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加古川上流流域下水道の都市計画変
更案（兵庫県決定）に係る図書を縦
覧に供します。この案に対し意見が
ある方は、縦覧期間終了日までに県
知事あてに意見書を提出できます。
案に意見書を提出しようとする方
は、住所、氏名、年齢および案につ
いての意見をできるだけ具体的に記
載した文書を、兵庫県都市計画課ま
たは加西市生活環境部に提出してく
ださい。
変更内容：加古川上流浄化センター
の一部区域の変更
縦覧場所：兵庫県県土整備部まちづ
くり局都市計画課及び加西市上下水
道課
縦覧期間：4/17（金）～ 5/1（金）
8:30 ～ 17:15 までの執務時間内
問合先：上下水道課 ☎42 8760

加古川上流流域下水道の
都市計画変更案の縦覧 

市では、「新規居住者の住宅区域」
など特別指定区域の指定を受けるた
めの、市民の自主的・自発的な活動
に対して助成金を交付します。助成
の対象は、まちづくり要綱の規定に
より認定を受けたまちづくり団体。
助成金の額は、1 団体につき助成総
額 100 万円以内（年間限度額 50 万
円）となっています。
問合先：都市計画課☎42 8753

「新規居住者の住宅区域」など
の検討・計画策定に市補助

■糀屋ダムの放水（豊かな海づくりへの取組）

糀屋ダム（農地 3,700ha を潤し、工業用などにも利用可能なダム）から兵庫
県が工業用水予定分として溜めている水の一部を、野間川を経由して加古川
に放流しました。
加古川が注ぐ播磨灘はイカナゴやノリなど様々な水産物の産地ですが、近年、
漁業生産量の減少が著しく、なかでも全国有数の生産を誇るノリ養殖では栄
養分の不足による「色落ち」が頻発し、大きな問題になっています。
この対策として、ダムの水を放流し、栄養分を補給するものであり、森、川、
海のつながりによる豊かな海を目指す試みとして試験的に実施しています。
今回、3月 11 日から 2日間で計 35 万㎥の放水を行いました。
問合先：兵庫県農政環境部水産課 078-362-3480

この時期は、気候
の変化により体調
を崩して献血者が
減少します。安全
な血液製剤を安定的に確保するため
皆様のご協力をお願いいたします。
※ご本人の確認のため、運転免許証な
どの提示をお願いすることがあります。
日時：4/25（土）10:00 ～ 11:45
13:00 ～ 16:00
場所：イオン加西北条ショッピング
センター
主催：加西ライオンズクラブ
問合先：国保健康課☎42 8723

“献血” は身近にできるボラン
ティア

廃止をせずに使用を休止できる制度
が、昨年 10 月より始まっています。
例えば、長期に水道を使用しないで
基本料金を払い続けている場合であ
れば、休止届で「基本料金が免除」
となります。後に、水道を使用され
る場合は「水道開始届」を必ず提出
ください。
下水道も同様の制度がありますので
同時に届出ください。
問合先：上下水道お客さまセンター
☎42 8795

「水道の休止制度」を
ご利用ください

日時：6/3 ～ 7/8 の毎週水曜日
計 6 回
13:30 ～ 15:30
場所：社納税協会 2 階会議室
講師：藤原京子税理士
定員：24 名
受講料：社納税協会会員無料
非会員 3,000 円（テキスト代含む）
締切：5/15（金）先着順
申込先：社納税協会☎ 0795-42-0360

簿記教室開催のご案内

個人事業者コース
日時：5/26（火）・27（水）
10:00 ～ 16:30
場所：社納税協会 2 階会議室
定員：14 名・先着順
受講料：社納税協会会員 5,000 円
非会員 10,000 円（テキスト代含む）
申込先：社納税協会☎ 0795-42-0360

パソコン会計教室のご案内

楽しく栄養や健康についてみんなと
学び、地域の健康づくりの輪を広げ
ていきませんか！
開校式：6/10（水）
期間：6 月～ 12 月　全 15 回開校式
第Ⅰ講座　原則第 2・4 金曜日午前
第Ⅱ講座　原則第 2・4 水曜日午後
場所：加東総合庁舎（旧社総合庁舎）
対象：家庭と地域の健康づくりに実
践意欲のある方（男女・年齢を問い
ません。）
内容：食生活を中心とした健康づく
りを目指し、栄養・運動・休養につ
いて仲間と楽しく学びます。
参加費：無料 ( テキスト代・調理実
習費等は実費負担 )
定員：各講座 30 名・先着順
申込：電話にて受付（氏名、住所、
電話番号、参加講座）
締切：5/20( 水 )
申込先：国保健康課☎42 8723

平成21年度
いずみ会リーダー養成講座

運動を始めたいけれど何をしたら良
いかわからない人の為に、健康づく
りのための運動を運動指導員がマン
ツーマンで指導します。期間は最長
3 ヶ月（8 回まで）のコースです。
日時：毎週水曜日
13：30 ～ 14：30 または
15：00 ～ 16：00 で完全予約制
参加費：1 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
わせください。

健康増進センター
パーソナルコース

加西農業改良普及センターは、「平
成 21 年度北播磨田舎大学」受講生
を募集します。農業に関する基礎講
座を年間 10 回程度実施します。
“ ヤル気 ” のある方は、ぜひご応募
下さい。
応募要件：以下の要件を全て満たす方
①農産物販売を目的としている方
②農地を持っている方
③今までに田舎大学を受講されてい
ない方
募集人数：20 名
募集期間：4/27（月）まで
問合先：普及センター☎47 1448

北播磨田舎大学受講生募集

■平成 21 年度危険物取扱者試験
第 1 回　6/14( 日 )
第 2 回　10/25( 日 )
第 3 回　H22.2/7( 日 )
試験種類：甲種、乙種 ( 第 1 類～第
6 類 )、丙種
■平成 21 年度消防設備士試験
第 1 回　8/1( 土 ) 甲種第 1 類～第 5
類、乙種第 1 類～第 5 類、 8/2( 日 )
甲種特類、乙種第 6 類、第 7 類
第 2 回　11/15( 日 ) 甲種第 1 類～第
5 類、乙種第 1 類～第 7 類
※願書受付など詳細は㈶消防試験研
究センター兵庫県支部ホームページ
または消防本部まで。
問合先：消防本部予防課☎42 9119

危険物取扱者試験等のご案内

日時：5/2（土）
10:00 ～ 12:00 ミニ運動会
12:30 ～ 14:00 子ども市、バザー
場所：いこいの村芝生広場（雨天時
善防公民館）
参加協力費：
午前 200 円（ミニ運動会）　
午後 300 円（子ども市の買い物券）
申込締切：4/24（金）
申込先：加西おやこ劇場☎43 0830
火・木・金 10:00 ～ 15:00

加西おやこ劇場
第25回おやこまつり

日時：4/19（日）9:00 ～ 11:00
場所：玉丘史跡公園（集合場所）か
ら 3つのコースに別れてゴミを拾う
参加者：だれでも参加可。ただし、
小学生以下は保護者同伴。
申込：当日、現地受付。9:00 集合
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎43 8133

加西市社会福祉協議会
クリーンキャンペーン

日時：5/12・19・26（各火曜日）
10:00 ～ 12:00
会場：加西勤労者体育センター
参加費：1 回 200 円
申込：当日参加申込書に参加費をそ
えて（随時参加もＯＫ）
問合先：加西勤労者体育センター（水
曜日休館）☎47 1420

バドミントン教室
（初級・中級・指導者向け上級）

募　集

願書受付期間：5/11（月）～ 18（月）
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
土・日曜日除く
願書受付場所：加東健康福祉事務所
問合先：兵庫県加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課　加東市社字西柿
1075-2（社総合庁舎内）　
☎0795-42-9370

平成21年度調理師及び製菓衛
生師試験について（兵庫県）

■市内コンビニエンスストア（一部）でも天ぷら油を回収

行政相談は、役所や特殊法人の仕事
に関するみなさまからの苦情やご意
見等を受け付け、その解決を通じて
行政運営の改善を図る制度です。
相談は無料で、秘密は固く守られま
すので、お気軽にご利用ください。
日時・場所：
5/7（木）市民会館
5/8（金）南部公民館
5/22（金）北部公民館
各日13:30 ～ 15:30
相談担当者：藤原久司・井上嘉代子
（行政相談委員）
問合先：市民相談室☎428739

行政相談所の開設について

加西市との共同取り組みにより、使用済み天ぷら油の回収を下記の市内コン
ビニエンスストア 3店舗で開始します。回収された廃食用油は、軽油に替
わるエコな燃料ＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）として、公用車などに使わ
れます。ぜひ、ご協力下さい。
回収店舗：ファミリーマート加西北条店・加西豊倉店・加西繁昌店
問合先：バイオマス課☎42 8716

市では、昨年 5 月より、職員の意識
改革、接客態度の向上、業務ノウハ
ウなどを学ぶため、市内企業へ派遣
研修を実施しました。この研修に参
加した 4 名及び国・県人事交流研修
参加者 2 名（4 頁に掲載）がそれぞ
れの成果を発表します。
日時：5/14（木）18:00 ～
場所：健康福祉会館 1 階ホール
問合先：総務課☎42 8702

市職員研修成果発表会の開催


