の各幼稚園・各保
育園についても、幼保一元化とともに、施設統廃合や民
間委譲などを具体的に検討していきます。新年度は、新
時代の教育理念を明らかにした上で、加西市の将来の人
口予測や財政見通しなどとも整合性のとれた、合理的で

現実的な原案を策定のうえ、市民の皆様と一緒に考えて
いく所存です。

■環境問題
　平成 20 年度の最重要テーマであった環境問題について
は、21 年度も引き続き注力いたします。ごみの削減、分
別の強化、再資源化の促進、不法投棄対策などに取り組
むとともに、地球温暖化対策上も有効な下水汚泥の利活
用方法などについて調査し、事業化を検討します。
　また、里山や竹林の管理・間伐を進め、豊かな自然環
境と農村景観を復活させる取り組みを始めます。その活
動で発生する木竹材などをバイオマスとして有効活用す
ることにより、低炭素社会の構築を目指します。温暖化
対策地域推進計画の策定にも取り組みます。

■公民連携で加西市再生
　民間にできることは民間に任せて、行政の肥大化を防
ぎ、財政負担も抑えます。また従来、官が独占してきた
事業を民に開放すれば、民間のビジネス機会が拡大しま
す。そうすることが、市民や納税者のためであり、官も
民の力を借りて公共サービスを変革できるのです。

■魅力的なまちとなるために
　産業政策の面で、将来性豊かな環境技術を要する企業
の誘致に注力していますが、そうした企業の優秀な技術
者が、市内で働き定住するためには、例えば、子供に質
の高い教育を受けさせることができるか、文化面で魅力
的な街であるかなどが問われます。
　この加西で、快適なビジネス環境や住空間が保障され、
ハイレベルのライフスタイルが実現できるよう、市の総
合計画や都市計画で明確に位置づけるなど、必要な各種
条件整備と基盤整備を進めます。
　平成 21 年度も、行政の旧弊や常識を打ち破り、自治体
経営の新機軸を打ち出し、新たなまちづくりのモデルを
加西市から発信します。
　議員各位並びに市民の皆様の格別のご理解ご協力をお
願い申し上げます。

総合計画策定事業　　　　　　　600万円
2020 年度を目標年次とする総合計画を市
民参画を得て策定。( 債務負担H22：500)

マツタケ山再生事業　　　　　　100万円
集落が管理する共有林整備に対して支援
することで、美しい里山を保全するとと
もにマツタケ山再生に寄与。

緊急雇用就業機会創出基金事業　820万円
県緊急雇用就業機会創出基金事業を実施。

ふるさと雇用再生基金事業　　　917万円
県ふるさと雇用再生基金事業を実施。

乳幼児等医療費助成事業     1 億 2,386 万円
乳幼児等の医療費の無料化について、新
たに小学６年生までの入院療養に要する
費用を対象として加える。

妊婦健康診査助成事業　　　　2,345 万円
妊婦健康診査に 14 回で、62,000 円の助成
を行う。

下水道汚泥のエネルギー利用調査計画委
託事業　　　　　　　　　　　　600万円
下水道汚泥の焼却処分に代わり、再資源
化のためメタン発酵システム導入につい
て検討を行う。

薪ストーブ導入事業　　　　　　200万円
公共施設２箇所に薪ストーブを導入し、
間伐材の有効利用により化石燃料使用の
低減を図る。

ごみ収集委託　　　　　　　　1,069 万円
善防中校区のごみ収集（可燃・不燃・埋
立て）を民間委託する。

クリーンセンター整備工事　　7,200 万円
整備工事を実施し、円滑な設備管理、焼
却業務の履行を確保する。

市民と病院の交流事業　　　　　40万円
月１回程度の健康講座の開催や市民フォ
ーラム、ホスピタルフェアを充実させ、
市民の健康向上を図り、市民の理解と支
援を得た病院づくりを行う。

消防施設整備事業　　　　　　2,273 万円
救急自動車の更新整備を実施。

学童保育事業　　　　　　　　3,822 万円
昼間の保育に欠ける小学校 1～ 3 年生ま
での児童を対象に、月～金曜日の放課後
から午後 6時までと、長期休業中の午前 8
時 30 分から午後 6時まで保育する。
実施園：北条・北条東・下里・九会・日吉・
泉（新設）
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教育施設の耐震診断結果を公表します

【問合先】　教育委員会　教育総務課　☎428770　※詳細データについては加西市ホームページをご覧下さい。

　加西市では、昭和 56 年 5 月 31 日以前（旧耐震
設計基準）に建築確認済みで建築された教育施設に
ついて、耐震診断を実施してきました。その診断結
果を公表します。現在、１次診断等が済んだ建物に
ついて、2次診断と耐震補強計画を進めています。

施設名 用途 診断の種類 Is 値 q値

賀茂小
南校舎 : 西部分 RC1 次 0.25 　
体育館 RC1 次＋ S 0.62+0.15 0.47（S）

下里小
北校舎 RC1 次 0.35 　
体育館 RC1 次 0.37 　

九会小

北校舎 RC1 次 0.31 　
南校舎 RC1 次 0.21 　
西渡廊下 RC1 次 0.43 　
東渡廊下 RC1 次 0.43 　
体育館 RC1 次＋ S 0.42 　

富合小
北校舎 RC1 次 0.24 　
体育館 RC1 次＋ S 1.93 ＋ 0.43 0.56（S）

日吉小
南校舎 RC2 次 0.8（補強済）　
体育館 RC1 次＋ S 1.42 ＋ 0.35 0.61（S）

西在田小 南校舎 RC3 次 0.40 　
泉小 体育館 RC1 次＋ S 1.80 ＋ 0.28 0.52（S）

北条中
北校舎 RC3 次 0.46 　
南校舎 RC3 次 0.48 　
体育館 RC1 次 0.14 　

善防中

北校舎 RC1 次 0.35 　
南校舎 RC1 次 0.19 　
西渡廊下 RC1 次 0.22 　
東渡廊下 RC1 次 0.21 　
体育館 RC1 次 0.82 　

加西中 北校舎 RC2 次 0.41 1.9

泉中

校舎 : 西部分 RC2 次 0.34 　
校舎 : 中央部分 RC2 次 0.33 　
校舎 : 東部分 RC2 次 0.34 　
体育館 RC1 次 0.49 　
武道場 S 0.38 1.53

九会幼 管理・保育室 S 0.26 1.05
泉幼 管理・保育室 S 0.36 1.46

　旧耐震設計基準で建築された鉄筋コンクリート造
（RC）・鉄骨造（S）の 2階建以上または延べ床面積
200㎡以上が対象です。平成20年6月より、木造（W）
の 3階建以上または延べ床面積 500㎡以上が追加対
象となりました。

■教育施設の耐震診断結果表（H21.2 月末現在）

　耐震診断は、大地震（震度 6強）に対して、建物
が耐震性能を保有しているか数値で判断します。鉄
骨造についての診断方法は 1種類ですが、鉄筋コ
ンクリート造については 1次診断より 3次診断ま
での診断方法が有り、数字が上がるほど正確な診断
ができます。耐震診断・補強設計には 2次診断以
上の Is 値を採用します。
　国土交通省では安全の目安として Is 値 0.6 以上、
文部科学省では 0.7 以上としています。

　建物が地震に対して、強度で抵抗する数値。
　・Is 値 0.3 未満（大地震に対して倒壊または崩壊
　　する危険性が高い。）
　・Is 値 0.3 以上 0.6 未満（大地震に対して倒壊ま
　　たは崩壊する危険性がある。）
　・Is 値 0.6 以上（大地震に対して倒壊または崩壊
　　する危険性が低い。）

　建物が地震に対して、変形で抵抗する数値。1.0
以上が安全の目安です。鉄筋コンクリート造の 2次
診断以上及び鉄骨造の耐震診断で算出される指標。

■耐震診断対象施設

■ Is 値（構造耐震指標）

■ q値 ( 保有水平耐力指標）

■耐震診断の方法と安全の目安

※ RC…鉄筋コンクリート造
※ S …鉄骨造
※ 2次診断の方が、より正確な診断結果となり、1次診断とは大き
　く数値が異なる場合があります。

定額給付金・子育て応援特別手当の給付について

【問合先】　定額給付金給付事業推進本部事務局・子育て応援特別手当事務局　☎429010（専用ダイヤル）

　加西市では平成 21 年 2月 1日を基準日として、次のとおり定額給付金・子育て応援特別手当の申請受付を始めます。

　住民の生活支援と地域の経済対策を目的として給付す
るものです。
対象者：平成 21 年 2月 1日現在で住民登録・外国人登録
　　　　をしている方が対象です。
給付額：19 歳以上 64 歳以下の方は、1人あたり 12,000 円
　　　　18 歳以下（平成 2 年 2 月 2 日から平成 21 年 2
　　　　月 1日生まれ）及び 65 歳以上（昭和 19 年 2 月
　　　　2日以前生まれ）の方は、1人あたり 20,000 円

■定額給付金

　多子世帯の幼児教育期の負担軽減に配慮するため、平
成 20 年度に限り給付するものです。
対象者：平成 21 年 2月 1日現在、住民登録のある世帯に
　　　　18 歳以下（平成 2年 4月 2日以降生まれ）の子
　　　　が 2人以上あり、かつ小学校就学前 3年間（平
　　　　成14年 4月 2日から平成17年 4月 1日生まれ）
　　　　に該当する第 2子以降の子どもが対象です。
給付額：上記の対象者 1人あたり 36,000 円

■子育て応援特別手当

　2月 1 日現在、加西市に住民登録のある全世帯の世帯
主宛に、申請書を送付します。申請は世帯単位で行いま
す。なお、3月末までに申請書がお手元に届かない場合は、
下記までご連絡下さい。

　上記の日から 9月 24 日までの 6ヶ月の間、申請を受け
付けます。

　申請を受け付けた方から順次、振込手続きを開始し、
申請後、2～ 3週間程度で口座に振り込まれます。

■申請から給付までの流れ

① 3月 19 日（木）　申請書を対象世帯へ発送

② 3月 23 日（月）　申請書の受付を開始

③給付の開始

※定額給付金及び子育て応援特別手当の支給先は、対象者の

　属する世帯の世帯主または世帯構成者となります。振込口

　座は世帯主または同一世帯の構成者名義でお願いします。

　（法定代理人など特別な場合は代理人が認められます。）

市から申請書が届く

給付決定通知書兼振込予定通知が届く

郵送による申請 窓口で申請（市役所）

口座振込

【申請に必要なもの】
申請書（記入、押印したもの）
申請者本人の確認書類（運転免許証、保険証等）のコピー
※外国籍の方は外国人登録証明書のコピーが必要です
振込口座の通帳のコピー（通帳の表紙を 1枚めくった見開
きページ等で、口座番号・振込先が分かる箇所）

現金給付

給付は原則口座振替により行います。口座振込が困難な場
合のみ現金給付となりますが、原則 6月以降の給付とな
ります。

同封の返信用封筒に上記必要書類を入れ郵送。
窓口は混雑が予想されますので、出来る限り郵送申請を。

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

▼

■受付・問合窓口
3 月 23 日（月）～ 4月 5日（日）　土・日曜含む　　　　　　　場所：加西市役所 1階　市民ロビー
4月 6日（月）以降 土・日曜、祝日を除く　　　場所：加西市役所 1階　食堂跡
窓口での申請受付時間及び電話での問合受付時間は 9:00 ～ 16:00 です

■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！
定額給付金の給付をよそおった「振り込め詐欺」や市職員などをよそおった不審な電話には十分にご注意ください。
市や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対にありません。 
ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。 
市や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

■固定資産課税台帳の縦覧について
　市で課税している土地・家屋の評価額などを記載した
縦覧帳簿を見ることができます。
■縦覧できる方
　固定資産税の納税者本人または代理人（納税者本人と
同居されていない方については、納税者本人の委任状が
必要）

■縦覧期間
　平成 21 年 4月 1日（水）～平成 21 年４月 30 日（木）
まで（土・日・祝日を除く、8：30 ～ 17：15）
■縦覧場所・問合先
　市役所２階　税務課資産税係☎42 8713
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「教育を考える市民のつどい」2/22
統合案を説明し、タウンミーティングの経過を報告
する八巻教育長（左）。今後は市役所内に専門部会
を設置し、新たに市としての案を示す方針です。

加西の論点⑥　小中学校、幼稚園、保育所の施設整備と統廃合

【問合先】　経営戦略室　☎428700

　市の現状・課題・方策を示すシリーズ「加西の論点」。昨年、11 小学校を 6校に統廃合し、幼稚園と保育所を一元化
する再編計画を市教育委員会が発表。小学校区ごとにタウンミーティングを開き、市民の皆様のご意見を聴いてまいり
ました。その結果を踏まえ、これからの加西市の教育環境づくりに向けて、現在の市の考え方をご報告します。

　加西市の小中学校校舎等の平成 20 年度耐震化率は、県下ワースト 3位の 39.5％で、全国（62.3％）や兵庫県（63.8％）
の平均を大きく下回り、市内小中学校の耐震化工事は遅れています。市内各教育施設の耐震性能の実態については、前
頁をご参照下さい。

■全国平均を大幅に下回る校舎の耐震性能

　老朽化校舎を今ある場所で、今の数だけ建て替えてほしいという要望はあっても、そのための財源をどうするかにつ
いて、これまで議論されることは、ほとんどありませんでした。
　市の財政再建推進計画では、建設事業に充てる財源を 7億円（財政状況が厳しくなった来年以降は５億円）以内に抑
制しています。過去 5年間の小中学校の整備費用は、下図の通り平均約 3千万円の一般財源額で推移しており、これは
毎年のクリーンセンター改修費や市道の維持補修費にも満たない額です。

■施設整備が進まない理由と財政事情

　小・中学校校舎、特別支援学校、幼稚園・保育所、給食センターなども加えると、いずれ建て替えを要する加西市の教育・
子育て関連施設は 38 施設にも及びます。毎年のように、市内のどこかで教育・子育て施設の建替工事を行ったとしても、
全ての施設で工事が完了する頃には、再度の建替工事を要する時期となり、いつまでも施設更新業務に終始することに
なりかねません。

　学校の耐震化工事は急ぎますが、将来的な人口減少や財政負担を念頭に置けば、老朽化した幼稚園・保育所、小学校・
中学校などの統合を進めながら、一体の施設として建て替え、施設の総数を集約していくのが合理的です。

■施設更新と統廃合を同時に

　学校教育や子育て支援、そして地域医療の確保にお金を使わなければならない時に、お金が不足し、施設のメンテナ
ンスが行き届かない状況にあるのが今の加西市の財政状況です。不要なところは削り、市民に必要なサービスは継続し、
また質も向上するように行財政改革を進めることが、加西市に求められています。

　財政再建途上の市で「なぜ新規にパイロットスクール建設が必要なの
か」、「なぜ特定校区のみ特別視するのか」など、多くの市民の認識とか
け離れているという指摘がありました。市もそれに対して数値やデータ
に裏打ちされた十分な説明根拠が用意できなかったことは反省すべき点
でした。
　目指すべき教育の指針についても抽象的な表現ではなく、市の教育環
境がこの位置にあり、将来はこの位置まで高めるために、この目標を掲
げ取り組むという、誰にもわかりやすい話を多くの市民が期待されてい
ました。
　統合後の学校の姿や地域の姿も見えにくく、全体としては内容不十分
な試案でしたが、市が市の政策を決定する前の段階で、市民の皆様に現
状を示し、今後の全体計画を作るまでにご意見、ご提案を多数いただけ
たことは大きな成果といえます。

■タウンミーティング

　全体計画の策定のためには、市民の皆様に情報を開示し、意見を反映する仕組みが求められます。平成 21 年度末まで
にまとめることになる全体計画の策定において、留意すべき点を以下にご紹介します。

■全体計画の策定

　なお、教育や学校施設整備のあり方については、学校関係者や保護者だけでなく、若い世代も含めた市民全員で考え
なければなりません。市民の皆さまには、主体的に計画づくりに関わっていただき、検討会も立ち上げていきます。

（文責：経営戦略室）

早期に耐震化を行う
　財源確保が実現可能であることが、最も早期に耐震化を行える条件となります。耐震
化と合わせて、老朽校舎の統合を進めます。状況により、新校舎の整備よりも既存の校
舎を活用し統合するほうが早期の耐震化につながります。

校区に聖域を設けない
　統廃合を進める場合において、統廃合校は、限られた資源の中で効率的な配分が行え
る合理的な理由に基づき計画を行うべきです。そのために、特定の校区を特別視するこ
となく、各校区は公平に扱うことが大前提となります。

公に限定しない

　質とコストの両面で、適正なサービスが提供できるなら、幼稚園・保育所は公立施設
に限定するものではありません。公立か私立かの二者択一の議論ではなく、最も高い成
果を得ることを目的とした議論をするべきです。見込まれる結果や成果を示すことが、
公立私立を問わず、最も重要となります。

その他の計画との整合

　総合計画や次世代育成支援行動計画、財政再建推進計画との整合が必要です。
　都市計画における「地域核」や地域における将来人口の設定など多角的な検討を行い
ます。財政計画においては毎年建設事業費の何割を教育施設整備に充てるかの枠組みも
必要となります。今の基準に物差しを当てるのではなく、校舎は建設後 50 年使用すべき
施設であることを考え、長期的に望ましい教育環境を維持できるよう計画します。

幼児園について

　幼児園が単に公立の保育所と幼稚園を存続させる目的や理由にならないよう、また安
定したサービスが持続的・効率的に提供できるよう、今後の全体計画や関心表明などで
示される様々な提案を検討します。必ずしも全て幼児園（ミニ幼児園）にすることを事
業者選定の絶対条件に設定すべきではないと考えます。

統廃合は垂直展開も
　統廃合は隣接する校区のみならず、小中一貫校など縦の統合も含めて検討します。数
合わせではなく、最良の教育環境・システムの提供を目的とし、加西市の特色ある教育
を構築することを追及します。

小中学校整備に充てられた一般財源の推移
左のグラフは「地方財政状況調査」の小中学校等の投資的
経費の一般財源額を表しています。平成 17 年以外は全て
市の単独事業であり、事業費総額も同じ額です。主な内訳
は、下水道接続工事、プール改修工事、備品購入などです。

加西市の小中学生・就学前児童の人口推計
平成 15 年から平成 20 年までの 4月 1 日現在の人
口をもとに、コーホート要因法で平成 50 年までの
人口推計。
加西市の 15 歳以下の人口は、今後 30 年以内に半
減すると予測されます。

（単位：万円）
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平成21年度第３次　加西市職員採用試験のご案内

【問合先】　総務部　総務課　人事係 　（市役所３階北側）　☎428702

■近年の採用状況
　市役所には、市民のために真に役立つ人材が必要です。サービス精神やコスト意識があるか、市民に喜ばれることを
生き甲斐とできるか、主体的に考えて行動し成果を出せる職員か否かで、仕事の質も市民満足度も随分と違ってきます。
　このような考えから、私は、市長就任以降、公正かつ透明性の高い職員採用制度とするために、試験委員会に外部委
員も入れ、かつ外部有識者の意見も聞きながら選考方法を改善してきました。
　市役所の業務には、高度の専門学力よりも、むしろ、市民サービスの現場において、市民との協働や連帯ができるよ
うな幅の広い人間性をもった人材が必要です。また、答えの決まっている問題は解決できても、未知の問題や突発事態
に対処できる人材でなければ、任務を遂行できません。
　それゆえ、市役所職員には、高い志と強い使命感をもった人材、気付きと行動のある人材、市民・納税者の立場と行
政の立場の双方から物事を考えられる視野の広い人材、加西を外からの視点で観られる人材などが求められます。した
がって、選考にあたっては、市内在住者か否かによって差をつけることなく、いかに加西市に役立つ優れた人材である
かを観ています。そして、採用した職員が加西市に居住することが理想です。
　私の市長就任以前に募集され、試験実施された平成 18年度採用までは、行政職の欠員を補充するために例年 10名
以上の採用を続けていました。しかし、私が市長になって以降は、少数精鋭の厳正な選抜試験によって採用し、かつ採
用後の育成指導にも力を入れています。
　社会人採用職員は、総じて仕事への取り組み姿勢や業務の質・効率などが優れていると、市役所内外で評価をいただ
いています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）

　加西市では、急激な経済情勢の悪化に対応する緊急雇用対策の一環として正規職員を募集します。
　特に、政策立案、法務、新規事業企画、公民連携、事業再生などの分野で活躍できる人材を求めています。

職種 採用予定日 採用予定人数 受験資格

行政職
（事務・技術）

平成 21 年 7月 1日 5名
昭和 44 年 4 月 2 日から昭和 62 年 4 月 1 日までに生
まれた人。性別、国籍は問いません。

受験申込

提出書類
申込方法等、詳細は、募集要項をご覧ください。
市ホームページからダウンロードできます。( 市役所でも配布しています。)

受付期間
平成 21 年 3月 16 日（月）～ 4月 9日（木）土日祝除く午前 8時 30 分～午後 5時 10 分
持参または郵送によりお申込みください。

申込先 〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事係

試験日程・種目
（一次試験）

平成 21 年 4月 18 日（土）受付：午前 10 時 15 分～ 教養試験・適性試験

■募集職種・採用日

■受験申込み・試験日程等

採用年度
受験者数 採用者数

実質競争率
総数 うち加西市民 （割合） 総数 うち社会人採用 総数のうち市民 （割合）

平成 16 年度 88 人 56 人 （64%） 9人 － 4人 （44%） 9.8 倍

平成 17 年度 87 人 33 人 （38%） 10 人 － 3人 （30%） 8.7 倍

平成 18 年度 125 人 62 人 （50%） 15 人 － 8人 （53%） 8.3 倍

平成 19 年度 104 人 23 人 （22%） 5人 4人 1人 （20%） 20.8 倍

平成 20 年度 116 人 25 人 （22%） 7人 4人 4人 （57%） 16.6 倍

平成 21 年度 78 人 25 人 (32% ) 4 人 1 人 0人 ( 0% ) 19.5 倍

■職員採用試験実施状況（行政職）

※行政職とは、「行政職給料表」の適用を受ける職員で、事務職のほか、保育士や保健師、技術職、消防吏員等を含みます。

平成21年度　任期付職員の採用（追加募集）

　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。

職種 採用予定人数 主な職務概要

環境担当 1名 地域環境を視野に入れた循環型社会の形成と低炭素社会を目指す社会システムづくり

病院経営担当 1名 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

※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。

【問合先】　総務部　総務課　人事係 　（市役所３階北側）　☎428702

■兵庫県地球温暖化防止活動推進員の募集
　地域での省エネ行動など地球温暖化防止のための実
践的活動の取組みに参加していただける方を募集。
応募方法：応募用紙を、加西市環境創造課へ提出。
応募用紙：県ホームページからダウンロード可。
　　　　　環境創造課窓口でも配布。
募集締切：3/19( 木 ) まで。
任　　期：H21.4/1 ～ H24.3/31

年度 平成 17
( 基準値 )

平成 18
( 実績値）

平成 19
( 実績値 )

平成 24
( 目標値 )

温室効果
ガス排出量

16,810 17,194 15,802 15,802

■加西市役所温室ガス総排出量　　　（単位：㌧‐ CO2）

（平成 21 年 4月 1日見込み）

■募集職種

受験申込

提出書類
申込方法等、詳細は、募集要項をご覧ください。
市ホームページからダウンロードできます。( 市役所でも配布しています。)

受付期間
平成 21 年 3月 16 日（月）～ 4月 17 日（金）土日祝除く午前 8時 30 分～午後 5時 10 分
持参または郵送によりお申込みください。

申込先 〒 675-2395　加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事係

■受験申込み・試験日程等

採用予定日 受験資格

平成 21 年 7月 1日 昭和 54 年 4月 1日までに生まれた人。性別・国籍は問いません。

■採用予定日・受験資格

※民間職務経歴、スキル、年齢等により最高 7級（管理職級）ベースで処遇します。

狂犬病予防注射のお知らせ

【問合先】　環境創造課　☎426620

　平成 21 年度から、各町での狂犬病予防の集合注射は廃
止となります。飼い主の皆様には各自、動物病院での接
種をお願いします。
　狂犬病予防注射期間（生後 90 日を経過した犬）は 4/1
～ 6/30 です。期間外の注射については、各動物病院にお
問合せ下さい。

市内動物病院
加西動物病院（谷町 68 ※中国道側道南）☎43 0810
北条動物病院（北条町横尾 1229-3 ※加西郵便局前）☎42 6353
レオ動物病院（北条町北条 323 ※イオン加西北条 SC内）☎43 7878

■新しく犬を飼われる方
登録料　 3,000 円　　注射代※各病院でお確かめ下さい。
注射済票 550 円
■すでに登録をされている方
3 月中頃、市から送付するハガキを必ず持参して下さい。
事前にハガキの予診票を記入して下さい。
注射代※各病院でお確かめ下さい。　　注射済票 550 円

　近隣市の他の動物病院については回覧及びハガキ（登
録済の方）でお知らせします。
■犬の飼い主は、犬の登録と狂犬病予防注射が義務づけられ

　ています。

【問合先】　環境創造課　☎426620

　加西市は、平成 18 年に平成 24 年度を目標年度とした
「加西市地球温暖化対策実行計画（第 2次）」を策定して
います。その中で、市役所の温室効果ガス排出量を、17
年度を基準として 19 年度から 24 年度の 6年間で 6％削
減する目標を立てていましたが、1年目の 19 年度に達成
することが出来ました。引き続き、今後も職員一丸とな
って更なる削減に努めていきます。

市役所での地球温暖化対策への取り組み



1110

KASAI データバンク 人口／ 49,209（－ 78） 世帯数／ 17,047（－ 5）
男／ 23,926（－ 4） 女／ 25,283（－ 37）　
2 月の出生数／ 18 人 死亡数／ 52 人

H21.2.28 現在（前月比）

　加西市はこの度、次の皆さんに「さわやか市民賞」をお贈りしました。
この賞は、学術、芸術、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、
市のイメージアップに寄与した個人、団体を称えるものです。

『さわやか市民賞』表彰

　北条町の羅漢寺では、石を使ったひな人形など、参拝客らが
持ち寄った約 70 点のひな人形のコレクション展を開催中。ま
た、地域を盛り上げようと、北条まちづくり協議会会長の松本
正光さん（北条町北条）宅他 2 軒でも、玄関先など通りから見
える場所に思い出の詰まったひな人形を展示されています。「観
に来られる方が、家族の思い出について話す場になればいいで
すね」と松本さん。
　それぞれ展示は北条節句祭りが行なわれる 4 月 5 日（日）ま
で行われます。

思い出のひな飾り。北条のまちなかで展示

　2 月 24 日、西在田小学校 6 年生 24 人が、交通安全の呼びかけやドライバー
への注意喚起のため、看板「飛び出し坊や」25 体を作成。これは、加西市
交通安全協会西在田支部（金澤牧博支部長・評議員 22 名）が毎年、同校へ
作成依頼しており、今回で８回目。同支部のみなさんが、「飛び出し坊や」
を形どり、児童が着色し、表情を描いて、一体ずつ仕上げました。
　3 月 3 日には、同支部が別に作成した 25 体と合わせ、計 50 体を西在田校
区内の飛び出し危険箇所に、交通安全を祈願して設置されました。

飛び出し注意。『飛び出し坊や』作成

▲市内で初の女性の青年農業士に認定された吉田さん（2/9）

▲ NHK より取材を受ける北条まちづくり協議会会長の松本さ
　ん（中央）。2/27 にテレビ放映

▲図工室で、飛び出し坊やを作成中の西在田小児童

　春の火災予防運動行事の一環として 3月 5 日、イオン加西
北条ショッピングセンターで防火訓練が行われました。同セ
ンターからは自衛消防隊や従業員約 300 人、消防署からは指
揮隊や救助隊など 5 隊 16 名が参加。店内で火災が発生した
との想定のもと、大規模店舗での災害発生時における自衛消
防組織の円滑な初動体制の確立や消防機関との連携強化を図
りました。

大規模店舗で防火訓練実施

　常吉町でいちご栽培をされている、吉田農園の吉田さつきさんが、兵庫県青年農業
士に認定されました。吉田さんは、かさい愛菜館運営協議会役員としても活躍、地域
農業の発展に寄与されています。
　市内の青年農業士は 5 名となり、今後も先鋭的な農業経営の取り組みや、また農業
を志す若者の模範としての活躍が期待されます。

いちご農家の吉田さつきさんが県青年農業士に

■上田　聖（九会小 6年）
　第 32 回兵庫県小学生陸上競技大会（平成 20 年 10 月 19 日）の 6年男
子走り幅跳びで優勝（記録 4メートル 97）。

▲北条中学陸上部の皆さん

　野条町の市指定文化財「野条廃寺跡」で、市教育委員会市史・文化財室の調
査により、現存する正方形の遺溝（１辺約 10 ｍ、高さ約 50 ｃｍ）は、平安
時代初期に建てられた塔の基壇跡とみられることが分かりました。
　京都府立大学文学部の菱田哲郎准教授は、「今回の調査からは平安時代初め
にはじめて塔が建てられたことが確かめられ、この時期に創建された寺院であ
る可能性が高くなった。出土瓦からは、平安京や播磨国分寺との関係がうかが
え、当時において重要な位置を占めていたと言える」とコメントされています。

野条廃寺跡で平安初期の塔の基壇跡

▲塔の基壇跡が確認された野条廃寺跡

　下里幼稚園は昭和 57 年創立以来、今年で 27 年目を迎えま
すが、来年度は入園希望数が規定数に届かず、休園が決定と
なりました。そこで、今まで温かく支えてもらってきた地域
の人々に感謝し、本年度最後のオープンスクールに合わせ、
2 月 20 日にプロのシンガーソングライター石田裕之さんを
招きコンサートを開催しました。
　園児、保護者とも自然に手拍子をしたり、口ずさんだりし
て、終始笑顔。「ぜひ、再開コンサートができますように !」
と願いました。

下里幼稚園、再開を願ってコンサート開催

▲石田裕之さんと記念撮影する下里幼稚園の園児たち

▲県公館で授賞式（2/15)
　岩井さん（左）と西脇さん

　 今年で 5 回目となる「お米甲子園 2008 ～兵庫のおいしいお米コンテ
スト」において、西脇稔晃さん（玉野町）が応募総数 543 点から上位
20 点に入り、奨励賞を受賞されました。自身 3 度目の入賞です。また、
今年で 11 回目となる「平成 20 年度お弁当おにぎりコンテスト」では、
岩井瑞帆さん（笹倉町）が応募総数 3,080 点のうち、上位 15 点に見事
入賞されました。このコンテストは、「お米」を通じて、今後の食生活
のあり方や農業・農村の役割などについて考え、ごはん食の素晴らしさ
を再認識してもらおうと兵庫県などが主催しています。

『お米甲子園２００８』などで、加西市から二名が入賞

　そば打ちグループ『ゆかいな麺々』の山本早知子さん（北条町古坂）が、北海道
で開かれたそば打ち技能審査会で最優秀賞を受賞、西日本では、初めてとなる快挙
です。試験は、技術面だけでなく、そばを通じた活動実績も評価の対象。
　「今後は、すばらしい賞をいただいたことを励みにして、そばを通じて加西を元
気にする活動に貢献していきたい」と山本さん。

『第14回日本そば博覧会  in  ほろかない』で、最優秀賞を受賞

最優秀賞の山本さん▶

■「加西 “ ＳＯＢＡ ” ネットワーク」への情報とボランティアスタッフ募集
　市内では、そば打ち講座が熱心に行われ、そばを栽培される方も非常に多くなりました。そこで、同ネットワークを
つくり、市内の「そば」に関する情報収集と発信をしていきたいと考えています。
　情報収集や機関紙発行などのお手伝いをしていただくボランティアスタッフを募集します。また、いろんな情報をお
寄せください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申込・問合先】　中央公民館☎42 2151　℻  42 1453

■牛尾立太郎（富合小 5年）
　「アフリカこども絵画コンクール」（朝日小学生新聞主催）で「朝日小学
生新聞賞」を受賞。

■北条中学校陸上部（牛尾太郎、正中湧也、工藤大輝、高田航志、高瀬駿、
　中川大貴、吉村幸樹、小林順一、高瀬慧）
　平成 20 年 11 月 15 日に開催された、第 57 回兵庫県中学駅伝競走大会
において、同校男子としては 30 年ぶりとなる優勝。

▲受賞した牛尾くん（左）と上田くん

▲消火器を使った初期消火訓練 ▲梯子車を使った大
　規模消化訓練
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　4月から加西病院の入院診療が『包括化』になります。

『包括化』とは何か？『包括化』と対比される言葉が『出

来高』です。従来、医療にかかる費用の支払いは、行

った医療を積み上げて請求する出来高方式でした。と

ころが厚生労働省は入院については出来高方式を改め、

病気ごとに支払額を決める包括化を取り入れることに

しました。この包括化を『ＤＰＣ』と言います。どの

ような診療をしようと支払額が一定ということは、資

源を注げば注ぐほど利益が減ることを意味します。国

が医療費抑制政策を実行するのにも便利な仕組みと云

えます。

　ＤＰＣにはもう一つ、辛辣な仕組みが組み込まれて

います。一日当たりの支払額は入院期間が長くなるほ

ど下がってゆくのですが、額が下がる期日の基準に全

国の平均在院日数が使用されるのです。と云うことは、

経営努力で入院期間を短縮する病院が増えると、入院期

間が変わらない病院は収入が減ることになります。勢い

入院期間の短縮に向けて皆走り出します。入院期間が

短縮すると、患者数が増えなければ空き病床が出ます。

このような仕組みには、空き病床を埋められない病院は

減ってもらおうと云う国の意図が見え隠れしています。

　一方、ＤＰＣには良い点もあります。病気ごとの支払

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

2 月 13 日、病院の正面玄関ホールにて、ボランティア
の『きらりバレンタイン・ラブリー・コンサート』が開
催されました。院内コーラスグループ “ きらり ” のメン
バーをはじめ、市民からの友情出演としてフロッグエコ
ーズの皆さんや、いつもご指導を頂いている大西由香先
生の素晴らしい歌声が披露されました。入院中の患者さ
んや付添のご家族の皆さんにはご一緒に歌って頂くな
ど、楽しい時間を過ごして頂きました。

院内ボランティア・コンサート

額の設定や、在院日数短縮の誘導は、より有効でより

早く治すための根拠に基づいた医療を要求します。こ

の診療構造の変革に耐えて、病院の医療レベルを向上

させなければ病院の未来はない、と考えます。

　なにぶん新たな制度の導入ですので、患者さんや市

民の皆さんにはご迷惑のかかることも多々あるかと存

じます。ご容赦の上、ご協力賜わりましたら幸甚に存

じます。　　　　　　　　　　　　　　　（  病 院 長  ）

『包括化が病院にやってくる』

母子家庭の手当・障害のある児童の手当について

【問合先】　こども未来課　☎428726 

国民健康保険の加入・脱退はお早めに

【問合先】　国保健康課　☎428721

健診を受けて身体チェック。年1回の健診で早く身体の変化を見つけよう

【問合先】　市民福祉部　国保健康課健康係　☎428723

　こんなときは 14 日以内に届け出をお
願いします。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。

こんなとき 届け出に必要なもの

国保に
加入

他の市町村から転入してきた 他の市町村の転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめた 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
職場の健康保険の被扶養者からはずれた 被扶養者でない証明書、印鑑
子供が生まれた 保険証、印鑑

国保を
やめる

他の市町村に転出する 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入した 国保と職場の健康保険の両方の保険

証、印鑑職場の健康保険の被扶養者になった
国保の被保険者が死亡した 保険証、印鑑

その他

同じ市町村内で住所が変わった
保険証、印鑑世帯主や氏名が変わった

世帯が分かれたり、いっしょになった
修学のため、別に住所を定める
（他市町村への転出の場合にかぎる）

保険証、在学証明証、印鑑

保険証をなくした、あるいは汚れたりし
て使えなくなった（再交付）

身分を証明するもの、印鑑

※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。

　がんをはじめ生活習慣病（糖尿病・高血圧・脂質異常等）は、
たばこや食生活を含む日常生活の習慣が長い年月をかけて影響し
発症します。
　自覚症状がなくても年に１回は定期的に健診を受けたり、日常
の生活習慣に気をつけるなど、予防と早期発見に取り組むことが
必要です。
　平成 20 年度の町ぐるみ健診のがん検診において、がん、がん
の疑い、その他（胃炎、大腸ポリープ、肺結核等）と診断された
方は、計 78 人という結果となりました。
　町ぐるみ健診では、特定基本健診・胸部・胃がん・大腸がん・
前立腺がん・子宮がん検診・歯周疾患検診を実施しています。こ
の機会にぜひ受診してください。
　詳細については、町ぐるみ健診申込書ならびに健診特集号（広
報 4月号と同時配布）をご確認ください。
　なお、「加西市国保」「後期高齢者医療」以外の医療保険証をお持
ちの方の特定基本健診は、ご加入の医療保険者にご確認ください。

■町ぐるみ健診を受けましょう ■平成 20年度町ぐるみ健診の結果（抜粋）

がん検診　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
区分 受診人数 要精密検査 (% )

胸部 2,651 81（ 3.1%）
胃部 1,732 205（11.8%）
大腸 2,329 121（ 5.2%）
肝炎ウィルス 275 4（ 1.5%）

特定基本検診　　　　　　　　　　　（単位：人）
区分 受診数 要精密検査 (% )

血圧 2,670 456（17.1%）
脂質 2,671 697（26.1%）
糖尿病 2,671 103（ 3.9%）

歯周疾患検診　　　　　　　　　　　（単位：人）
区分 受診数 要治療 (% )

歯石・歯肉炎等 312 251（80.4%）

　児童扶養手当制度は、母子家庭の生活の安定と自立を
促進するため設けられた制度です。
　日本国内に住所があり、父母の離婚・父の死亡等によ
り父を生計をともにしない児童（18歳に達する日以降の
最初の 3月 31 日までの間にある者又は 20歳未満で政令
の定める程度の障害の状態にある者）を養育している母、
または母に代わって児童を養育している方に対して、所
得に応じて手当が支給されます。
　該当すると思われる方は下記までお申し出下さい。
　ただし、申請者・同居家族に対する所得制限、年金の

　特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある児
童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその
児童を養育している方に対して支給されます。
　該当すると思われる方は下記までお申し出下さい。
　ただし、保護者や同居家族に対する所得制限、年金受
給資格、診断書による障害状態の判定により、手当が支
給されないことがあります。

■特別児童扶養手当

少子化対策により、上下水道基本料金の減免手続きを行います

【申込先】4/1 ～ 20 までの間、市役所１階のこども未来課、 市民課でお手続きください。【問合先】経営戦略室☎428700

■上下水道基本料金の免除を受けることができる方
　加西市内に住所があり、現に居住している上下水道登録
使用者で、世帯内に就学前の子どもがいる母子家庭の方。
※この場合の母子家庭とは児童扶養手当又は遺族基礎年金

（旧母子福祉年金）を受給されている世帯の方です。申請の

際には、証書の提示が必要です。

■下水道基本料金の免除を受けることができる方
　加西市内に住所があり、現に居住している下水道登録使
用者で、世帯内に３歳未満の第３子以上の児童がいる方。
※ただし、18 歳以上のお子様は児童数にカウントしません。

【ご持参いただくもの】
・印鑑
・水道使用量等のお知らせ（登録使用者を確認するために
　必要です。）
・児童扶養手当又は遺族基礎年金の受給証書（母子家庭世
　帯を確認する場合に必要です。）

※減免申請者は上下水道使用者名義人です。該当世帯であっ
　ても、以下の場合は減免の対象となりません。
　・登録使用者が同一世帯にいない。
　・アパートや集合住宅等でメーターが共同であったり、登
　　録使用者が住宅管理者名義になっている。
　・家庭用以外にかかる基本料金。

■児童扶養手当 受給資格等により、手当が支給されないことがあります。
　詳細につきましてはお問合せください。



■～播磨路に春を呼ぶ～播州北条節句祭
まつり所の播磨地方にあって、
北条節句祭は播州最大の春祭
りです。なかでも、満開の桜
の中での14台（今年は12台）
もの屋台の宮入りや、優雅な
祇園囃子によるまち回りなど
は、ここでしか見ることができない貴重なものです。ま
た、龍王舞、浦安舞、鶏合せなど、時代絵巻さながらの
古式ゆかしい神事も見どころです。
開催日：4月4日（土）・5日（日）
場所：北条町住吉神社他
問合先：加西市観光案内所☎428823

1514

あいたい兵庫デスティネーションキャンペーン

法華山一乗寺をはじめとする東播磨の国宝 4ヶ寺をバ
スで巡ります。ボランティアガイドや住職の案内の下、
一乗寺宝物館、鶴林寺太子堂、朝光寺本堂内陣（国宝）
など、普段見ることのできない
貴重な文化財も特別に拝観でき
ます。※酒蔵レストランふく蔵
での市内食材を生かした昼食付
運行日：4～ 6月の毎週金曜日
参加費：5,800 円（昼食代含む）　※加古川駅前発
申込先：日本観光旅行センター☎ 0795-22-1720

龍王舞

長寿（後期高齢者）医療制度。平成21年度の保険料軽減措置のお知らせ
　このたび、長寿（後期高齢者）医療制度の円滑な運営を図ることを目的とした平成 21 年度の保険料軽減措置が決まり
ましたので、具体的な内容についてお知らせします。
　長寿（後期高齢者）医療制度の保険料の計算方法は、一人ひとりにかかる「均等割額（43,924 円）」と、前年の所得に
応じた「所得割額（所得割率：8.07％）」の合計額となります。均等割額と所得割率は 2年ごとに改定されますので、平
成 21年度は平成 20年度と変わりません。
　次の軽減措置も踏まえた上で、平成 20 年中の所得により計算した平成 21 年度保険料額は、7月中旬頃にお知らせす
る予定です。

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

■所得の低い方の軽減

　均等割

　同一世帯内の長寿（後期高齢者）医療制度の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が、表の基準額以下の場合、
均等割額が軽減されます。
　このうち、均等割額が 7割軽減される世帯（基準額が 33 万円以下）の方は、平成 20 年度は経過的措置として一律
8.5 割軽減されていますが、平成 21 年度以降は、長寿（後期高齢者）医療制度の被保険者全員が年金収入 80 万円以下（そ
の他各種所得がない）の場合、9割軽減されます。

　所得割

　所得割を負担する方のうち、所得割額の算定対象所得（総所得金額等－ 33 万円）が 58 万円（年金収入のみの場合、
211 万円）以下の方は、平成 20 年度と同様に、平成 21 年度以降も 5割軽減されます。

■被扶養者だった方の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険（国民健康保険や国民健康保険組合は対象となりません）
の被扶養者だった方は、制度加入時から 2年間に限り、所得割はかからず、均等割額が 5割軽減されます。
平成 20 年度は特例として、9月までは保険料の負担がなく、10 月から平成 21 年 3月までは均等割額が 9割軽減されて
いますが、平成 21 年度も 1年間、均等割額の 9割軽減が継続されます。

2011 年 7 月 24 日までに地上テレビ放送は完全にデジ
タル放送に移行し、アナログ放送は終了します。
地上デジタル放送の受信に関する質問は、地上デジタル
テレビジョン放送受診相談センターまで。

総務省地上デジタルテレビジョン放送受診相談センター

0570-07-0101 平日：9:00 ～ 21:00
土・日曜、祝日：9:00 ～ 18:00

基準額
軽減割合

度年12成平度年02成平

総所得額が 33 万円以上の方
※総所得金額とは、同一世帯内の長寿
　医療制度の被保険者および世帯主の
　所得の合計です。

7割軽減が一律 8.5 割に軽減されます。 基本は 7割軽減で被保険者全員が年金
収入 80 万円以下（その他各種所得がな
い）の場合、9割軽減されます。

※ 5割軽減、2割軽減については、基準額、軽減割合とも変更ありません。

※ 65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大 15 万円を控除し、軽減を判定します。

度年12成平度年02成平
しな担負しな担負額割得所

均等割額 負担なし
9割軽減 9割軽減

2,196 円（年額） 4,392 円（年額）
▲

平成 20年 4月
▲

平成 20 年 10 月
▲

平成 21 年 4月
▲

平成 22 年 4月

・・・実際の保険料負担部分

加西市地域包括支援センターからのお知らせ

【問合先】　長寿介護課　☎428728

　高齢者の介護・福祉・医療・保健に関する相談業務を
行う一時相談窓口を 4月より次の窓口で行います。

加西市立図書館の休館日変更のお知らせ

【問合先】　加西市立図書館　☎423722

　4 月より次のとおり休館日を変更いたします。ご理解
のほどお願い申し上げます。

平成 21年 4月からの休館日
・木曜日（祝日の場合は翌日）
・年末年始（12月 28 日～ 1月 3日）

一時相談窓口
ラヴィかさい在宅介護支援センター（北条町古坂 1072-14）☎43 0361
加西白寿苑在宅介護支援センター（北条町東高室 1231-1）☎43 9800
NPO法人蕗の薹 ( ふきのとう )（別府町甲 2664-169） ☎47 2077 ※新規
第二サルビア荘在宅介護支援センター（国正町 1931-2）☎45 8922 ※ 3月は、従来どおり月曜日休館です。

　兵庫県とＪＲとのタイアップによる大型観光キャンペーンが実施され、4月～ 6月末まで、県内各地で様々な催し
を開催します。加西市では次のツアーが行われます。統合パンフレットは加西市観光案内所にあります。

今回、北条の宿がまち歩き県内 50 コースの 1つに選ば
れました。西国脇街道の面影を今に伝える歴史、伝統、
隠れた見所などをボランティア
ガイドが案内します。北条の新
しい魅力を発見しましょう。
開催日：4～ 6月の毎週土曜日
参加費：150 円
集合場所：北条鉄道「北条町駅」（予約不要）
集合時間：10:30 ～約２時間
問合先：加西市観光案内所☎42 8823

■「播磨の国宝巡りバスツアー」参加者募集 ■「～京・大坂への街道～　北条の宿まち歩き」

■チューリップまつり 2009
フラワーセンター　～450品種30万本の饗宴～
今年もチューリップをはじめ、色と
りどりの花々が、ところ狭しと園内
に咲きそろいます。オランダ衣装試着
体験や花の展示会、即売会など、家
族向けから花の愛好家向けまで様々
なイベントが盛りだくさんです。
※3/1～ 5/6は無休です
　4/12 　チューリップとお茶席（9:30～ 16:00）
　4/26まで　オランダ衣装無料体験（土日祝のみ）
　5/ 6まで　チューリップまつり2009
問合先：兵庫県立フラワーセンター☎471182

住吉神社

フラワーセンター

国宝めぐり（一乗寺）

※ナイトウメディックス㈱の一時相談窓口は終了します。



■水道水濁りのお詫び
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くらし

兵庫県の行財政構造改革に伴い、加
西健康福祉事務所 ( 保健事務所 ) は
本年 3 月末日をもって閉鎖いたしま
す。当所の業務は 4 月 1 日以降、加
東健康福祉事務所（現・社健康福祉
事務所）に引き継がれます。
詳しくは、4 月 1 日以降、下記まで
お問合せ下さい。
問合先：北播磨県民局加東健康福祉
事務所☎ 0795-42-5111

加西健康福祉事務所が 3月末
で閉鎖されます

第 6回加西ロマンの里ウォーキング
の開催にあわせ、法華口駅前広場で
加西産のおいしい農産物や加工品を
販売します。
日時：3/20（金・祝）13:00 ～ 16:00
場所：北条鉄道・法華口駅前広場
出品予定物：地元農産物（イチゴ、
トマトなど）、パン、お菓子、お寿司、
お酒など※内容変更の場合もあり。
問合先：ふるさと営業課☎42 8740

～おいしいものがいっぱい～
法華口駅前で直売市場を開催

朗読の技術を学ぶことを通し、視覚
障害者への理解を深めましょう。
実施日時：7 回コース（毎週木曜日）
4/16、23、30、5/7、14、21、28
13:00 ～ 15:00
実施場所：加西市健康福祉会館
講師：朗読ボランティア「かしの実
グループ」
定員：20 名※参加費 1,000 円
申込締切：4/10（金）
申込方法：電話申込可
問合先：加西市社会福祉協議会
☎43 8133 ℻  42 6658

朗読ボランティア入門講座

介護予防のための健康体操に取り組
み、活動的でいきいきと生活し続け
ることを学ぶ「元気塾」。ぜひご参
加下さい。
日時：5 ～ 9 月の第 1・3 木曜（全
10 回）10:00 ～ 12:00
場所：市民会館　3 階教養娯楽室
対象：おおむね 75 歳以上で体力の
低下を感じている方
参加費：1 回 300 円
持ち物：タオル、バスタオル、飲み物
定員：25 名※先着順
受付期間：3/23（月）～
申込先：中央公民館☎42 2151
※月～土曜日の 8：30 ～ 17：15

高齢者健康教室
「生き活き元気塾」のご案内

2 月 12 日（木）午後 7時頃に寺山配水池の機械故障により、北条地区を中
心に水道水の濁りが発生しました。一部市民の皆様には大変ご迷惑をお掛け
しましたこと、深くお詫び申し上げます。
つきましては、該当地区の方で減免を希望される方は、１㎥相当の使用料金
（約 300 円）を減免いたしますので、誠にお手数ですが下記要領で申請手続
きを頂きますようお願いいたします。
対象者：被害を受けられた方で、基本水量 (20㎥ /2ヶ月 )を超えて使用された方
申請期間：3月 23 日（月）～ 4月 3日（金）までの平日 8:30 ～ 17:00
申請場所：生活環境部業務管理課　（水道棟 2階）☎42 8791
次期料金請求時に減額いたします。なお、申請時には印鑑をご持参願います。

市民会館からのお知らせ

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
前売チケット発売中

シネマかさい 2009「おくりびと」
日時：4/19( 日 )
① 10：00 ～② 14:00 ～ ③ 18:00 ～
チケットは完売しました。ありがと
うございました。

チケット発売先：市民会館・ローソ
ン・イープラス・電子チケットぴあ
問合先：市民会館☎43 0160

お笑いバトル 2009　in　かさい
出演者：
サンドウィッチマ
ン・ナイツ・狩野英
孝・桜塚やっくん・
クールポコ・中山功
太・天竺鼠
日時：4/4（土）

① 11:30 ② 14:30
入場料：3,500 円※当日500円増
前売チケット発売中

春季定例講座（4～9月）受講生募集
講座内容：青竹ふみ、自力整体、サ
ンドブラスト、プリザーブドフラ
ワー、ストレッチ、フラワーアレン
ジメント、津軽三味線、シニア健
康体操、楽しい KID'S ダンス、ジャ
ズダンス、ウクレレ、バランスボー
ル、ハワイアンフラ、タヒチアンダ
ンス、ヨガなど
募集期間：3/31（火）まで

加西市民会館友の会会員募集
個人会員 1,500 円
ファミリー、グループ会員 5,000 円
法人会員 10,000 円
特典：チケットや講座受講料の割
引、チケットの優先販売など

少子化対策の一環として、同一世帯
の 2 人目以降のお子さまが市立幼稚
園に入園される場合、入園料（年額
8,000 円）が免除となります。該当
される方は、既にお渡ししている「幼
稚園入園料減免申請書」を記入のう
え、4/13（月）までに各幼稚園に提
出してください。
なお、申請書をお持ちでない方は、
各幼稚園にあります。
問合先：教育委員会こども未来課
☎42 8726

市立幼稚園の入園料が２人目
から免除

駐屯地開放日時：
3/28（土）～ 4/12（日）
平日17:00 ～ 21:00
土・日9:00 ～ 21:00
※但し、桜の開花状況により多少日
程を変更する場合があります。
問合先：青野原駐屯地広報班
☎0794667301

青野原駐屯地　桜まつり

ともだちいっぱい
親子ふれあい遊びや、支援員による
楽しいお話もあります。
お友達と一緒にあそぼうね！
日時：4/15（水）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：4/13（月）・23（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：4/21（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

わいわいひろば
双子ちゃん、三つ子ちゃんあつまれ！
4 月より、毎月 22 日を多胎児のお
母さん、妊婦さんの日とします。
情報交換や日ごろの悩みなどお話し
ませんか？
日時：4/22（水）10:30 ～ 11：30　

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め cue! の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

「道」　
監督：フェデリコ・フェリーニ
旅回りの道化師と一人の女をめぐっ
て人生の哀歓をつく、1956年アカデ
ミー最優秀外国映画賞各受賞の名作。

日時：3/27（金）20:00 ～ 21:45
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

楽しい親子遊び・うた遊びがいっぱ
い。ファミサポ会員のみなさん、ファ
ミサポに興味をお持ちのみなさん、
一般の親子の方も大歓迎！
日時：3/29（日）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館　コミセン小ホール
講師：NPO ウィズネイチャー代表
西森由美子さん
定員：50組の親子
参加費：無料
申込締切：3/26（木）
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ（アスティアかさい 3F男女共
同参画センター内）☎420111

加西市ファミリーサポート
クラブ交流会
“春休み　みんなのびのび ”

■ジャズストリート＆ヒップホップ
ジャズダンス教室
日時：3/30（月）
18:00 ～ 19:00（小学生低学年）
19:15 ～ 20:15（小学生高学年）　
20:30 ～ 21:30（中高生）
場所：地域交流センター
主催：Style8　
■キッズロックダンス
日時：3/27（金）18:15 ～ 19:30
対象：小学生
場所：地域交流センター
主催：A.D.S

ストリートダンス無料教室

申込：要電話予約
問合先：地域交流センター
（アスティアかさい 3 階）☎42 0106

■加西かな書道会展
期間：3/24（火）～ 29（日）
場所：交流プラザ
■桂の会作品展（書道）
期間：4/3（金）～ 10（金）
場所：ウォールギャラリー

ねひめホール展示会

問合先：地域交流センター
（アスティアかさい 3 階）☎42 0106

講座・イベント

日時：4/26（日）8:30 ～
会場：加西球場（開会式）他
参加資格：市内に住居、１町１チー
ム監督含め 20名以内。学生不可
参加費：1 チーム 7,000円
申込締切：4/10（金）必着
申込先：加西市体育協会事務局（市
民交流課内）☎428773

第32回町親善ソフトボール大会

日常生活活動である「立つ・座る・
歩く」がスムーズにできるよう、持
久力、筋力、柔軟力を向上させる運
動を行います。
運動は苦手だけれど、健康は気にな
る方や体力の低下や膝腰の弱さが気
になる方におすすめです！
日程：4/16 ～ 8/6（全 17 回）
毎週木曜日　10:00 ～ 11:30
募集人数：20 名
参加費：一人１回 150 円
申込先：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
です。詳細はお問い合わせ下さい。

カラダのびのび体操

兵庫県では、社健康福祉事務所で実
施しておりました一般健康相談、事
業所健診は 3 月末で廃止します。な
お、エイズ・肝炎検査及び相談等は
引き続き実施します。(0795-42-9365)



■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　4/7（火）　市民会館（☎428727）
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　4/7（火）　市民会館（☎428739）
■人権擁護委員による人権相談所　 9:00 ～ 16:00  
　毎週木曜日（休日を除く）　神戸地方法務局社支局☎0795420201
■心配ごと・法律相談・身体障害者福祉相談　 9:00 ～ 11:00  
　4/23（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  
    4/9（木）　健康福祉会館 （☎430303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所市民相談室（☎428705）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　毎週月火木金　市役所市民相談室（☎428739）
■教育相談 　 9:00 ～ 16:00  
　月～金曜日　教育研修所（☎483993）
■青少年相談（青少年の日常生活の諸問題等）　 9:00 ～ 17:00  
　月～金曜日　青少年センター   （☎423723）
■養育相談（0～18歳までの子どもをもつ保護者対象）　 9:00 ～ 16:00
　月～金曜日  健康福祉会館 家庭児童相談室 （☎426704） 
■母子相談（母子に関する相談）　 8:30 ～ 17:15  
　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  
　4/2（木）　アスティアかさい3階地域交流センター
　ボランティア市民活動センター（☎438133）
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　 13:30 ～ 14:30  
　4/6（月）　社健康福祉事務所　（予約制、匿名、原則無料）
　社健康福祉事務所健康増進課（☎0795429365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　4/2・16（木）　市役所5階小会議室　近畿税理士会社支部（☎491897）
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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 
3/23（月）     13:00 ～ 13:45
H21. 1月生まれの乳児　
■4か月児健診  4/7（火）13:00 ～ 13:45
H20. 11月生まれの乳児
■1歳6か月健診  4/14（火）
 13:00 ～ 13:45 H19. 10月生まれの幼児
■2歳児教室　3/25（水） 
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H19. 3月生まれの幼児
■3歳児健診 4/21（火）   13:00 ～ 13:45 
H18. 2月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談   4/16（木）　
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  4/23（木）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6か月の乳児の保護者（定員10名）
※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママクラブ（予約制）  
5/14（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
  死亡者 年齢    喪主   町名

3月15日（日） おりた外科胃腸科医院 （北条町☎426000）
3月20日（祝） つ つ み 神 経 内 科 （野上町☎452050）
3月22日（日） みのりクリニック （下宮木町☎498470）
3月29日（日） 西 村 医 院 （中野町☎490001）
4月 5日（日） 横 田 内 科 医 院 （北条町☎425715）
4月12日（日） 坂 部 整 形 外 科 （北条町☎431444）

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。2月1日～ 28日掲載希望届出分

兵庫県保険医協会より、9:30 から曜
日ごとにテーマを変え、24 時間いつ
でも、３分間程度の開業医の手作り
の健康・医療情報を放送中。

善 意 の 花 束 敬称略

■一般預託　　　　　　牡丹 20,000 円
　　　　　　株式会社本陣 12,301 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付

「健康情報テレフォンサービス」

募　集

加西市では、加西市国民健康保険事
業の運営に関して審議する ｢加西市
国民健康保険運営協議会｣ を設置し
ています。被保険者の方々から幅広
いご意見をいただくため、加西市国
民健康保険運営協議会委員の被保険
者を代表する委員を募集します。
募集人数：2名
資格：20歳以上の加西市国民健康
保険の被保険者で、国民健康保険の
運営に関心を持っている方。
報酬：規定により支給
任期：平成23年3月末まで
協議会開催：会議（2時間程度）年2回
申込期限：4/30（木）
応募方法：自己PR・応募動機を 400
字程度にまとめて提出ください。
問合先：国保健康課国保医療係
☎428721

加西市国民健康保険運営協議会
委員募集

玉田良子 92 玉田時夫 玉丘町
古下　都 83 古下正藏 吸谷町
丸岡一志 57 丸岡常夫 青野町
井上一子 83 井上芳弘 田谷町
工藤育子 55 工藤　弘 繁昌町
松末義文 63 松末法章 別府町甲
小林靖隆 80 小林和彦 北条町笠屋
北垣一眞 86 北垣淳子 北条町古坂
渡邊 　久 73 渡邊裕文 西剣坂町
高橋シズコ 82 高橋晴美 北条町西高室
永田　晃 90 永田岳巳 坂元町
藤本高幸 59 内藤博文 北条町東高室
松尾種夫 86 松尾　昇 北条町東高室
吉田はる子 85 吉田正明 上野町
中谷シスコ 93 中谷文広 別府町乙
内藤　推 80 内藤　直 山田町
西𦚰長雄 78 神尾　徹 北条町西南
小篠千鶴子 81 小篠正彦 若井町
大西繁三 88 大西繁一 北条町東高室
松繁　茂 93 松繁幸平 西笠原町
丸山芳雄 79 丸山匡乃 北条町福吉
深江ふみゑ 93 深江良則 鶉野町
谷川勝實 86 谷川利昭 若井町
河合うめの 96 河合正信 田原町
後藤長次 97 後藤孝重 窪田町
内藤憲造 61 内藤善博 和泉町
荒木よし子 82 荒木浩一 山下町
本多耕造 89 本多耕太郎 福住町
藤本　巧 72 藤本芳弘 山田町
横山武一 92 横山武克 繁昌町
辻　純子 66 辻　祥行 中富町
尾上喜久治 92 尾上和彦 西笠原町
石田たか 93 石田正三 北条町横尾
前田　守 59 前田明宏 牛居町
山下治一 74 山下治佳 山下町
前田初子 87 前田尚男 大村町
福永將公 58 福永まり子 北条町宮前
定行友治 95 定行敏弘 鴨谷町
竹内涼子 65 竹内武康 島町
岡本浩三 25 岡本克彦 田谷町
高見茂光 75 高見好志 国正町
萩原富美子 82 萩原康久 北条町宮前
古角忠義 78 古角英彦 西横田町

受験資格：
①S55.4/2 ～ S63.4/1生まれの方
②S63.4/2以降に生まれた方で、次
に該当する方
⑴大学を卒業した方及び H22.3月ま
　でに大学を卒業する見込の方
⑵人事院が⑴と同等の資格があると
　認める方
申込受付期間：4/1（水）～ 14（火）
試験日：6/14（日）
採用予定数：約1,000名
問合先：社税務署総務課
☎0795-42-0223
※詳しくは国税庁ホームページへ

税務職員募集
平成21年度国税専門官採用試験

■花づくりコンクール
花壇や玄関先、庭、壁面、垣根など
に花を植えたり鉢物を飾り、花を主
体に環境の美化を競います。
個人部門：個人の一般家庭
団体部門：学校や地域の団体
企業部門：喫茶店、商店、企業等
申込締切：5/9（土）所定の用紙記入
のうえ、下記申込先まで
審査：5月中旬
■花と緑の協会会員
花と緑の協会は、花いっぱいの家庭
と緑いっぱいのまちづくりの会員
を募集しています。また、花づくり
ボランティアも同時に募集していま
す。
年会費：個人500円、事業所・団体
2,000円。
特典：花苗等をプレゼント
申込先：市都市開発部都市計画課内
「花と緑の協会事務局」☎428753

花づくりコンクールと
花と緑の協会会員募集

統計調査（経済センサス調査：6 月
～ 7 月実施　内 4 日程度）に協力
していただく調査員を募集します。
対象：警察、選挙に関係のない 20
歳以上の方
報酬：3 万円程度（調査量により異
なります。）
申込：下記へ履歴書を提出。（郵送可）
問合先：総務課☎42 8702

登録統計調査員募集

０１２０- ９７９- ４５１通話料無料
※携帯電話・ＰＨＳからはご利用い
ただけませんのでご了承ください。

■市民相談室が移転します
現在、市役所 2階で市民相談、消費者相談などの業務を行ってい
る市民相談室は、4月からはアスティアかさい 3階の地域交流セン
ターで開設します。　　　　　　　　　　　【問合先】☎42 8739

H21.4/1 から北条・富田地区のし尿
収集を委託業者「小野衛生（有）」
の収集に変更します。
問合先：衛生センター☎46 0334

し尿収集業務民間委託について

兵庫県行政書士会東播支部が平成
19 年度・平成 20 年度、アスティア
かさいで実施してきた無料相談は 3
月をもって終了となります。
4 月からは西脇市総合市民センター
で開設されます。
問合先：兵庫県行政書士会東播支部
☎45 0276

「行政書士による無料相談所」
加西市では終了いたします
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新しい特産品を開発し、育てましょう。

　加西市竹取クラブでは、「かぐや姫」を減
農薬・減化学肥料で栽培し、加西市の新しい
特産米に仕上げていこうと生産会員を募集し
ています。
　「かぐや姫」は、宮城県で 1993 年に発見
された「ササニシキ」の突然変異から生まれ、
1999 年に新品種として登録された低たんぱ
く質で食味値が良好なお米です。2004 年に
初めて加西市で栽培、2006 年、兵庫県に銘
柄設定されました。

■お米の新品種「かぐや姫」生産会員募集

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。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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」
増岡美樹さん ( 下里小 6年 )

　加西市には、米、ぶどう、大根、いちご、トマトなど美味
しい産物が沢山ありますが、その多くは一次産品であり、日
本酒・ワイン以外の加工品は、まだまだ育っていない現状です。
　2年前から、特産品の詰め合せ「加西満載市場」をアレン
ジするなど、市民の皆様が地元の特産品をギフトなどに使っ
ていだだけるよう取り組んでいますが、今後も様々な加西の
特産品をデビューさせ、「ふるさと納税」のお礼や来客等への
手土産などとしても活用する予定です。

章姫（あきひめ）：3L 級（50 ～ 60g）の大
粒いちご。繁昌町山科農園。

【問合先】　ふるさと営業課　☎428740

対象：加西市内で栽培していただける方
申込方法：住所、氏名、電話番号、作付け予
定面積をご記入の上、3月 27 日（金）までに、
ハガキまたはファックスで申し込んでください。

※種子は、1㎏あたり 1,000 円。
※種子の量に限度がありますので、申し込み多数
　の場合は、希望に添えない場合もあります。
※市内事業所での利用、東京での試験販売など、
　販売先は確保できています。
※後日、同クラブでは、栽培についての打合せ会
　議を開催する予定です。

100%純正加西産はちみつ：ラベルデザイ
ンを決定次第、北条鉄道㈱から発売予定。

菜の花：NPO 法人かさい菜の花育てる会
は加西産菜種油「きれいに菜っ種」開発。

竹取クラブ会員限定生
産米「かぐや姫」

【申込先】ふるさと営業課☎42 8740 ℻  43 1802

例えば、こんなものを開発して売り出しませんか。
・加西産の生乳から「ヨーグルト」や「チーズ」を作る
・里山で牛を放牧して「こだわり牛乳」を製造する
・加西産のぶどうから「こだわりの干しぶどう」を作る
・耕作放棄地を活用して「ブルーベリー」などを栽培する
・庭先にある柿・キウィからジャムやピューレを作る
・トマトからジュレ（シャーベット）を作る
・花のまち加西で食用花を育て、郷土料理の一つとする
・猪や鹿の肉を高級フランス料理等の食材にする
・加西産の菜種油にハーブを加えて香油にする
・淡水スズキ（ブラックバス）のレシピを開発する
・里山でどんぐりを食べさせイベリコ豚を育てる

かさい満載市場ロゴマーク
加西特産品の詰め合せセッ
ト。市政 40 周年記念式典で
の手土産などに活用。
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