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市県民税
（普通徴収）

固定資産税 軽自動車税
国民健康
保 険 税

介護保険料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

平成 21 年 4月 30 日 全・1期

平成 21 年 6月 1日 全期

平成 21 年 6月 30 日 全・1期

平成 21 年 7月 31 日 2期 1期 1期 1期

平成 21 年 8月 31 日 2期 2期 2期 2期

平成 21 年 9月 30 日 3期 3期 3期

平成 21 年 11 月 2日 3期 4期 4期 4期

平成 21 年 11 月 30 日 5期 5期 5期

平成 21 年 12 月 25 日 3期 6期 6期 6期

平成 22 年 2月 1日 4期 7期 7期 7期

平成 22 年 3月 1日 4期 8期 8期 8期

平成 22 年 3月 31 日 9期

平成 21 年度　固定資産税全期及び第 1期分の納期限は 4月 30 日（木）です。納期内完納にご協力をお願いします。

【問合先】
　市税（市県民税・軽自動車税・国民健康保険税）　・・・　税務課税制担当　　　　　☎42 8712
　 （固定資産税） ・・・　税務課資産税担当　　　　☎42 8713
　介護保険料 ・・・　長寿介護課介護保険担当　☎42 8788
　後期高齢者医療保険料 ・・・　国保健康課国保医療担当　☎42 8721

平成21年度　市税等納期限一覧表

人材育成基金助成の運用について

【問合先】　自己実現サポート課　☎428773

　加西市人材育成基金は、名誉市民の故後藤清一氏の寄
付金 1億円を基に平成 2年度に創設され、未来に大きな
夢を膨らませ、無限の可能性にチャレンジする若者を支
援してきました。過去 18 年間にわたって、文化学術スポ
ーツ分野等の功績者（40 名）及び、親善都市アメリカ合
衆国プルマン市訪問団の中高生等（129 名）へ、総額約
4千万円の助成を行い、現在基金は約 9千万円です。
　ここ 2年間、応募者がない状況から、市では、人材育
成基金から文化学術スポーツ分野等の功績者への助成は
一定の成果を収め、当初の役割を終えたものと判断し、
当分の間、休止することにしました。
　今後は、寄付をいただいた同氏の関係の方々とも協議
しながら、基金の趣旨を活かして、住民主体のまちづく
りの中心となる地域リーダーの育成、青少年の健全育成、
小中学校を中心とした教育面の整備等を重点に、多角的
な観点からより有効な活用方法を検討していきます。
　人材育成基金の活用方針が決まり次第、お知らせする
予定です。

布団類を引き取るリサイクル業者を募集

【問合先】　資源リサイクル課　☎460401

　加西市は、クリーンセンターに粗大ゴミとして持ち込
まれる布団類を再資源化するため、それを購入するリサ
イクル業者を募集します。
　これまで燃えるゴミとして処分してきた布団類をリサ
イクル資源として活用するとともに、焼却炉の負担を軽
減することが目的です。
　以下の要領で、１㎏あたりの単価を明記した見積書を
提出してください。詳細は加西市ホームページに掲載し
ています。

■対象品目　　　布団類（掛布団・敷布団・こたつ布団
　　　　　　　　・肌布団・座布団・毛布等）
■引渡状況　　　ストック場での業者積み込み
■年間予定数量　約 50 トン（平成 21 年度）
■提出期限　　　平成 21 年 5月 13 日（水）
■契約期間　　　契約締結日から平成 22 年 3月 31 日
■引渡場所　　　加西市クリーンセンター
　　　　　　　　（加西市中山町 520-15）

講座・イベント

さわやかな新緑のなか、善人が押せ
ば揺れ悪人が押せば揺れないと言わ
れている「ゆるぎ岩」（畑町）と、周
りの景色がキラキラと光る岩に映る
不思議な大岩「鏡岩」（畑町）をボラ
ンティアガイドがご案内します。
日時：5/14（木）9:00 集合～ 13:00
※少雨決行
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
参加費：800 円（バス代・保険料等）
申込先：加西市観光案内所
☎ & ℻  42 8823

ふるさと再発見ハイキング
「加西ふしぎ発見の旅」

日時・内容：
5/24（日）春の煮込みご飯と煮物
7/12（日）夏野菜カレー外
両日とも 10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階キッチ
ンルーム
講師：岡臣子さん
参加費：1,200 円（材料費込）
持ち物：エプロン、三角巾、布巾、
タオル、米 1 合
申込：電話、FAX 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 ※ 9:00 より　℻  42 0133

男女共同参画センター講座
男の料理教室（女性の方も歓迎）

今回は、根日女とも関係が深い播磨
国造と当時の周辺地域の様子につい
てわかりやすく解説します。
日時：4/25（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5回　加西市史を読む会
古代2「播磨の国造と賀茂」

たのしみいっぱい
腹話術のしんちゃんが来るよ。一緒
に遊ぼう！
親子ふれあい遊びもあるよ。お楽し
みに。
日時：5/15（金）11:00 ～ 12:00

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：5/8（金）・26（火）
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：5/19（火）10:30 ～ 11:30

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00 
登録、利用料は不要です。
問合先：ねひめキッズ☎42 5710

臨時休園のお知らせ
5/1（金）は園内清掃のため休園し
ます。

日時：5/24（日）9:00 ～ 15:00
場所：陸上自衛隊青野原駐屯地
内容：訓練展示、装備品試乗、模擬
売店、子供広場、迷彩服・制服の試
着（子供のみ）、自衛隊音楽演隊の
音楽演奏等
問合先：青野原駐屯地広報班
☎ 0794 66 7301

青野原駐屯地
創設33周年記念行事

住民基本台帳カードが変わります

【問合先】　市民課　☎428720

　住基カードが 4月 20 日より本人確認機能が強化され
た新しいものに変わります。写真付の新住基カードでは、
IC チップ内に住基カード表面に記載されている内容を書
き込み、専用ソフトをインストールしたパソコン等でそ
の内容を確認できるため、偽造・変造防止に役立ちます。
　この度、加西市では、旧住基カード（写真付）を新住
基カードへ無料で交換します。ご希望の方は①自身の写
真付住基カード、② 6ヶ月以内に撮影した縦 4.5 センチ
横 3.5 センチの写真１枚を本人が市役所 1階の市民課窓
口まで持参してください。
※手続きには 30 分程度かかります。

※電子証明利用の場合は発行手数料 500 円が必要です。

・表面にQRコードが印刷されます。
・今までの住基カードも引き続き利用できます。

■市民農園の開設をお手伝いします
農地法の改正により市民農園（区画貸農園）が開設しや
すくなりました。遊休農地の解消、営農形態のひとつと
して市民農園を始めてみませんか？
それぞれの希望に沿った農園の開設を一緒にお手伝いし
ます。お気軽にご相談ください。
問合先：ふるさと営業課☎42 8740

見　本


