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■ ( 仮称 ) 加西市開発調整条例素案の概要
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保さんを名誉市民に

【問合先】　秘書課☎㊷8701

（仮称）加西市開発調整条例素案に対するご意見（パブリックコメント）を募集

【問合先】　都市計画課☎㊷8753

　加西市の景観や自然環境は、市民共通の貴重な財産であり、これを守り後世に伝えることが私たちの責務であると考
えます。しかし、土地利用や林地開発の中には、その開発内容が市や周辺住民に十分知らされることなく、関係法令の
手続きが開始され、結果として貴重な景観や自然環境が失われる事例が少なくありません。
　この様な問題を未然に防止するためには、関係法令の手続きの前に、開発事業者が事前協議を行い、周辺住民への周
知の手続きや、整備基準等を定めた条例が必要と考えます。
　加西市では、市民の皆様との協働により、環境と景観のまちづくりを推進するために、( 仮称 ) 加西市開発調整条例素
案を作成しました。
　公表資料を閲覧のうえ、皆様のご意見をお寄せ下さい。

■公表資料閲覧場所
　都市開発部都市計画課（市役所 5階）、市ホームページ、市民会館、各公民館、
地域交流センター、図書館
■意見募集期間
　5月 15 日（金）から 6月 15 日 ( 月 ) まで。寄せられた意見と、それに対
する市の考え方を 7月中旬頃に公表する予定です。
■提出方法
　住所、氏名、意見を明記の上、郵送、持参、FAX 又は Eメールで下記までお寄せ下さい。様式は自由です。
■意見書の提出及び問合先
　〒 675-2395（住所表記不要）　都市開発部都市計画課
　☎ 0790-42-8753　ＦＡＸ 0790-42-1998　E メール：toshi@city.kasai.lg.jp

■制定の目的
　開発許可等の法令手続きの前に、開発事業者から市
に開発内容をあらかじめ届け出てもらい、周辺環境と
調和のとれた計画になるように協議をしてもらうこと
で、地元でのトラブルを未然に防止し、良好な住環境
を形成することを目的としています。

　第 225 回加西市議会臨時会が 4月 23 日に開催され、加西市下芥田町出身の故宮崎
奕保さんに名誉市民の称号を贈ることが同意されました。
　宮崎さんは、曹洞宗大本山永平寺貫首、曹洞宗管長を務め、曹洞宗のみならず、日
本の仏教界、宗教界の指導者としても多大な業績を残されたほか、人権・文化の面で
も尽力されました。
　5月 8日には、中川市長から宮崎さんのご親族に名誉市民の称号をお贈りしました。

■加西市は、これまで 4名に名誉市民の称号をお贈りしています。

氏名 顕彰日 功　　績

故 後藤清一 昭和 43 年 10 月 13 日
三洋電機創業の工場長として、市の産業経済界の基礎づくりと進展に大きく貢
献、更に市民福祉にも寄与された。

故 藤岡今冶 昭和 43 年 10 月 13 日
和を基調とした政治理念をもって、旧富田村長、旧北条町長を歴任、郷土の地
方自治発展のために尽力された。

故 増田義雄 昭和 54 年 4 月 1 日
板紙製造業界の第一人者で、経済、産業、文化の振興に大きく貢献。また、郷
土の発展と福祉の向上のため、多額の浄財を寄贈された。

故 藤岡重弘 平成 14 年 4 月 21 日
加西市長として、4 期 13 年 7 ｶ月にわたり、和を重んじつつ、市民本位の行政
を推進、市の発展に大きく寄与された。

　市では、このたびの名誉市民の称号授与を契機に、新たな名誉市民条例を制定するため、現条例を廃止する条例案を
上程し、市議会で可決されました。今後は、価値観が多様化する中、対象者や時代にふさわしい内容を盛り込むべく、
新条例制定に向けて検討を進めていきます。

■宮崎奕保さんの功績

　史上最高齢の住職として 100 歳を過ぎてもなお、若い僧と一緒に毎朝座
禅修行をするなど、その姿は見る者に峻烈な印象を与え、一宗派の貫首に
とどまることなく、世界的宗教家として生涯現役で活躍されました。
　日本の宗教指導者としては最長老格でありながら、常に謙虚でにこやか
な姿勢を崩さず、後進の僧たちに良き手本を示し続け、曹洞宗のみならず、
日本の仏教界、宗教界の指導者としても多大の貢献をされ、また世界宗教
家連盟の副会長をされるなど、世界的にも活躍されました。
　その活動の場は宗教界にととまらず、「部落解放基本法」制定要求国民運
動中央実行委員会（2002 年に部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会に改称）の会長やＮＧＯ日本国際福祉協
会の名誉顧問も長年務められ、人権問題や海外の恵まれない地域への物心両面にわたる援助にも積極的に取り組まれ
ました。
　師は、「学ぶということばは、真似るから来ている。一日真似をしたら、一日の真似で終わる。二日真似をしたら、
二日の真似で終わってしまう。それを一生続けてはじめて真似が本物になる」と、自分が今日あるのは、朝起きてか
ら寝るまで、道元禅師の教えを真似し続けただけであると、謙虚に語られていました。
　また、最近の世間の情勢、特に大衆に模範を示さなければならない地位にあるものが、規範を犯したりすることに
対し強い憂いを示し、道元禅師の教えを引用して、「座禅をすれば善き人となる、名誉とか、地位とか、見栄とか、
わがままなど、欲を克服するすべを覚えるのが座禅である」、「教えというものは実行するためにある。そのために高
祖様（道元禅師）は黙って実行するところの坐禅をお勧めになった。黙って実行するということがいかに大切か」と
も教えられました。

■略歴
1901 年 ( 現 ) 加西市下芥田町にて生誕

1915 年 加古川市福田寺にて得度

1929 年 福田寺住職に就任

1985 年 永平寺副貫首

1993 年　永平寺第 78 世貫首就任

2008 年 逝去（享年 106 歳）

宮崎奕保さん

（敬称略）

緑化と建築物との調和を考慮した開発イメージ図

■開発事業に係る手続き

■事前協議の対象となる開発事業
・主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に
供する目的で行う 500㎡以上の規模の開発行為
・主として露天駐車場、建設資材その他の資材の保管
等、土地そのものの利用に供する目的で行う 500㎡
以上の規模の開発行為
・高さが 15 ｍ超又は建築面積が 500㎡超の建築物の建
築行為
・高さが 15 ｍ超又はその敷地の用に供する面積が 500
㎡超の工作物の建築行為

■事前協議の基準
　下記の基準等への適合を求めます。
・土地利用基本方針
・地域環境形成のための基準
・公共公益施設の整備基準

開発事業者による事前協議の申出及び協議開始

開発事業者による住民への説明

意見書の提出

見解書の送付

事前協議の終了

開発協定の締結

各法令に基づく許可又は届出

市が基準に基づく
指導・助言・勧告

公表

事前協議の申出後、住民に事業計画を
説明します。

関係住民から開発事業
者へ提出することがで
きます。

意見書を提出した住民
に、開発事業者は見解
書を送付します。

開発事業者は市長と協議に係る合意内容に基づく協定を締
結します。

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

◀

※詳細は、ホームページまたは公表資料をご覧下さい。

市と事前協議
▼
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　加西市は平成 19 年 6月、全国の市町村としては初めてエコアクション 21 を導入
しました。そして、市内企業においても環境にやさしい経営を行っていただく取り
組みを進めており、自治体イニシャティブプログラムを実施しています。
　自治体イニシャティブプログラムとは、自治体（加西市）が「エコアクション
21」の認証・登録を目指す事業者を取りまとめ、一斉に認証・登録を目指すプログ
ラムです。単独で取り組むよりもスムーズに、また、専門家の派遣費用負担なども
少なく、認証・登録を得ることができます。
　このプログラムを利用して、これまで市内外 8事業者（見込含む）が「エコアク
ション 21」を認証・登録しました。
　この機会に是非、環境に貢献する企業の証として「エコアクション 21」を取得さ
れてはいかがでしょうか。。

加西市の入札における落札率の推移について

【問合先】　財政課☎㊷8704

　20 年度の平均落札率は 77.6％で、19 年度の 80.3％に比べ 2.7％低くなっており、18 年度の 82.3％に比べると 4.7％低
くなっています（参考：17 年度 82.8％、16 年度 83.4％）。
　工事に関しては、500 万円未満の物件（最低制限価格なし）では、18 年度は 83.53％、19 年度は 78.19％、20 年度は
76.21％と低くなりましたが、これは入札件数が減少（18 年度 56 件、19 年度 52 件、20 年度 20 件）したことにより、
より一層の競争原理が働いたためと思われます。
　委託に関しては、19 年度の 79.5％に比べ、20 年度は 74.6％と 4.9％低くなっています。これは、同様案件の一括発注
や長期契約による入札によって金額が抑えられたものと思われます。
　物品に関しては、もともと件数が少ないため、大きな変化は見られませんでした。

　平成 20 年度加西市の入札おける落札率は次の通りです。

■平成 18 年～ 20 年度における落札率の推移

入札の種類
18 年度 19 年度 20 年度

件数 率（％） 件数 率（％） 件数 率（％）

工事 118 82.9 85 78.5 45 80.1

委託 56 79.6 60 79.5 63 74.6

物品 6 97.7 12 96.8 3 99.1

合計 180 82.3 157 80.3 111 77.6

「ゴミ出しパンフレット」作成事業者を募集

【問合先】　資源リサイクル課☎㊻0401

　市内全世帯に配付する「ゴミ出しパンフレット」を官民連携で、事業者の費用負担により発行していただける業者を
募集します。必要な書類及び資料等を下記項目に留意し提出してください。

■提出書類及び資料
　・会社概要（別途パンフレット等を添付）
　・従事体制
　・受託実績
　・過去実績成果品（ゴミパンフ関係納品物が望ましい）
　提出部数：正本 1部　副本 5部
　※作成仕様については、市ホームページに掲載している別

　　紙「ゴミ出しパンフレット」作成仕様書を参照下さい。

■選定方法
　　選定方法は評価方式とし、提出された過去実績成果
　品等を選定委員会で審査し、その評価点数の最も高い
　１社を特定します。

■質疑は次の期間内に文書で提出してください。
　質疑期間：5月 20 日 ( 水 ) ～ 22 日 ( 金 ) の 17:00 まで
　質疑提出先：加西市中山町 520-15
　　　　　　　生活環境部資源リサイクル課
　　　　　　　☎ 0790-46-0401　ＦＡＸ 0790-46-0081
　回答：5月 26 日（火）までに文書で回答します。

■提出先及び提出日
　提出期限：5月 29 日（金）まで 17:00 必着
　提出先：加西市北条町横尾 1000
　　　　　財務部財政課
　　　　　☎ 0790-42-8710　ＦＡＸ 0790-43-8257

新エネ百選に加西市が選定されました

【問合先】　バイオマス課☎㊷8716

　経済産業省と独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、
このたび初めて「新エネ百選」を選定し、その一つに「加西市・減

げんこつ

CO2 プロジェクト」
が選ばれました。
　「新エネ百選」には、地域にマッチした地産地消型の新エネルギー等の導入の優れ
た事例として、近畿では 14 事業、県内では 4事業が選定されています。

■減 CO2 プロジェクトとは
　バイオマス燃料を利用した地域参加型（行政・市民・企業）の CO2（二酸化炭素）削
減の取り組みです。地元企業や市民から廃食用油を回収、それをもとに製造した BDF は、
公用車で使用したり、協力事業者へ供給するなど地域内でのエネルギーの地産地消を図っ
ています。

懲戒免職処分取消請求事件における上告について

【問合先】　総務課☎㊷8702

　平成 19 年 5 月に管理職であった元職員が酒気帯び運転により警察に検挙されたことを受け、懲戒審査委員会での審
議を経て市が懲戒免職処分にしたところ、昨年 4月、元職員より神戸地裁に懲戒免職処分取消しの提訴がなされました。
同年 10 月に原告（元職員）勝訴との判決が出され、市は判決を不服として大阪高裁に控訴していましたが、本年 4月
24 日には、大阪高裁判決があり市の控訴は棄却されました。
　平成 18 年に福岡と姫路で飲酒運転死亡事故が続いたことを契機として、道路交通法が改正され、飲酒運転が厳罰化さ
れてきました。それを受けて、全国の地方自治体や民間企業等においても、職員・従業員の飲酒運転に対する処分規定
の厳罰化が行われ、国民挙げて飲酒運転は絶対にしない、させないという意識が定着してきたところです。
　飲酒運転による免職処分の取消請求訴訟が全国で審理されていますが、この事案は、道交法等が厳罰化されて以降前
例がないものであり、かつ今後、全国の自治体や企業等に大きな影響を与えるものですから、飲酒運転による免職処分
についての司法判断を確定するためにも、市は 5月 7日に最高裁に上告しました。

■新型インフルエンザに関する情報

プロジェクトの取り組みの一つとして、
全国初で BDF100%使用の北条鉄道レー
ルバス試験走行をおこないました。

（平成 20 年 6 月 29 日）

エコアクション 21(EA21)自治体イニシャティブプログラム参加事業者を募集

【申込先】　環境創造課☎㊷6620　※詳しくは加西市ホームページをご覧ください

■応募期限　6月 30 日（火）までに下記までお申し込みください。

エコアクション 21 の認証・登録を受
けることによって、環境省が策定した
ガイドラインに適合していることを環
境省の外郭団体である（財）地球環境
戦略研究機関が証明します。
ISO14001 並の認証が低額な費用で取
得可能。上記のロゴマークが使用でき、
企業イメージの向上が望めます。

　メキシコ等からの帰国者で、帰国後に発熱等の症状
が現れた場合、まずは、医療機関受診前に次の窓口に
ご相談をお願いします。

■日常生活で注意すること
・咳やくしゃみをするときは、ティッシュで口や鼻を覆
い、使用後は捨てる（ハンカチを使用した場合は他者
と共有しない）。	
・石鹸での手洗い・うがいを積極的にする（帰宅後は必
ず）。	
・十分な睡眠をとり、体調管理に注意する。

■加東健康福祉事務所
　☎ 0795-42-6287（24 時間対応）
■兵庫県危機ホットライン
　☎ 078-367-2766（24 時間対応）
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■融資対象
・市内に 1年以上事業所を置く中小企業の方
・兵庫県信用保証協会の保証対象事業に該当する方

■融資を受けることができる方
・市内に 1年以上居住している勤労者で（事業主及び家
族従業員は除く）同一事業所に 1年以上勤務している
方。又は、同一事業所に 3年以上勤務している方
・市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
・年齢が 20 歳以上 60 歳未満の方（但し、完済時に 76 歳
未満の方）
・市税を滞納していない方
・取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる
方

■融資の内容

対象 住宅の建築・購入・増改築

限度額 2,000 万円以内

期間 35 年以内

利率
固定金利型　年 2.52％（H21.4.1 ～）
※ただし資金交付時の金利が適用されま
す。

取扱金融機関 近畿労働金庫北播支店

加西市勤労者住宅資金融資のご案内
　加西市では、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増改築に必要な資金融資のあっせんを行っていますのでご利用く
ださい。

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8715

加西市中小企業事業資金融資のご案内
　加西市では、市内中小企業の方へ事業資金融資のあっせんを行っています。保証料の 20％及び利子の一部を市が負担
しますのでご利用ください。

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8715

■融資の内容

資金使途
及び限度額

運転資金 800 万円以内
最高限度額
1,500 万円

設備資金 1,000 万円以内

公害除去資金 500 万円以内

融資利率 年 1.5％（ただし、0.4％を市が利子補給を行う。）

貸付期間
500 万円以内 5 年以内 うち据置期間

6 ヶ月以内で可500 万円超 7 年以内

その他
兵庫県信用保証協会の保証要
( 保証料の 20％は市が負担します。）

■取扱金融機関
　但馬銀行加西支店
　みなと銀行加西支店
　姫路信用金庫加西支店
　播州信用金庫北条支店
　但陽信用金庫加西支店
　兵庫県信用組合加西支店

新婚さんご注目。新婚世帯向け家賃補助制度

【問合先】　ふるさと営業課☎㊷8715

■兵庫県知事選挙　みんなそろって投票しましよう

投 票 日　7 月 5 日（日）
投票時間　7:00 ～ 20:00
■投票日に仕事や旅行などで、投票に行けない場合は「期日前投票」ができます。
　期日前投票のできる期間：6月 19 日（金）～ 7月 4日（土）
　期日前投票場所：市役所１階　多目的ホール
　※体が不自由な方は、付き添いの方と一緒に投票所に入ることができます。
　※投票所整理券がなくても、本人であることが確認できれば投票することができます。

問合先：加西市選挙管理委員会（市役所４階北側）　☎㊷ 8781　ＦＡＸ㊷ 4612

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】市役所１階のこども未来課、	市民課で手続きしてください。　【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いれません。

【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）

・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）

※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。

■支給額：月額最大12,000円（最長36 ヶ月まで支給）
■補助要件
　次のすべての補助要件に該当する新婚世帯が対象。
・市内の民間賃貸住宅に平成19年4月1日以降に契約をし
て居住。
・婚姻届出日より 3年以内で、夫婦の満年齢の合計が 70
歳未満。
・所得制限あり。
その他、補助要件があります。詳細は下記まで

春の叙勲　社会を支える地道な活動と功績をたたえて

　31 歳の時から、消防団員を 14 年、部長を 6年、分団長を 12 年間務め、
地域の消防活動に貢献されました。入団当初、加西市合併前のこの地域に行
政機関としての消防署はなく、消防団が地域の消火活動を担っていました。
北条地区は町家が密集しており、一度火事が起これば類焼の危険性が高く、
1分 1秒でも早く現場に駆け着けなければなりませんでした。
　「とにかく早く行って、自分たちがやらなければとの責任感があった。こ
れは家族の協力があってこそ。また、消防団の活動を通じて、地域への奉仕
の精神を当たり前のように持つことが出来た」と家族への感謝と地域奉仕の
大切さについて語られました。

定額給付金・子育て応援特別手当窓口移転のお知らせ

【問合先】　（定額給付金）経営戦略室☎㊷8700　　（子育て応援特別手当）こども未来課☎㊷8726

　定額給付金・子育て応援特別手当の受付窓口を、市役所 1階から、市役所 3階北側にある経営戦略室に移転、お
問い合わせ電話番号も下記の通り変更となりました。
　定額給付金および子育て応援特別手当の申請期限は 9 月 24 日（木）です。まだ申請されていない方はお早めにお
願いします。

　市内の民間賃貸住宅に入居する新婚世帯に家賃の一部を補助します。年間先着 50 件、ただいま受付中。

■対象となる民間賃貸住宅
　新婚世帯の世帯主と住宅の所有者との間で賃貸借契約
を締結した自己の居住用に供する住宅。
■対象とならない賃貸住宅
・市営住宅、県営住宅、公社・公団住宅、雇用促進住宅
等公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮等の住宅	
・借上げ公共賃貸住宅	
・申請者の３親等以内の親族が所有する住宅及び賃貸住
宅	

「家族の協力があってはじめて 32 年間続けることが出来ました」

端宝単光章（元加西市消防団分団長）

片岡和義 さん（79）北条町北条
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■各制度の受給者証等の送付について

福祉医療制度の改正について（7月1日～）
　福祉医療制度は高齢者や重度障害者、母子家庭や乳幼児など支援を必要とする方々が安心して生活できるよう、医療
機関での窓口負担の一部を助成するものです。
　この度、加西市と兵庫県は、福祉医療制度を将来にわたり安定した制度として持続していくため見直しを行いました。

【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

改正前　平成 21 年 6 月 30 日まで 改正後　平成 21 年 7 月 1 日より

対象者 65 歳以上 69 歳以下の者 改正前と同じ

所得基準 市民税非課税者で一定以上所得者（課税所得 145
万円以上かつ収入が 520 万円以上の高齢者）の家
族でない者

市民税非課税世帯で、本人の年金収入と他の所得の
合計が 80 万円以下

低所得Ⅰ基準 市民税非課税世帯で世帯全員に所得がないこと
（年金収入 65 万円以下かつ所得 0 円）

市民税非課税世帯で世帯全員に所得がないこと
（年金収入 80 万円以下かつ所得 0 円）

負担区分 負担割合
自己負担限度額（月額）

負担割合
自己負担限度額（月額）

外来 外来＋入院 外来 外来＋入院

一般
定率 2 割負担

12,000 44,400 助成対象外（注 1）

低所得Ⅱ
8,000

24,600 定率 2 割負担
8,000

24,600

低所得Ⅰ 定率 1 割負担 15,000 定率 1 割負担 15,000

【経過措置】市民税非課税世帯で、本人の年金収入と他の所得の合計が 80 万円以上の方については、平成 23 年 6 月末
まで助成対象となります。（定率 2割負担。自己負担限度額　外来 8,000 円　入院 24,600 円）

改正前　平成 21 年 6 月 30 日まで 改正後　平成 21 年 7 月 1 日より

対象者
・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

改正前と同じ

所得基準
（注 1）

特別障害者手当の所得制限基準を準用

■扶養親族 2人の場合、目安として扶養義務者の所
　得 675 万円まで

自立支援医療制度の所得制限基準を準用（市民税所
得割額 23 万５千円未満）
■扶養親族２人の場合、目安として扶養義務者の所
　得 593 万円まで

低所得基準
（注 1）

年金収入 65 万円以下かつ所得 0 円 年金収入 80 万円以下、もしくは年金収入と他の所
得の合計が 80 万円以下

負担区分
自己負担限度額（1 医療機関等につき） 自己負担限度額（1 医療機関等につき）

外来 入院 外来 入院

一般
１日 500 円限度

（月２回まで）
定率１割負担

（月 2,000 円まで）
１日 600 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 2,400 円まで）

低所得者
１日 300 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 1,200 円まで）
１日 400 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 1,600 円まで）

注 1）受給者本人・配偶者・扶養義務者の全員について、上記「所得基準」により判定します。

改正前　平成 21 年 6 月 30 日まで 改正後　平成 21 年 7 月 1 日より

対象者
18 歳に達した年度末までの児童又は 20 歳未満の
高校在学中の児童を監護する母または父及びその
児童、遺児

改正前と同じ

所得基準
児童扶養手当の所得制限基準を準用
■扶養親族 2人の場合、目安として扶養義務者の
　所得 268 万円まで

改正前と同じ

低所得基準
年金収入 65 万円以下かつ所得 0 円 年金収入 80 万円以下、もしくは年金収入と他の

所得の合計が 80 万円以下

負担区分
自己負担限度額（１医療機関等につき） 自己負担限度額（１医療機関等につき）

外来 入院 外来 入院

一般
１日 500 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 2,000 円まで）
1 日 600 円限度
（月 2 回まで）

定率１割負担
（月 2,400 円まで）

低所得者
１日 300 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 1,200 円まで）
１日 400 円限度

（月 2 回まで）
定率１割負担

（月 1,600 円まで）

改正前　平成 21 年 6 月 30 日まで 改正後　平成 21 年 7 月 1 日より

対象者 小学校 3 年生までの乳幼児、児童
小学校 3 年生までの乳幼児・児童
小学校 4 年生から小学校 6 年生までの児童（入院のみ）

所得基準

所得基準なし
市では所得基準を設けていないが、県の制度で児
童手当特例給付の所得基準を準用
■扶養親族 2人の場合、目安として扶養義務者の
　所得 608 万円まで

0 歳児は所得基準なし
1 歳児からは、自立支援医療制度の所得制限基準
を準用（市民税所得割額 23 万５千円未満）
■扶養親族 2人の場合、目安として扶養義務者の
　所得 540 万円まで

負担区分
自己負担限度額（１医療機関等につき） 自己負担限度額（１医療機関等につき）

外来 入院 外来 入院

小学校 3 年生まで 無料 無料 改正前と同じ 改正前と同じ

小学校 4 ～ 6 年生 助成対象外 助成対象外 無料（償還払い）（注 1）

【経過措置】改正後の所得基準を上回る方でも、児童手当特例給付の所得制限基準を満たせば、平成 23 年 6月末まで助
成の対象となります。（外来・入院とも無料）

　所得基準の見直しを行うとともに、低所得基準を拡大します。

注 1）改正前の所得基準では、同じ世帯に市民税課税者（上記「一定以上所得者」を除く）がいても本人が市民税非課
税者であれば助成対象ですが、改正後は、同じ世帯に市民税課税者がいれば助成対象とはなりません。

　所得基準と一部負担金の見直しを行うとともに、低所得者基準を拡大します。

【経過措置】改正後の所得基準を上回る方でも改正前の所得基準を満たせば、平成 23 年 6月末まで助成対象となります。
外来：1日 900 円（月 2回まで）　入院：定率 1割負担（月 3,600 円まで）

　一部負担金の見直しを行うとともに、低所得者基準を拡大します。

　母子家庭等医療費助成制度については所得基準の改正はありません。改正前と同じ基準で判定し、所得基準を満たす
方には、6月中旬頃に現況届を送付しますので別途申請してください。

　所得基準を設けるとともに、対象者を拡大します。

注 1）小学校 4～ 6年生には受給者証は交付しませんので、受給資格の有無については、下記までお問い合わせください。
助成金の申請時には、領収書・印鑑・振込先がわかるものを持参ください。後日、指定の口座に振り込みます。

　6月中旬から下旬にかけて、新制度で助成対象となる方には新しい受給者証（母子家庭等を除く）を、対象外とな
る方には却下通知書（乳幼児等の小学校 4～ 6年生を除く）を送付しますのでご確認ください。また、新たに助成
対象となる方には申請書を送付しますので、別途申請してください。
　経過措置は、定期判定（毎年 7月 1日）及び転入時の随時判定時に要件を満たす方を対象とします。6月末まで対
象であっても、21 年度分の市民税について改正前の所得基準を満たさない方は経過措置の対象とはなりません。
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KASAI データバンク 人口／ 48,916（－ 64）	 世帯数／ 16,970（－ 16）
男／ 23,794（－ 31）	 女／ 25,122（－ 33）　
4 月の出生数／ 26 人	 死亡数／ 30 人

H21.4.30 現在（前月比）
　この度、ファッションデザイナーのコシノヒロコさんより、直筆の
書２点を寄贈いただきました。
　これは、コシノヒロコさんの母、綾子さんが、加西市若井町の出身
であり、ご本人には「加西市地域ブランド認定委員」をお務めいただ
いているというご縁から実現したものです。
　今後、市役所 1 階ロビー等に
展示する予定です。

コシノヒロコさんが、直筆の書を寄贈

岡田さん（右）の指導の下、トマトを収穫▶

▲菜の花畑・散策ウォーキング

宇仁の里・花畑街道　菜の花まつり

▲加西市民には「希望」を

　	4 月 23 日、九会小学校 4 年生 69 人が、社会科の環境学習の一環として、
上宮木町の岡田毅さんのビニールハウスを訪問しました。
　子供たちは、トマトの観察を行い、栽培方法や農業の持つ魅力について質
問。岡田さんの指導のもと、収穫を手伝うとともに、新鮮なトマトを味わい
ました。トマトの苦手な子供も「甘くておいしい」と大喜び。
　加西はトマトの産地として 50 年の歴史を持ち、全国的にも珍しい田畑輪
換と呼ばれる栽培方法を採用。病害虫や台風被害を回避します。味の特徴は
「丸みがあり、酸味が少ない」といわれています。

九会小学校4年生がトマト農家を見学

▲参加者みんなでタケノコ掘り

　子育て中の親子を支援するボランティアグループ「まちの子育てひろば応
援団・みつばちくらぶ（金志直美代表ほか 10 名）」が、4 月 24 日、上万願
寺町のまちづくりグループ「原始人会」の拠点施設「交流館」で、親子が気
軽に集い、母親たちがくつろげる場の提供をと、活動を始めました。
　第一回記念イベントのタケノコ掘りには、市内外から親子７組 16 名が参
加。原始人会メンバーの指導のもと、隣接する竹林で、タケノコ掘りを楽し
みました。
　みつばちくらぶの活動は、毎月第四金曜日（次回 5 月 22 日）、上万願寺
町の原始人会「交流館」で開催されます。申込不要で現地集合。
　詳しくは、ねひめキッズ（☎ 0790-42-5710）までお問い合わせ下さい。

親子でタケノコ掘り

▲動物たちとのふれあいコーナー

　加西市は、菜の花栽培から食用油の搾油を始め、廃食用油を軽油代替燃料
（BDF）として精製・利用を行うことで、地球にも地域にも優しい、資源循
環型システムの構築を目指しています。この取り組みに広く市民の方にも親
しんでもらおうと、4 月 12 日「第 2 回加西菜の花フェスティバル」を開催。
会場は菜の花畑のある東横田町で、菜の花を使った様々な菜の花フードや、
可愛い動物たちとのふれあいコーナーなどに、子供からお年寄りまで賑やか
に春の祭典を楽しみました。

加西菜の花フェスティバル開催

　まちの情報共有を目的に、都染町自治会が無線放送設備を独自で
導入、4 月から放送を開始しました。放送設備は、公会堂に設置し
た送信機から、町内 63 戸全てに設置された受信機に、一斉放送や
グループ放送が可能。送信機はリモートコントロール機能がついて
おり、離れたところから携帯電話等で情報を発信することができ、
受信機には録音機能により、住民の外出時に情報の伝達漏れの心配
がない等、便利な機能を備えています。
　同町の松岡勝己区長は「住民の連帯意識を高めるには、地域の身
近な情報共有が欠かせません。無線放送はそのためのコミュニケー
ションツール。いろいろな利用方法があると考えています。それを
まちの活性化のために、どう活用していくかが今後の課題です」と
地域のまちづくりについて熱心に語られました。

都染町で無線放送開始

▲無線放送設備。全戸へ一斉放送

　加西市は、自生・栽培問わず貴重な植物の宝庫。四季折々に珍しい花々が咲きます。その一部をご紹介します。

この春咲いた加西の貴重な植物

市長の市政改革への　
「情熱」を期待して▶

■写真コンテスト「菜の花大賞」など受賞作品を展示
　同フェスティバルに併せて、「菜の花」をテーマにした写真コンテストを
開催。全 14 作品の応募がありました。受賞作品は 5 月 18 日（月）から 22
日（金）まで、市役所１階ロビーで展示します。

県立フラワーセンターが
栽培するセントポーリア

「ゲッツィアーナ」

アフリカ中部タンザニアの
熱帯雨林で自生。栽培が困
難で、「幻のセントポーリ
ア」と呼ばれる。平成 18
年に兵庫県立フラワーセン
ターで国内初の開花に成
功。現在も国内での栽培は
同センターのみで、開花を
観る事は世界的にも大変珍
しい。

市内山中で自生する希少種
「カタクリ」

ユリ科の多年草。高さ 20
センチほどに育ち薄紫色の
花を咲かす。関西に自生地
はそれほど多くなく、県内
では丹波地方に群落がある
が、北播磨地域では珍しい。
県のレッドデーターブック
C ランクに指定されている
希少種。

　4 月 19 日、田谷町公民館をメイン会場に、宇仁郷まちづくり
協議会が「宇仁の里・花畑街道－菜の花まつり」を開催しました。	
　参加者約 300 人は、菜の花畑・散策ウォーキングとして、メ
イン会場から国正町方面への東コースと青野町方面への西コー
スの各８㎞のコースに分かれ、道中各所に咲き誇る美しい菜の
花畑の風景を堪能。地場農産物の販売や抽選会等も行われ、訪
れた人々は、宇仁の里での春の休日を満喫しました。
■宇仁地区で入学等に祝い金
　同協議会は、住民の子育て支援を目的に、宇仁小学校の新一
年生を対象に祝い金を贈る制度を始めました。財源は各町の自
治会費より捻出。今年度は 11 名が対象となりました。

■歓待の心でお待ちしています。

訂正：先月号 10 頁で加西ロマンの里ウォーキング参加者を約 230 人と掲載しましたが、約 350 人の誤りでした。

　3 月 20 日に開催された「第 6 回加西ロマンの里ウォーキング」に、滋賀県よ
り参加された方から次のようなメールが届きました。
　「終了後、国道を歩いていると、軽四に乗ったスタッフの方が親切に道を教え
てくださいました。無事目的地に着くことができ、姫路行きの最終バスに乗るこ
とができました。教えてくださった方に感謝します。１週間後に北条鉄道で北条
町まで出かけ散策、北条鉄道の枕木を１本寄贈させていただきました」。

加西ロマンの里ウォーキング国宝
と酒蔵を巡るコース



■5月31日は世界禁煙デーです
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　前回 “全適 ”を取り上げましたが、今回も続けます。

前回のおさらいですが、全適とは『地方公営企業法の

全部適用』であり、財務・組織・人事の権限と共に経

営責任を負った“病院事業管理者”を置くことによって、

自治体病院に自主運営を委ねることです。

　全適化は、全国でも近隣でも進んでいます。病院運

営に必要な人事や組織改革を迅速・柔軟に行い、医療

制度改革や人材不足で厳しい環境に置かれた自治体病

院の生き残りを図ることが主な狙いです。

　一方、全適で市民生活にどのような影響が出るかに

ついて、正確な情報が伝わっていないきらいも有りま

す。例えば、医療提供（診療科、救急、患者負担など）

は何も変わりません。あるいは市民の負担（一般財源

からの繰入、病院支援のための新たな税など）という

意味でも、現在と何も変わりません。全適は、ある意味、

行政手続きの問題です。

　その行政手続きの変更に過ぎない “全適 ”に、全国の

自治体が我が町の自治体立病院の生き残りを託す理由

は何か？　それは、自治体行政がこれまで行ってきた

病院運営の有り様が、医師や看護師など不足しがちな

医療者を病院から失わせ、病院崩壊に至ってしまう事

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

病院の正面玄関を入った左側に、病院に寄せられた『み
なさまの声』を掲示し、用紙の下段に病院からの回答を
添えています。病院に改善して欲しい点や、通院されて
いる方のマナーへの注文など、建設的な意見が寄せられ
ます。病院や職員へのお褒めの言葉や励ましの言葉があ
るのも嬉しい限りです。原則全て掲示していますが、個
人宛にお返事させて頂く場合や、誹謗中傷など内容によ
っては掲載しない場合もあります。

みなさまの声コーナー

例が報道されるようになったからです。その始まりは

京都府の舞鶴市民病院でした。最近でも大阪府の松原

市民病院や千葉県の銚子市民病院、佐賀県の武雄市民

病院など話題に事欠きません。

　加西市では、9月以降に全適化の条例の提出が予定さ

れています。加西病院は全適による病院の一層の活性化

と、市民医療の充実を目指します。　　　（		病	院	長		）

『再び “全適” に向けて』

町ぐるみ健診のご案内

【問合先】　国保健康課☎㊷8723

　平成 21 年度の町ぐるみ健診は、右表の日程で行います。
ご自身の健康状態を確認する機会ですので、ぜひ受診し
てください。申込書は、既に広報 3月号と同時に配付し、
各公民館、JA支店窓口にも置いています。
　各健診対象者及び内容を必ずよくご確認の上、記入漏
れのないようお申し込みください。　
　なお、子宮がん検診は◎印がついている日のみ実施し
ます。ご確認の上受診ください。
　6月、7月の子宮がん検診は混雑が予想されます。可能
であれば実施日が多くある 9月、10 月の日程での受診に、
ご協力をお願いいたします。

健診会場：ＪＡ兵庫みらい本店（農協会館）
受付時間：8:30 ～ 11:30
　　　　　胃がん・子宮がん検診は 8:30 ～ 11:00

■平成 21 年度町ぐるみ健診日程
日程 地区

6 月 10 日（水）
北条6 月 11 日（木）◎

6 月 12 日（金）
7 月 9 日（木）

富田・賀茂
7 月 10 日（金）◎
7 月 15 日（水）

下里
7 月 16 日（木）◎
9 月 2 日（水）

九会・富合9 月 3 日（木）◎
9 月 4 日（金）◎
9 月 10 日（木）◎

多加野
9 月 11 日（金）◎

10 月 19 日（月）◎
西在田・在田

10 月 22 日（木）
11 月 1 日（日）◎ 全地区

はしか（麻しん）・風しんの予防接種を受けましょう

【問合先】　国保健康課☎㊷8723

　はしか（麻しん）・風しんは、ともにウィルスによる感染症です。お子様が１歳のお誕生日を迎えたら、はしか（麻し
ん）・風しんの予防接種を受けましょう。2～ 4期の予防接種は追加接種となります。乳幼児期に予防接種済みの人も追
加接種を受けることで予防効果が高まります。

対象者

1 期 生後 12 ヵ月以上 24 ヵ月未満の乳児

2 期
5 歳以上 7 歳未満の者であって、小学校入学前の 1 年間

（平成 15 年 4 月 2 日～平成 16 年 4 月 1 日生まれ）

3 期 中学校１年生（平成 8 年 4 月 2 日～平成 9 年 4 月 1 日生まれ）

4 期 高校 3 年生（平成 3 年 4 月 2 日～平成 4 年 4 月 1 日生まれ）

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）

接種費用 無料

必要物品

母子健康手帳・体温計・健康保険証（本人確認のため）
お持ちの方は予診票（医療機関にもあります）
※ 3・4 期対象者で、保護者の同伴ができない場合は保護者同意書が必要です。必要な方は下
記まで連絡ください。

　毎年 5月 31 日は、世界保健機関（WHO）が定める「世界禁煙デー」です。世界禁煙デーから
１週間を「禁煙週間」（5月 31 日～ 6月 6日）と定めて、さまざまな禁煙活動が各地で行われます。
　加西市では禁煙週間に健康達人講座（要予約）の実施や個別相談（希望者）を行います。この
機会に禁煙について、みんなで考えてみましょう。　　　　　　		問合先：国保健康課☎㊷ 8723

■第6回市立加西病院ホスピタルフェア開催
市民の皆さまと病院職員が親しくふれあい、地域と共に生きる病院運営へのご理解をより深めて頂くためにホスピ
タルフェアを開催します。多くの方のご参加をお待ちしております。

日　時：6月 27 日　( 土 )　9:00 ～ 12:00
場　所：市立加西病院
参加費：無料
問合先：ホスピタルフェア実行委員会
　　　　（病院経営推進室内）　☎㊷ 2200

主な催し：健康チェック、院長よろず相談、研修医ふ
れあい、健康飲料試飲、腹臥位療法、医療者制服着用
体験、楽しいフラダンス、腰痛体操、献血　等々
注意事項：動脈硬化度・骨密度測定は、当日に抽選。
抽選は時間毎に行い、先着順ではありません。

■マタニティーマークをご存知ですか
　マタニティーマークとは、妊産婦さんに優しい環境をつくっていくために、厚生労働省
から発表されたマークです。妊娠中、特に初期は赤ちゃんへの成長はもちろん、お母さん
の健康を維持するためのとても大切な時期。このマークをつけた方、又はマークをつけて
いなくても妊産婦さんを見かけたら、側でタバコを吸わない等の配慮をしましょう。
　市では母子健康手帳を交付した方にマタニティーマークを配布しています。妊婦さんは
ぜひご活用ください。　　　　　　　　　　　　　　　　		問合先：国保健康課☎㊷ 8723

■全部適用導入に関するご意見を募集：市が導入を進めている市立加西病院への全部適用に関して、市民の皆様のご
意見をお聞かせ下さい。手紙、FAX、E-mail で、任意の書面にて次までお送り下さい。
ご意見送付先：〒 675-2395（住所表記不要）加西市役所経営戦略室宛　ＦＡＸ㊸ 1800　E メール：keiei@city.kasai.lg.jp

■市立加西病院より停電のお知らせ：6月 13 日（土）午後に自家発電設備更新工事のため、本館と東館で 2時間程
度停電します。市民の皆様に大変ご迷惑をおかけします。詳しい時間帯は市及び病院ホームページで掲載します。
問合先：用度管理課☎㊷ 2200



再チャレンジ講座
中央公民館ではグループ活動の活性
化などを目指し、登録グループによ
る公民館講座として再チャレンジ講
座を開催します。
■グループ公開講座
一般の方々にも気軽に参加いただけ
るよう、グループの通常活動の時間
を公開いたします。見学や実際に体
験して、グループ活動に参加してみ
て下さい。開催日時等の詳細は、広
報等で随時お知らせします。
参加教室：大正琴・フランス刺繍・
演劇・短歌・茶道
直近の公開講座
フランス刺繍　～ティッシュ入れを
作ってみましょう！～
日時：5/20（水）9:00 ～ 12:00
材料費：500 円程度
■夏休み子ども体験教室
グループ生の指導による、子どもが
参加できる講座を行う予定です。
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講座・イベント

市民会館からのお知らせ

シネマかさい 2009「ヤッターマン」
日時：7/5（日）
① 10：00 ～
② 14：00 ～
場所：文化ホール
入場料：全席自由
700 円※当日 300 円増
小学生未満無料（た

だし同伴者が必要です）
前売チケット発売中

チケット発売先：市民会館・地域交
流センター・各公民館ほか
問合先：市民会館☎㊸ 0160

第 3 回サマーコンサート
ハワイアンフラ＆ウクレレ
日時：7/12（日）
開演 14:00 ～（予定）
場所：文化ホール
入場料：全席自由
500 円※当日 200 円増
70 歳以上・高校生以下無料

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

気軽に・身近な場所で・婚活情報に
ふれてみませんか？質問もどんどん
受け付けます。この機会にぜひ！
日時：5/24（日）13:00 ～ 15:30
場所：北部公民館2階　視聴覚室
講師：山田ゆかり先生（オフィスま
りあーじゅ主宰）
対象：未婚の男女及びその親（その
他、婚活に興味のある方も参加可）
定員：30名
参加費：無料
申込先：北部公民館☎㊺0103
（月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第1回　婚活セミナー
結婚相談所ってどんなところ？
～いろんなお付き合いのかたち～

加西市さつき同好
会の皆さんを中心
に丹精こめて育て
た、さつき盆栽と
山野草を展示しま
す。
また、5/30（土）13:00 から講習会
も開催します。
日時：
5/29（金）9:00 ～ 19:00
5/30（土）9:00 ～ 19:00
5/31（日）9:00 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
※先着 100 名に山野草の苗をプレゼ
ント。
※ご自分で育てられたさつき盆栽の
展 示 を ご 希 望 の 方 は、5/22（金） ま
でに北部公民館までお申し込みくだ
さい。
問合先：北部公民館☎㊺ 0103

第41回　加西市さつき展

問合先：南部公民館☎㊾ 0041

健康科学セミナー
「口から始まるあなたの健康」

～あなたの歯は大丈夫？～
日時：5/23（土）13:30 ～ 15:00
講師：歯科衛生士会会長　高井尚美氏
定員：50 名　事前に申込み

南部公民館からのお知らせ

なんぶアカデミー
1 つのテーマにつき、3 回のレッス
ンで完結となる短期の教養講座。興
味のある方はぜひお問い合わせくだ
さい。登録されると各講座の案内を
優先的に行います。参加されるかど
うかは、内容をみてから申込みをし
て OK。公民館で好きなことに出会
えるチャンスです。
■第 1 回「モノづくり」
イラストレーターの手ほどきで、ス
クラップブッキング、切り絵、石っ
ころペイントなど、いろいろ挑戦し

講座内容など詳細は問合先まで

はじめてのリトミック
こんにちは、お友だち。ちょっぴり
ドキドキ 3 歳児コース。ピアノに合
わせて遊びましょう。
日 時：毎月第 1･3 金曜日 10:30 ～
11:30　随時参加受付しています

問合先：中央公民館☎㊷ 2151

中央公民館からのお知らせ

－定年後を愉しむ－　男性専科
仕事を生きがいにしてきた男性のみ
なさん！実はやってみたかった、あ
れやこれを公民館で始めてみません
か。
※欠席されても、各回違った体験を
していただきますので、いつからで
もご参加いただけます。 （そば打ち・
川 柳・ 俳 句・ パ ン 作 り・ マ ジ ッ ク・
歴史ウォ－キング・コーラス・絵手紙・
囲碁・料理等を開催予定）
日時：初回 5/16（土）※毎月第 3 土曜日
13:30 ～ 16:00　太極拳（無料）
場所：市民会館 3 階　遊戯室
対象：男性（年齢は問いません）
定員：20 名

楽しく学ぼう手話教室（無料）
あなたも手話を学んでみませんか。
いっしょにおしゃべりしましょう。
※入門部分を繰り返し勉強しますの
で、いつからでもご参加いただけます。
期間：5月～ 3月毎月第 2・4火曜日
次回：5/26（火）10:00 ～ 12:00
場所：市民会館 2 階　美術教室

講座内容など詳細は問合先まで

Let's トライエコ教室
（本年度は中央公民館で開催します）
ひとりでも多くのみなさんに、環境
への関心を持っていただき、実践の
輪が広がるよう、身近な環境問題に
ついて学習します。奮ってご参加下
さい。
場所：市民会館　コミセン視聴覚室
教室内容：予定
第 1 回『地球温暖化と私たちが出来
ること』6/17（水）13:30 ～ 15:30
第 2 回『加西市のバイオマスと
BDF』8/19（水）
第 3 回『安全な水とおいしい水』
10/21（水）
第 4 回『減 CO2 かぐやひめプロジェ
クト』12/16（水）

第 5 回『環境と家計にやさしい住ま
い方』H22.2/17（水）
定員：30 名（環境問題に興味のあ
る方なら誰でも OK）
参加費：無料
募集期間：6/15（月）まで

ます。趣味で続けたいと思う「モノ
づくり」に出会うかも・・
日時：5/19、6/16、7/14（火）
9:30 ～ 12:00
■第 2 回「エッセイのいろは」
～自分の気持ちを文章にするコツ～
講師は人気絵本作家。希望者には添
削指導もありです。
7 月にレッスン開始予定。

「手話」は聴覚障害者にとって自分
の思いを伝える大切な言葉です。こ
の機会に手話を覚えたいと思われる
方は是非、ご参加下さい。
日時：6/6 ～ H22.3/13 毎週土曜日
19:00 ～ 21:00　37 回予定※初回に
年間計画表をお渡しします。
場所：健康福祉会館 1 階　ふれあい
の間 2　
参加費：1,470 円（テキスト代のみ）
定員：20 名（高校生以上）
対象：手話奉仕員養成講座（入門課
程）を修了者、もしくは 1 年以上手
話の勉強をされた方（手話で簡単な
日常会話が出来る方）
主催：手話サークル「どんぐり」
締切：5/29（金）
申込先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎㊸ 8133　ＦＡＸ㊷ 6658

平成21年度　基礎手話教室

入場無料！映画上映イベント、ねひ
め FILM	の上映予定。

地域交流センター
映画上映イベントガイド

■「ライラの冒険　黄金の羅針盤」
日時：5/24（日）10:00 ～ 11:45
■「ユー・ガット・メール」
日時：5/28（木）10:00 ～ 12:00
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
☎㊷0106

毎年 6/23（火）～
29（月）の一週間
は、男女共同参画
週間です。加西市
男女共同参画セン
ターでは、それにちなんで、無料ビ
デオ上映会を開催します。お気軽に
ご参加下さい。
日程：
■ 6/21（日）
10:00 ～ 12:00「風と共に去りぬ（上）」
14:00 ～ 16:00「初恋」
19:30 ～ 21:30「地下室のメロディ」
■ 6/26（金）19:30 ～ 21:30
「何だろう？自分らしい生き方って
～男女平等を考える～」
「理由なき反抗」

■ 6/27（土）10:00 ～ 12:00
「大助・花子の男と女どっちがと
く？」
「ナミイと唄えば」

■ 6/28（日）
10:00 ～ 12:00「風と共に去りぬ（下）」
14:00 ～ 16:00「フェリーニのアマ
ルコルド」
19:30 ～ 21:00「男と女」
場所：アスティアかさい 3 階　多目
的ホール
定員：各回 94 名
※一時保育あり（無料、3 日前まで要
予約。6 名まで）
問合先：男女共同参画センター
☎㊷ 0105

男女共同参画週間
無料ビデオ上映会

【問合先】　税務課税制担当☎㊷8712

平成 21年度軽自動車税全期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　です。

納期内完納にご協力をお願いします

   6 月 1 日（月）

土となかよし
ねひめキッズの畑に、さつまいもの
つるをさします。お友達を誘って来
てね。待ってま～す！
※長ぐつを持ってきてね。
日時：6/3（水）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！
日時：6/9（火）・29（月）
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：6/16（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

わいわいひろば
双子ちゃん、三つ子ちゃんのお母さ
ん、妊婦さん一緒にお話しましょう！
日時：6/22（月）10:30 ～ 11:30
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くらし

赤十字は、多くの苦しむ人々が笑顔
を取り戻せるように、国の内外で人
道的活動を展開しています。
赤十字の活動は、皆様からお寄せい
ただく寄付金等により支えられてい
ます。赤十字の活動にご理解いただ
き、活動資金へのご協力をお願いし
ます。
問合先：社会福祉課☎㊷ 8724

「あなたの思いを赤十字に」
5月は赤十字運動月間です

住宅の建設等、緊急かつ具体的計画
のある土地利用案件について、加西
農業振興地域整備計画に係る農用地
区域からの除外申請を受け付けます。
受付期間：6/1（月）～ 12（金）
※土・日曜日除く
受付場所：市役所 4 階　農政課
☎㊷ 8741

農用地区域の除外申請を
受け付けます

社人権擁護委員協議会加西部会によ
る「人権擁護委員の日」特設人権相
談を次のとおり実施いたします。日
常生活の中でお困りの事案がありま
したらご相談ください。
日時・場所：6/2（火）
10:00 ～ 12:00 ／アスティアかさい
3 階地域交流センター会議室
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00 ／市
民会館（コミセン）1 階会議室
問合先：人権推進課☎㊷ 8727

「人権擁護委員の日」
特設人権相談

当日面接を希望される方は、必ず履
歴書を持参してください。
対象：新卒及び一般求職者
日時：6/16（火）13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3 階　交流
プラザ
問合先：加西市雇用開発福祉協議会
（加西商工会議所内）☎㊷ 0416

合同就職面接会
市内企業が求人

畑仕事の好きな人、クラフトが好き
な人、かわいい花が好きな人、お蕎
麦が大好きな人、いろんな事やって
みたい人集まれ！

活動内容 活動時期

栽培

種まき 6 月

間引き 7 月

摘心 7 月

収穫 9 ～ 10 月

体験

綿繰り

6 ～ 12 月
糸つむぎ

手織り

作品展示

活動日：活動時期の土曜日か日曜日
の半日
場所：玉丘史跡公園　古代体験田・
手づくり庵
定員：30名（先着順）
参加費：通信費と体験活動で材料が
必要なときの材料費のみ 1,000円程
度を参加者が負担
申込方法：電話・FAX・e-mail
申 込 先：中央公民館☎㊷2151　　
ＦＡＸ㊸1453　chuo@city.kasai.hyogo.jp

綿つくり隊隊員募集

神戸出身の人気シ
ンガーソングライ
ター石田裕之さん
の北条鉄道車上コ
ンサート。子供も
高齢者も外国人も
障害を持つ人も誰
もが楽しめ心がふ
んわりと優しくな
る時間です。往復約 50 分の素敵な
時間を満喫して下さい。
日時：6/28（日）
北条町駅発粟生駅の往復
　第 1 便 14:42 発
　第 2 便 15:42 発
定員：各 56 名
参加費：大人 1,000 円
子供（4 才以上～小 6 まで）500 円
企画・実施：MORE 地球家族
申込先：北条鉄道☎㊷ 0036

心ふんわりエココンサート列車

いろんな国の人と、おむすびをに
ぎって、食べて、一緒に遊んで、交
流しよう。言葉あてクイズや交流
ゲームなど楽しみが盛りだくさん。
日時：5/31（日）11:00 ～ 14:30
場所：市民会館 2 階
対象：小学生※その家族も参加可
参加費：1 人 200 円当日受付で集金
持ち物：マイお茶、マイおはし
定員：30 名
申込先：MORE 地球家族代表村上
☎ 090-7340-0888

おむすび交流会
日本のおむすびが国を結ぶ

日時：6/16・23・30 日（火）
10:00 ～ 12:00
会場：勤労者体育センター
参加費：１回 200 円
申込方法：当日参加申込書に参加費
を添えて（随時参加もＯＫ）
主催：指定管理者　㈱ホープ
問合先：勤労者体育センター
☎㊼ 1420（水曜日休館）

バドミントン教室
（初級・中級・指導者向け上級）

市内には市が整備し管理している公
園がたくさんあります。公園の遊具
に異常を感じたり、壊れているとこ
ろを見つけた時は、下記までご連絡
下さい。
連絡先：都市計画課☎㊷ 8753
ＦＡＸ㊷ 1998　toshi@city.kasai.lg.jp

市内の公園遊具の不具合をご
連絡下さい

ラケットの握り方からレッスンしま
す。初めての方もぜひご参加ください。
日時：6/7( 日 )　9:30 受付
場所：青野運動公苑アオノテニスク
ラブ ( 油谷町 639-3）
定員：40 名 ( 先着順 )
資格：小学生以上経験不問
参加料：大人 3,000 円、小学生 1,000
円※昼食付
持ち物：運動できる服装。ラケット
の貸し出し有り。
申込先：加西市テニス協会（青野運
動公苑アオノテニスクラブ内）
☎㊺ 1845

加西市硬式テニス教室

市税滞納者から差押えた動産のインターネットオークションを 6/19（金）
～ 22（月）（参加申込：6/2 ～ 15）に行います。市ホームページより参加可
能です。また、動産下見会を次のとおり開催。あわせてご参加ください。
■動産下見会
日時・場所：6/5（金）10:00 ～ 15:00　加西市役所１階多目的ホール
問合先：収納課☎㊷ 8714

健康は、元気な体と心から、楽しい
仲間大募集！
■バウンドテニス教室
日時：6/3 ～ 7/1 毎週水曜日 5 回
20:00 ～ 22:00
会場：北条中学校体育館　
参加費：無料
申込先：福和☎ & ＦＡＸ㊷ 3492　
■ファミリーバトミントン教室
日時：6/5 ～ 6/19 毎週金曜日 3 回
20:00 ～ 21:30
会場：北条中学校体育館
参加費：無料
申込先：合田☎ & ＦＡＸ㊷ 8833

問合先：スポーツクラブ 21 事務局
☎ 090-8468-8024

スポーツクラブ 21北条・北条東
教室生募集

さわやかな初夏
のなか、市内栗
田郊外に広がる
高松山、里山ふ
れあいの森をボ
ランティアガイ
ドがご案内しま
す。コース内に
は熊野神社を起点とした遊歩道が作
られており、頂上からは、北条の町
が一望できます。
日 時：6/27（土）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：300 円（保険料等）
申込先：加西市観光案内所
☎ & ＦＡＸ㊷ 8823

ふるさと再発見ハイキング
北条町・栗田の新展望台 高松山

今年は更に参加チーム数を増やしパ
ワーアップ。みんなで楽しもう。
日時：7/26（日）雨天決行
7:30 受付　8:30 開会式
会場：玉丘史跡公園
主催：加西商工会議所
募集チーム数：
ジュニアの部 12 チーム（小学生高
学年　男女混成チーム可）
一般の部 24 チーム（中学生以上　
男女混成チーム可）
※ 1 チーム 7 名以上 10 名以下（監督
1 名、競技者 9 名以内）但し、監督は
競技者を兼ねる事ができる。また、競
技でコートに入れるのは 7 名とする。
参加費：ジュニアの部 5,000 円
一般の部 10,000 円
申込：申込書別途あり（チラシ、も
しくはホームページからダウンロー
ドして下記まで返信下さい）
問合先：加西商工会議所青年部
☎㊷ 0416 ＦＡＸ㊸ 1123
kasaiyeg@kasaicci.or.jp
http://www.kasaicci.or.jp/yeg/

第4回真夏の雪合戦加西大会
参加チーム大募集

募　集

■不法投棄監視カメラを導入
加西市は、ごみの不法投棄対策として専用の監視
カメラ 1台を導入しました。
今後、加西警察署地域課及び生活安全課や各町の
区長とも協議するなどして、不法投棄が多発する
場所を聞き取りし、順次、設置・監視を行います。

監視カメラの概要：人感センサー等により反応、
監視データを記録。電源はソーラーバッテリーを
利用して、電源のない山中にも設置可能。夜間で
も鮮明に撮影できる。
問合先：資源リサイクル課☎㊻ 0401

富合地区の別府西町区長が 5月 1日
から変更になっています。
新区長：西面重一さん
問合先：自治参画課☎㊷ 8751

区長さんの変更

都市再生特別措置法第 46 条第 1 項
に基づき策定した都市再生整備計画
（北条・富田地区）の事後評価につ
いて、フォローアップを実施し、事
後評価の見直しを行いましたので、
都市計画課（5 階）で縦覧を行うと
ともに、市ホームページで公表いた
します。
縦覧期間：5/18（月）～ 1 年間
8:30～ 17:15（但し、土日祝日は除く）
問合先：都市計画課☎㊷ 8753

事後評価（北条・富田地区）及
びフォローアップ報告書の縦覧

導入した監視カメラ

石田裕之さん



■人権相談　 10:00 ～ 12:00  　 13:00 ～ 15:00  
　6/2（火）　市民会館（☎㊷8727）
■行政相談　 10:00 ～ 12:00  　 13:00 ～ 15:00  
　6/2（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  
　5/28（木）　健康福祉会館（☎㊸0303）※法律相談は受付10名まで
■心配ごと相談・身体障害者福祉相談　 13:30 ～ 16:00  
    6/11（木）　健康福祉会館 （☎㊸0303）
■市民相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　アスティアかさい3階市民相談室（☎㊷8739）
■消費者相談　 8:30 ～ 17:00  
　月火木金　アスティアかさい3階市民相談室（☎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  
　6/4（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  
　5/18・6/1（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  
　5/21・6/4（木）　市役所5階小会議室
　近畿税理士会社支部（☎㊾1897）
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乳 幼 児 健 診

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
5/25（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	3月生まれの乳児　
■4か月児健診		6/2（火）13:00 ～ 13:45
H21.	1月生まれの乳児
■1歳6か月健診		6/9（火）
	13:00 ～ 13:45	H19.	12月生まれの幼児
■2歳児教室　5/27（水）	
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H19.	5月生まれの幼児
■3歳児健診	6/16（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	4月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			6/17（水）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		6/25（木）		
	13:00 ～ 13:30		
7 ～ 8か月の乳児の保護者（定員15名）
※実習用エプロンをご持参ください。
■パパママ教室パート1（予約制）		
6/4（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☎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

5月17日（日）	 つ つ み 神 経 内 科	 （野上町☎㊷2050）
5月24日（日）	 みのりクリニック	 （下宮木町☎㊾8470）
5月31日（日）	 西 村 医 院	 （中野町☎㊾0001）
6月 7日（日）	 徳 岡 内 科	 （北条町☎㊷0178）
6月14日（日）	 天 沼 医 院	 （北条町☎㊷3636）
6月21日（日）	 佐 竹 医 院	 （北条町☎㊷4057）

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）で確認することもできます。

敬称略。4月1日～ 30日掲載希望届出分

善 意 の 花 束 敬称略

■一般預託　　　　　　牡丹 20,000 円
　　　　　　株式会社本陣 10,840 円

加西市社会福祉協議会（善意銀行）への寄付

小林しづ子 82 小林市郎 北条町黒駒

村岡美智代 52 村岡敏弘 玉野町

安藤ふじゑ 91 安藤義宏 笹倉町

増田とみゑ 92 増田重明 河内町

多田とき子 91 多田勝芳 繁昌町

白谷よしゑ 98 白谷　剛 北条町東高室

深田丹二 82 深田敏春 田原町

稲継恵津子 85 稲継芳信 桑原田町

髙見幸夫 43 髙見翔太 戸田井町

去來川じつゑ 102 去來川章三 北条町北条

山下武光 78 山下武弘 窪田町

古川武夫 83 古川重久 網引町

飯尾末子 85 飯尾秀明 野条町

金井一之 52 金井宏一郎 田原町

西岡正明 65 西岡伸穂 三口町

久野智行 28 久野辰男 網引町

尾上はまゑ 84 尾上哲三 北条町北条

大西　惠 66 大西恵則 北条町西南

芝崎景子 29 芝崎修身 三口町

岡本千鶴子 86 岡本敎穗 北条町北条

岡田一広 43 岡田すみ子 鍛治屋町

長尾光代 78 長尾幸雄 北条町小谷

本田良一 84 玉井敏子 北条町東南

金澤是治 18 金澤幸夫 上道山町

浅田チヱ 89 浅田勝利 青野原町

尾山　勤 79 尾山直樹 若井町

森本久夫 95 森本公一 北条町西南

志方末子 71 志方洋勝 山田町子どもの急な病気に困ったら

■相談時間
月～土曜日 18:00	～	24:00
日祝日　　	 9:00	～	24:00
■電話番号
♯ 8000（プッシュ回線、携帯電話）
078-731-8899（ダイヤル回線、IP 電話）

小児救急電話相談 ＃  ８   ０  ０  ０

調理ボランティアを募集。ふれあう
ことでお互いに心が温まる活動です。
内容：栄養士の指導のもと、薄味、
衛生面に気配りしながら給食サービ
ス利用者のお弁当を調理します。
活動日：月・水・金曜日
月1回の活動でお盆・年末年始・祝
日は休み
時間：9:00 ～ 12:00
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎㊸8133　ＦＡＸ㊷6658

給食サービス
ボランティア募集

私立善防保育所では「地域子育て支
援拠点事業」の指定を受け、体験保
育を実施します。
実施期間：6/1 ～ 26、7/6 ～ 31、
8/3 ～ 28、9/1 ～ 30、10/5 ～ 30、
11/2 ～ 27、12/1 ～ 25、1/4 ～ 29、
2/1 ～ 26 ※ 11・12 月は 2・3 歳児、
2 月は 2・4・5 歳児のみ募集
対象：在宅（保育園に入園していな
い）の満 2 歳以上のお子様
体験期間：4 週間　土日祝は休み
募集人数：各 1 名　2 歳児のみ 2 名
2 歳児（H18.4/1 ～ H19.3/31 生まれ）
3 歳児（H17.4/1 ～ H18.3/31 生まれ）
4 歳児（H16.4/1 ～ H17.3/31 生まれ）
5 歳児（H15.4/1 ～ H16.3/31 生まれ）
保育時間：9:30 ～ 15:00（昼食とお
やつが付きます）
保育料金：8,000 円（8 月は 6,000 円）
期間内の欠席日数に関係なく料金は
同じです。
申込先：私立善防保育所☎㊽ 3765

ぜんぼう体験保育参加者募集

映画やドラマのロケを加西市に誘致
する、お手伝いをしていただけるボ
ランティアスタッフを募集します。
資格：18 歳以上の市内在住者で映
画やドラマのロケに関心がある方
申込先：経営戦略室☎㊷ 8700

加西シネマユニット会員募集

職種：相談員1名
雇用形態：アルバイト
賃金：時給925円～
手続き：履歴書（写真貼付）を社会福
祉協議会まで提出
職務内容：地域包括支援センターの
一時相談窓口の相談業務及び介護予
防教室等運営
受付期間：随時8:30 ～ 17:15（土・日
曜日、祝日を除く）
面接日：後日連絡。
必要な資格：社会福祉主事、介護福
祉士、社会福祉士、介護支援専門員
のいずれかの資格を有する方
問合先：	加西市社会福祉協議会総務
課☎㊷8888

加西市社会福祉協議会
アルバイト募集

加西市成人式の企画・運営を行う新
成人のスタッフを募集します。
（平成22年成人式は、H元.4/2 から
H2.4/1 までに生まれた方が対象）
募集締切：6/30（火）
申込先：自己実現サポート課
☎㊷8772
■成人式の日が変わりました
例年成人の日の前日の日曜日でした
が、平成22年は成人の日に行います。
開催日：H22.1/11（祝）成人の日
場所：市民会館文化ホール

成人式を君たちの手で！
運営スタッフ募集 国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験

受験資格：S63.4/2 ～ H4.4/1 生まれ
の方
試験の程度：高等学校卒業程度
申込受付期間：6/23（火）～ 30（火）
※郵送の場合 6/30 までの消印有効
申込書提出先：人事院近畿事務局
〒 553-8513 大阪市福島区 1-1-60
採用予定数：約 55 名（近畿地域）
問合先：社税務署総務課
☎ 0795-42-0223
※詳細は国税庁ホームページ「採用
案内」にも掲載しています。

税務職員募集

お詫びと訂正
先月号 19 頁のおくやみ欄に掲載しました、
辻みさのさんの町名は、正しくは中富町で
す。お詫びして訂正いたします。

■供養預託　　　　　　匿名 100,000 円
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加西市指定文化財の指定について

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

「報恩寺 ( 玉丘町）のシャクナゲ」
松本正光さん撮影 ( 北条町北条 )

　加西市教育委員会は、文化財の保護に関する条例第３条の規定により、下記の物件を市指定文化財に指定しました。

【問合先】　市史・文化財室　☎㊷7524

『加西市史』最新刊の販売開始
　『加西市史』の最新刊、第九巻
史料編３( 近世Ⅱ・近現代 ) が刊
行（第 8回配本）されました。
　第九巻は史料編です。近世Ⅱは
江戸期から幕末にかけての村社
会、経済、文化、宗教等について、
近現代は明治期から大戦を経て昭
和の合併などについての史料や新聞記事等を掲載しています。

【問合先】　市史・文化財室分室　☎㊸0161

■販売価格　7,000 円※郵送購入には別途送料 590 円が必要
■販売場所　市史・文化財室分室（市団体事務所２階）
　　　　　　教育委員会事務局（市役所６階）、市内各公民館
　　　　　　地域交流センター、西村書店、毛利書店
■執筆者　　福永文夫　獨協大学法学部教授
　　　　　　幡鎌一弘　天理大学おやさと研究所研究員
　　　　　　稲継裕昭　早稲田大学政治経済学術院教授　ほか9名

■名称　　　　　　阿弥陀如来坐像
■所在地　　　　　加西市網引町 831-42　	周遍寺
■特徴　　　　　　①像　　高　　52.3cm　
　　　　　　　　　②材　　質　　木造　
　　　　　　　　　③製作年代　　平安時代後期
　　　　　　　　　④作	者	名　　不明
■指定理由
　外見は、頭部のみわずかに前に傾けますが、背筋はまっすぐに伸び、抜群の
安定感をみせます。正面観はやや華奢に、斜めや側面観は量感が的確に表現さ
れ小像とは思えない迫力があります。
　幅広の鼻筋に厚めの唇、吊上がった両眼で、独特の暗い表情をみせますが温
和さも加味されています。衣装は、波を交えつつ太い縄状を多く用いています。
このような外見や衣装からみても平安時代前期から後期への過渡的な様相を呈
しているといえます。また、小像であることから、中央からもたらされたもの
と考えても矛盾はなく、市域でも数少ない十世紀後半の優れた作例といえる価
値内容をもっています。

『加西市史』第九巻史料編 3

阿弥陀如来坐像

『加西市史』をテキストに、
中世の幕開けにして武士
の台頭のきっかけとなっ
た院政と平氏政権、また
これら政権と播磨国の関
わりについてわかりやす
く解説します。
日時：5月 23 日（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 6 回　加西市史を読む会
　中世 2  院政・平氏政権と播磨国支配

4/25 開催した
第 5 回加西市史を読む会


