
図られます。
　加西市では、平成 21年 3月 1日
から「加西市消防団協力事業所表示
制度」をスタートし、推進していま
す。
　事業所等からの多くの参加をお
待ちしております。
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■第42回加西市陸上競技選手権大会参加者募集
日時：平成21年 5月 24日（日）小雨決行　
　　　雨天5月31日（日）8:30～ 14:00　受付8:00～
場所：善防中学校グランド　
参加資格：加西市に居住・勤務・通学している方
種目：
①中学男子の部／ 1年 100 ｍ、2・3年 100m、200m、
800m、1年 1500m、2・3年 1500m、3000m、走高跳、
走幅跳、砲丸投（5㎏）
②中学女子の部／1年100ｍ、2・3年 100m、200m、1
年1500ｍ、2・3年1500ｍ、走高跳、走幅跳、砲丸投（2.72㎏）
③一般男子の部（高校生を含む）／100m、200m、
400m、800m、1500m、5000m、走高跳、走幅跳、三段跳、
砲丸投（6㎏）
④一般女子の部／100m、200m、1500m、走高跳、走幅
跳、砲丸投（4㎏）
⑤少年少女（小学生）の部／1年 50m、2年 50m、3年
50m、4年 100m、5年 100m、6年 100m、男子1500m、
女子 800m、走幅跳、ソフトボール投、4年 4× 100m
リレー、5年4×100mリレー、6年4×100mリレー
※1500m、800m、走幅跳、ソフトボール投は4年生以上に
限る。1500m、800m、4× 100mリレーは2組以上の場合

はタイムレースで行う。
⑥壮年男子（35才以上）の部／49才以下100m、50才
以上100m、3000m、走幅跳、砲丸投（4㎏）
⑦壮年女子（30才以上）の部／100m、1500m
年齢別種目は平成21年 4月 1日現在の満年齢とする。
参加制限：少年少女　4～ 6年生は1人 2種目以内（リ
レーを除く）、1～3年生は1人1種目
参加費：
高校生以上／1人 400円（2種目以内）※3種目以上の
場合800円
中学生／1人 300円（2種目以内）※3種目以上の場合
400円
少年少女／4～ 6年生1人 300円（2種目以内）、1～ 3
年生1人200円（１種目）、リレー　1チーム400円
表彰：各種目3位まで※20名以上出場の場合は６位まで
参加申込：
ハガキに参加種目・住所・氏名・電話番号を明記し郵送。
5月 8日（金）必着。※市内の小・中学生は学校単位で
申し込み
宛先／〒675-2303　加西市北条町古坂882-14
　　　加西市陸上競技協会　植田正吾　宛　☎423253

点字および音声による「選挙のお知らせ」の無料配布について

【申込先】　兵庫県選挙管理委員会☎078-362-3101　℻  078-362-3907　〒650－8567神戸市中央区下山手通5丁目10-1

　兵庫県選挙管理委員会では、選挙や候補者に関する情
報を点字または音声 (朗読テープ )にした ｢選挙のお知ら
せ｣ を、申し込みいただいた視覚に障害のある方に無料
配布しています。
■対象となる選挙
　国政選挙、兵庫県知事選挙、兵庫県議会議員選挙
■ご入り用の方は
・点字版・音声版とも、電話か郵便で、郵便番号・住所・
　氏名・ご希望の種類 (点字または音声 )を、兵庫県選挙
　管理委員会までご連絡ください。

・本年 7月に執行される兵庫県知事選挙及び兵庫県議会議
　員補欠選挙での配布を希望される方は、5月 29日（金）
　までにお申し込みください。
・一度申し込まれると、それ以後の選挙では希望された種
　類を郵送いたします。ただし、選挙の種類によっては、
　点字版・音声版のどちらか一方のみの作成となる場合
　があります。その場合は希望と異なった種類の「選挙
　のお知らせ」を配布する場合もありますので、ご了承
　ください。

「加西市消防団協力事業所表示制度」がスタート

【問合先】　消防本部総務課　☎426119　※詳細は消防本部ホームページをご覧下さい。

　消防団活動に積極的に協力している事業所等に対して、
表示証を交付します。
　表示証の交付を受けた事業所は、表示証を掲示したり、
自社広告やホームページなどで広く公表することができ
ます。
　消防団活動への協力が社会的貢献として認められ、事
業所のイメージアップにつながるとともに、消防団と事
業所等の連携と協力による地域防災体制の一層の充実が 表示証▶

■お詫びと訂正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合先】　国保健康課　☎428721
　広報かさい 3 月号 14 ページの長寿（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で、均等
割欄において基準額で総所得額が33万円以上、軽減割合の平成21年度で年金収入80万円以上と記載しましたが、
正しくはそれぞれ総所得額が 33 万円以下、年金収入 80 万円以下の誤りでした。お詫びして訂正いたします。

福祉医療制度の改正について
　兵庫県の行財政構造改革に伴い、加西市でも平成 21 年 7月 1日より、福祉医療制度の所得要件と、一部負担金額が改
正されます。また乳幼児等医療費助成制度について、新たに小学校 6年生までの入院を助成対象とします。新制度で該
当となる方には、6月末ごろ、新しい受給者証を送付します。母子家庭等は現況届を送付しますので、別途申請ください。

【問合先】　国保健康課　国保医療担当　☎428721

■老人医療費助成制度

■重度障害者・高齢重度障害者医療費助成制度

■乳幼児等医療費助成制度

■母子家庭等医療費助成制度
　母子家庭等医療費助成事業は、重度障害者医療に合わせた一部負担金の見直しを行い、所得制限の見直しは行いません。
（一般区分：外来 600 円・入院 2,400 円、低所得者区分：外来 400 円・入院 1,600 円。低所得者区分は、年金収入 80万円以下、
もしくは年金収入を加えた所得 80 万円以下）

非課税世帯で、目安として、本人の年
金収入が 192 万 8千円以下（扶養 1人）一般（2割負担）

低所得Ⅱ（2割負担）
経過措置※ 1（2割負担）
低所得Ⅱ（2割負担）

低所得Ⅰ（1割負担）低所得Ⅰ（1割負担）

現行
▼

平成 21 年 7月～
▼

平成 23 年 7月～
▼

一般
外来 500 円・入院 2,000 円

経過措置※ 2
外来 900 円・入院 3,600 円

一般
外来 600 円・入院 2,400 円

低所得者
外来 400 円・入院 1,600 円

低所得者
外来 300 円・入院 1,200 円

現行
▼

平成 21 年 7月～
▼

平成 23 年 7月～
▼

外来・入院 0円 経過措置※ 3　外来・入院 0円
外来・入院 0円

現行
▼

平成 21 年 7月～
▼

平成 23 年 7月～
▼

非課税世帯で年金収入を加えた所得が
80 万円以下

世帯全員が年金収入 80 万円以下、かつ
所得が 0円

現行基準で対象であり、住民税所得割
税額 23.5 万円以上

住民税所得割税額 23.5 万円未満

年金収入 80 万円以下、もしくは年金収
入を加えた所得 80 万円以下

扶養 2人で所得 608 万円以上が目安

扶養 2人で所得 608 万円未満が目安

住民税所得割税額 23.5 万円未満

　65 歳以上 69 歳以下の方で、下記の所得要件を満たす方

※ 1　経過措置：制度改正により対象外となる現行の低所得者Ⅱ基準の方について、２年間助成の対象とします。

　身体障害者手帳１級・２級、療育手帳 A判定、精神障害者保健福祉手帳１級に該当され、本人・配偶者・扶養義務者
の全員が下記の所得要件を満たす方

　小学校 3年生の学年末までの乳幼児等で、保護者が下記の所得要件を満たす方（0歳児は所得要件なし）

※ 2　経過措置：制度改正により対象外となる現行対象者の方について、一部負担金を見直し、2年間助成の対象とします。

※ 3　経過措置：兵庫県の新基準で対象外となる方について、2年間助成の対象とします
※ 4　小学校 4年～ 6年生の入院についても、上記の所得要件を満たす方が対象となります。（受給者証は交付しません。後日、

領収書・印鑑・振込み先のわかるものを市役所までお持ちいただき、申請してください。）

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀


