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酒気帯び運転にかかる懲戒処分の公表

　平成 19 年 5月、市の課長が酒気帯び運転により検挙され、職員懲戒審査委員会（当時は市役所部長クラス等 7名で構成）
の答申を受けて、市は当該職員を懲戒免職としました。その後、元職員が処分の取り消しを求めて提訴、最高裁判所は
本年 9月 18 日に市の上告を棄却する決定をしました。この決定を受け、職員懲戒審査委員会（松本誠委員長）は 10 月
13 日と 11 月 6 日に委員会を開催し、免職の次に重い処分の停職 1年を基本としつつ、当該職員が既に報道等で社会的
制裁を受けていることも考慮して停職 9ヵ月が妥当であると市長に答申しました。
　この答申を受け市長は、最高裁決定を受けて復職していた職員を 11 月 10 日付で停職 9ヵ月の処分としました。なお、
当該職員は 11 月 11 日付で自己都合退職しました。

■市長コメント

　平成 21 年 9 月 18 日付、最高裁の上告棄却決定により、酒気帯び運転で交通事故等の他の違反を伴わないものに
ついての懲戒免職処分は重すぎるとの司法判断が確定しました。
　市としてはこの最高裁の決定を真摯に受け止め、職員懲戒審査委員会での審議・答申を経て、このたび再処分しま
した。処分量の軽減は、市の飲酒運転厳罰化方針を後退させたものでなく、当該職員が今日まで 2年以上の期間に
わたり社会的制裁を被ったこと、非違行為の反省等の情状を考慮したものです。
　今後も市職員による飲酒運転等の非違行為がないよう一層の綱紀粛正を指導してまいります。

【問合先】　総務課☎㊷8702

加西市次世代育成支援対策の後期行動計画案のパブリック・コメントを募集

　急激な少子化が深刻な問題となっており、加西市においても下図の示すと
おり年少人口（	0 ～ 14 歳）の減少が予測されます。社会経済全体に極めて
深刻な影響を与える少子化の流れを変えるため、従来の取り組みに加え、も
う一歩踏み込んだ対策を進める必要があります。
　加西市は、平成 16 年度に次世代育成前期計画を策定しましたが、21 年度
中にこれまでの取り組み状況を評価・検証し、必要に応じて見直しも行い、
22 年度からの 5年間の後期計画を策定します。
　このたび、市民や職員が参画したグループ会議と策定委員会で出された意
見や要望などを取りまとめた計画案を策定しましたので、市民の皆様から広
く意見をお聴きするパブリック・コメントを募集します。
　計画案は市ホームページに掲載しています。

【意見の提出先】　〒675-2395（住所表記不要）経営戦略室　☎㊷8700　ＦＡＸ㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

パブリック・コメントの応募方法
■意見募集期間
12 月 25 日（金）から平成 22 年 1月
25日（月）まで（年末年始・祝日除く）。
寄せられた意見と、それに対する市の
考え方を2月中旬に公表する予定。
■資料閲覧場所
経営戦略室（市役所 3階）、各公民館、
地域交流センター（アスティアかさい3階）
■意見提出方法
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。
様式は上記閲覧場所とホームページに
あります。

■加西市の年少人口（0 ～ 14 歳）の推移

市民グループ会議（計 3 回開催）
公募による市民委員から、たくさんの貴重な
ご意見をいただきました。

北条鉄道の田原駅にトイレを設置予定

　北条鉄道㈱は、「神奈川大学」と「ものつくり大学」の協力を得て、
田原駅にトイレを新設する計画を進めています。早ければ来春にも着
工する予定です。
　現在、田原駅にはトイレがなく、他の駅のトイレも老朽化していま
す。国の補助金を活用するなどして、まずは田原駅から整備し、その
他の駅にも設置を検討していきます。
　設計するのは、著名な建築家グループ「みかんぐみ」を主宰し、Ｎ
ＨＫ長野放送会館の設計などで知られる、神奈川大学工学部建築学科
の曽我部昌史教授とその研究室の学生で、施工するのは、ものつくり
大学の建築研究会のメンバー。その一人が、上若井町出身の上田晃弘
さん、平成 18 年に「ものづくりコンテスト全国大会」の木材加工部
門で優勝し農林水産大臣賞を受賞、現在ものつくり大学の 3年生。
　平凡な公衆トイレではなく、竹や間伐材や石材など地域の建築素材
を活用し環境に配慮した建物とすることを考えています。また、ボラ
ンティアなど市民参画で皆で協力して作ることにより、大切に使って
もらえると思います。
　地域の素材・人材の活用、景観への配慮など、市民の皆様の意見を
大切にしたいと考えています。
　ご意見・ご要望等がありましたら、1月 12 日（火）までに下記へ
お寄せ下さい。

【問合先】　経営戦略室☎㊷8700　ＦＡＸ㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

田原駅のトイレ模型（案）

ボランティア駅長や鉄道関係者に設計案を説明する神
奈川大学曽我部研究室

市民にわかりやすい公会計を目指してフォーラム開催

　11 月 14 日、加西市と関西大学との共催で「公会計フォーラム」が
健康福祉会館で開催され、市民ら約 100 名が参加しました。
　昨年 4月に関西大学と地域連携協定を締結した加西市は、同大学会
計専門職大学院の柴健次教授と清水涼子教授の指導のもと、今までに
ない市民にわかりやすい公会計の導入について取り組み、平成 20 年
度の加西市の貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資
産変動計算書の財務諸表 4表を作成しました。
　フォーラムでは、2人の教授が「住民と公会計」と題して講演。「市
の会計は、資産や負債の変動、経費の現状が見えない。財務諸表の公
表は市の説明責任として必要で、市と市民の会話の手段です」と述べ
られました。
　その後、市財政課からは公会計改革への取り組みと平成 20 年度の決算数値に基づき作成した財務諸表 4表（これまで
の現金主義、単式簿記による会計処理でなく、企業と同じように複式簿記で処理）により、資産や負債、経常コストな
どをもとに市の財務状況を報告。「当分の間、下水道事業などの借金返済が続く中、高齢化により社会保障費は増加する
懸念がある。したがって、今後は、投資的な事業をできるだけ抑制せざるを得ない」としました。
　市では、公会計のみならず、本年度からトータルコスト計算書など予算編成過程をホームページで公表する等、より
一層の情報公開に努め、市民の皆様に市の現状を知っていただくとともに、皆様から新たな提言をお寄せいただければ
と思います。

【問合先】　財政課☎㊷8710

市の財政状況を説明する市財政課職員
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※平成 21 年までは住民基本台帳各年 3 月末時点、22 年から 26 年は人口推計による数値

加西市の年少人口は平成 17 年から 10 年間で 20%減と予測されます

人 年
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市職員の給与などをお知らせします
　市職員の給与や職員数については、情報開示の観点から毎年公表しています。職員給与は、民間企業の賃金水準を基
にして出される「人事院勧告」や、他の地方公共団体との均衡などを考慮して決定されています。
　今後も財政状況の改善を図るため、より一層透明性を高めるとともに人件費の適正化に取り組んでいきます。

　職員のやる気を維持しつつ総人件費を抑制していく
には、年功序列型の給与制度から脱却し、能力に応じ
た給与体系が必要です。
　加西市では、平成 19年から目標管理型人事評価によ
る賞与の加給（インセンティブ）や、若手職員の積極的
な管理職登用など能力に応じた昇給・昇格を実施してい
るほか、時間外勤務の縮減などに取り組んでいます。
　また平成 21 年度より、医療職を除く全職員を対象に
賞与のカット措置を導入しています。

■給与制度の適切な運用

【問合先】　総務課☎㊷8702　※詳しくは市ホームページでご覧いただけます

■時間外手当の状況

■賞与のカット状況（平成 21 年 12 月～）

加西市の光ファイバー網を整備します

　広報かさい 7月号で、光ファイバー接続サービス（FTTH）の提供エリアを拡
大する地域情報化推進事業（光ファイバー網整備）に取り組むことをお伝えし
ましたが、この度実施事業者を株式会社ケイ・オプティコムに決定しました。
　この事業は、市役所と市内小中特別支援学校間の通信回線を同社が整備する
高速光ファイバー網に切り替え、その整備費用を負担金・使用料として市が負
担することにより、学校間の通信回線の増強と同時に、これまで民間事業者だ
けでは採算が取れないため整備が困難であった市内家庭向け FTTH の提供エリ
アの拡大を図ります。
　これにより、市は通信回線等の資産を所有することなく、市内の情報基盤を整備
することができ、施設の整備やサービスの提供を全て同社が担ってくれます。

【問合先】　情報政策課☎㊷8703　※本事業に関する情報は今後も広報及びホームページで継続的にお伝えします

地域情報化推進事業着手式（11/26）
㈱ケイ・オプティコム田邊忠夫会長（左）と
事業着手を確認

　同社が通常の提供エリアで提供しているものと同様、
①超高速インターネット接続、② IP 電話、③光ケーブ
ルテレビの 3種類のサービスが提供されます。今回の
整備地域だけに別途必要となる負担等はなく、既に提
供されている他地域と全く同じ条件でサービスが受け
られます。

■家庭向けに提供されるサービス
　市内ほぼ全域を予定しています。
　詳細な提供エリアは、今後事業者による工事を進め
ていく中で決定します。可能な限り多くの世帯が提供
エリアとなるように、市としても支援を行う予定です。

■サービス提供が開始されるエリア

・学校における大容量通信の情報教育への活用や、パソ
コンのシンクライアント（記憶装置を内蔵しない）化
による情報セキュリティの向上と経費の削減
・情報インフラ整備の遅れが解消されることによる地域
の魅力向上
・高速インターネット接続や安価な IP 電話、多チャン
ネル光テレビなどのサービスが選択できることによ
る、市民満足度の向上
・超高速インターネットの活用による地域情報化や地域
の情報発信力の向上

■期待される効果
　家庭向け光ファイバー接続サービスのための工事は、
約 1年の工期を見込んでおり、平成 22 年末ごろには申
し込み受付を開始し、受付から約２ヶ月後にサービス
の提供が開始される予定です。なお、受付開始は全地
区同時になります。

■サービス提供開始時期

　総額約 2億 5 百万円（当初負担金は約 1億円、残額
は平成 30 年度までの回線使用料として負担）。
　当初負担金 1億円は、国からの地域活性化・経済対
策臨時交付金を活用します。

■事業費

■「e都市ランキング 2009」で加西市が全国20位に
　日経ＢＰ社が調査する「e都市ランキング2009」で、加西市は神戸市とともに全国1,361団体中で20位となりました。
　「e都市ランキング 2009」は、全国市区町村の情報化進展度を比較するもので、毎年調査が行われています。昨年
全国で 43位だった加西市は、今回の調査ではWEBサイトへの取り組みが評価され、過去最高の成績となりました。
　なお、加西市WEBサイトはアックゼロヨン・アワード2006や関西WEBサイト大賞2008にも入賞しています。

■加西市の成績
総合順位

（平均点 44.4）
近畿エリア順位

（平均点 47.7）
総合得点

（100 点満点）
情報・サービス
（40 点満点）

アクセシビリティ
（10 点満点）

庁内情報化
（15 点満点）

情報化政策
（20 点満点）

セキュリティ
（15 点満点）

20 3 84.9 36.0 8.8 10.4 15.9 13.8

※アクセシビリティ／ WEB サイト上での高齢者・障害者を含む誰もが支障なく利用できることへの配慮
※「e 都市ランキング 2009」の詳細は、「日経ガバメントテクノロジー」2009 秋号や日経 BP 社ホームページに掲載されています。

問合先／情報政策課☎㊷ 8703

　平成 17 年 7月の中川市長就任以降、年収ベースで市
長30%、副市長20%、教育長15%の給与カットを実施し、
約3,200万円の節減効果となりました。（H21年3月まで）
　平成 21 年度以降も賞与の大幅カットなど、一般職を
含めた新たなカット措置を講じています。

■特別職の報酬

■特別職の年収見込み額（現行特別カットによる）

役職名 市長 副市長 教育長

年収見込 1,414 万円 1,158 万円 1,061 万円

賞与カット月数 △ 1.5 月 △ 1.2 月 △ 0.9 月

年度 H18 H19 H20
支給額 14,192 13,379 10,496
一人当たり 36 32 28

職名 部長・課長
課長補佐・
係長・主任

主事

年間カット月数 △ 0.65 月 △ 0.3 月 △ 0.15 月

　職員の給与とは、基本となる給料のほか期末勤勉手
当（賞与）や通勤、住居、管理職手当など各種手当が
含まれます。

■職員の年間給与

年齢
（H20.4.1） 行 政 職 消 防 職 技能労務職

20 ～ 22 歳 297 319 -
23 ～ 25 歳 350 364 -
26 ～ 28 歳 403 402 -
29 ～ 31 歳 452 547 -
32 ～ 34 歳 512 579 494
35 ～ 37 歳 567 614 500
38 ～ 40 歳 615 651 575
41 ～ 43 歳 659 723 626
44 ～ 46 歳 706 758 617
47 ～ 49 歳 699 - 623
50 ～ 52 歳 743 782 625
53 ～ 55 歳 763 809 637
56 ～ 58 歳 849 869 682
59 ～ 60 歳 901 - 716

※平成 20 年度の年間支給実績

単位：万円

■人件費の状況
　平成 20 年度決算の普通会計における人件費の割合は
次のとおりです。
※普通会計とは財政統計上で用いられる会計の名称で、加

西市では一般会計に有線放送および公園墓地の特別会計を

合算したものです。

■平成 20 年度普通会計決算より

職員給与 23 億 2,325 万円（13.0%）

歳出額
178 億 8,874 万円

普通会計に占める職員給与の内訳
・給与　　　　　14 億 7,500 万円
・期末勤勉手当　 5億 9,632 万円
・その他手当　　 2億 5,193 万円
職員一人当たり 615 万円

単位：万円

　「財政再建推進計画」や「集中改革プラン」に基づき
正職員数削減と人件費総額の削減に取り組んでいます。
　「公民連携（PPP）」や「指定管理者制度」など民間活
力の活用のほか、社会人や任期付職員の採用など、新
たな人材採用形態を制度化して定員の適正化を図って
いきます。※平成 21 年度の職員数の増は、病院の医療体

制充実によるもの。

■職員数の状況

正職員数の推移
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　加西市は、地方自治体公民連携研究会（塩川正十郎会長）の研究対象モデル
自治体に選ばれました。研究会の一行が来市した他、昨年加西市を訪れたオリ
バー・ポーター氏も再度来日して出席。行政の各分野で PPP（公民連携）を活
用するため、市議会と情報共有を図りました。同研究会からの中間的な調査報
告がなされ、加西の慣習、PPP への理解度、市民感情等について相互に情報交
換しました。
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公民連携と自治参画 最新の取り組み状況

　加西市は、市民参画と公民連携によってサービスの質向上と業務の効率化に
取り組み、行財政改革の成果を上げています。本年度から特に公民連携と自治
参画を強力に推進するために、当該分野の専門知識に長けた社会経験豊富な即
戦力となる任期付職員（最長 5年間）を採用しました。それぞれ担当主幹（課
長クラス）として、新たな施策や事業を展開するとともに、他の職員の資質向
上と意識改革にもつなげています。最近の主な取り組みについて報告します。

■地方自治体公民連携研究会／ 11 月 23 日／加西市役所

公民連携

　「構想日本」の加藤秀樹代表の呼びかけで全国から事業仕分けを実施した先
駆者首長ら 12 人が集まり、仕分け実績や効果、これからの国の方向性などを
語りました。フォーラムには中川市長も参加。先月、国の事業仕分けが開催さ
れましたが、加西市では昨年も、兵庫県内で初めて開催し 30 事業について仕
分け作業を行い、今夏も開催したところです。
　なお、この度国で行われた事業仕分けの項目の内、地方に関する 51 項目に
ついて、加西市でも部長以上の職員で仕分け作業を行ったところ、そのかなり
の事業は地方でも出来ると判断されました。

■加西市の事業仕分け発表「Ｊ . Ｉフォーラム」
　／ 11 月 26 日／日本財団

　加西市、神戸大学（近藤研究室）、㈱千石の三者は共同して、家庭用ストー
ブやファンヒーターの燃料としてバイオ燃料を活用するための燃焼実験を行う
ことで合意しました。市では、2年前から廃食用油からバイオディーゼル燃料
（BDF）の製造をスタートさせ、月産 7,000ℓの燃料が生産されていますが、用
途拡大が課題となっており、実験によって安全性などが確認されれば、小中学
校など公共施設の暖房に BDF を使う予定。従来の灯油に代えて、バイオ燃料
利用の道が開かれれば、CO2 削減に大きな効果が期待できます。

■バイオ燃料の産学官共同実験／ 12 月 2 日／神戸大学

　加西市水道事業の経営基盤確立のために標記の委員会を設立し、第 1回目
の委員会を開催。市の水道事業は、現在は比較的健全な状況にあるものの、将
来的な事業性については検討が必要となっています。施設の老朽化、人口減少、
使用量の伸び悩みの中で、今後の水道事業におけるあり方を議論し、民間活用
による一層の事業効率化を検討。委員は眞柄泰基（トキワ松学園理事長）、中
北徹（東洋大）、福島徹（兵庫県立大）と市生活環境部長の計 4名です。

■水道事業のあり方検討委員会／ 12 月 4 日／市役所議会棟

自治参画

　大規模な災害が発生した場合、自主防災組織による自主的、組織的な防災活
動が極めて大きな役割を果たします。市と学校区域の自主防災組織が主催し、
警察、自衛隊、消防団などと連携した総合訓練を実施しました。

■自主防災総合訓練／ 9 月 6 日／宇仁小学校

　加西市は災害時や非常時に、ため池や河川の水を浄化する携帯型非常時用浄
水装置の購入を前に市民 PR も兼ねて、ため池の雑魚採りイベントに合わせて
デモンストレーションを実施。

■雑魚取り大会で携帯浄水装置のデモ／ 10 月 24 日／大工町東池

　区長会、生活安全推進連絡協議会、連合婦人会、老人クラブ連合会、防犯協
会などの協力を得て市民大会を開催。市民大会以外にも、警察や交通安全協会
とともに、各小学校で交通安全教室を開くなどしています。

■安全・安心のまちづくり市民大会／ 11 月 26 日／健康福祉会館

　市民主体のまちづくりを掲げて活動する明石まちづくり研究会が主催したシ
ンポジウムに、中川市長や井戸知事ら 5人の首長が参加、市民主体のまちづ
くりと行政の役割について討論しました。

■まち研明石 20 周年のつどい／ 11 月 29 日／明石

かさいパープルリボン 2009「声をあげよう！
暴力に NO」

まち研明石 20 周年のつどい

全国男女共同参画宣言都市サミット in のべ
おか

バイオ燃料の産学官共同実験調印式

構想日本「J.I フォーラム」

自治体公民連携研究会にて。右から二人目が
オリバー・ポーター氏

8 月 8 日に開催した第 2 回加西市事業仕分け

地方自治体公民連携研究会で、市議会と情報
共有

　加西市は昨年、男女共同参画宣言都市記念式典を開催。このたびのサミットで
は、中川市長が、男女共同参画宣言都市首長として加西市の事例を発表しました。

■全国男女共同参画宣言都市サミット in のべおか
　／ 11 月 6 日／宮崎県

　DV防止法に基づき、暴力や虐待の根絶を訴える啓発運動の先駆けとして、
市民や近隣の自治体にも呼び掛け開催。市民自らの意識改革につながることを
期待しています。

■かさいパープルリボン 2009 ／ 12 月 6 日／アスティアかさい

　参画意識・自治意識の高い市民を育てるとともに、利用者の利便性の向上の
ため、市内 4公民館やアスティアかさいの地域交流センター、図書館などを
市長部局へ移管し、機能統合に向けて、経営戦略室と自治参画課を中心にクロ
スロード会議を開催しています。

■地域交流センターなどの統合に向けて

　加西市の人口 5万人のうち約 1,000 人（2％）は外国人で、現在 25 ｶ国の方
が暮らしています。イベントの開催だけでなく、市内外国人が日常生活に支障
を来たさないよう生活支援に重点を置いた活動をしています。

■多文化共生社会の構築

　まちおこし支援の窓口として設置。地域の実情把握と支援のため地域の行事
に積極的に参加しています。

■地域オフィスの取り組み

　市民の子育てサポート活動を応援し、男女共同参画の推進につなげています。
■ファミリーサポートの活動

市内在住外国人の子供たちへの教育支援

地域オフィスで地域の行事に積極参加

問合先／経営戦略室☎㊷ 8700

問合先／自治参画課☎㊷ 8751

トピックス

取り組み

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

『ボランティア』 育・指導を行っています。教育は教える側のボランテ

ィア精神無くしては実の薄いものになってしまいます。

その意味で、加西病院職員のボランティア精神もまた、

極めて称揚すべきものと思っています。

■院長の希望
　市民の方から、病院が今必要とするボランティア活

動や寄付を具体的に市民にお願いしたらよいのではな

いか、というアドバイスを頂きました。大変有り難い

提案です。病院のボランティア窓口は地域医療室です。

市民の皆様に病院からの要望を情報発信してゆきたい

と存じます。勝手ながら、病院運営を預かる院長の希

望と致しましては、現金のご寄付を頂ければとても有

難いです。そのお金を医療の質向上の原資として、市

民の皆様の安心に還元したいと考えています。よろし

くお願い申し上げます。　　　　　　　　　（	病	院	長	）

■市民からのボランティア
　加西病院は市民の皆様より、平素から、たくさんの

支援を頂いています。

　その一つが、ボランティア活動です。外来で案内役

を務めて下さるにこやかな女性や、患者さんの目には

触れずとも地階作業室にて身体清拭用のタオルを準備

くださる個人・団体の方々には、本当に長い間お世話

になっています。また、病院周囲の美化に毎年参集下

さる団体や高校生がいます。あるいは車椅子を毎年点

検修理下さるボランティア、園児による入院中のお年

寄りへの慰問、入院を過ごし易くする手作りの小物の

寄付など、数え上げればきりがないほどです。

　この場を借りまして、病院を支えて下さるボランテ

ィアの方々へ改めて感謝を申し上げます。

■病院職員のボランティア
　一方、病院職員にありましても、市民の方々に向けた

ボランティア活動が盛んです。ホスピタル・フェアは毎

年１００名を越える院内職員が、参加される市民の方々

のために趣向を凝らした奉仕を行っています。フェアは

すでに６回を迎えました。また看護の日やトライヤル・

ウィークでは、看護体験の生徒さんを受け入れるため

大勢のスタッフが奉仕します。また “まちの健康室 ”で

は、地域に出向いて市民の方々の健康チェックや相談

を受けています。

　市民からは気づかれ難いのですが、加西病院は医療

を目指す若い学生さんの実習を実に沢山受け入れてい

ます。医学、看護、薬剤、リハビリ、検査、栄養管理、

等々、日本の医療の将来を担う若者に熱意を持って教

市立加西病院　地方公営企業法の全部適用へ移行（12/1 から）

【問合先】　市立加西病院　病院経営推進室☎㊷2200

■歳末たすけあい運動にご協力を。「みんなでささえあうあったかい地域づくり」
　「歳末たすけあい運動」が全国的に行われ、加西市でも、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが地域
で安心して暮らすことができるよう、様々な地域の福祉活動を展開しています。心のこもった「たすけあい運動」に
なるよう、皆さまのご協力をお待ちしています。　問合先／加西市共同募金委員会（社会福祉協議会内）☎㊷ 8888

写真：ボランティアによる病院の美化作業
病院に受診される患者さんが心なごむよう、病院周囲の
緑の美化を毎年作業頂いております。この奉仕に限らず、
大変多くのボランティア活動を各種の団体・個人の皆様
より頂いており、深く感謝する次第です。

　市立加西病院は、12月 1日付で地方公営企業法の財務規定のみを適用する「一
部適用」から、組織や職員の身分取扱等を含むすべての規定を適用する「全部
適用」に移行しました。これは、全国的な医師不足をはじめとして、病院を取
り巻く環境が大変厳しい状況になっており、医療制度改革等にも迅速に対応し、
魅力ある病院とするための措置です。全部適用に移行しても、加西市直営の公
立病院であることに変わりはなく、今の診療内容等が変わることはありません。

■地方公営企業法の全部適用とは
　地方公営企業法のすべてを適用することで、従来は市長にあった組織、人
事などの権限が事業管理者に移行し、病院運営に求められる柔軟性、迅速性
に富んだ取り組みが可能となります。

市立加西病院事業管理者任命式（12/1）
全部適用への移行に伴い山邊院長（左）を事
業管理者に任命

医療費助成の対象疾患が 11追加

【問合先】　加東健康福祉事務所　地域保健課☎0795-42-5111

　難病患者に対する支援として、医療費助成の対象となる疾患が 11追加されます。

■注意点
　上記の 11 疾患に限り、平成 21 年 12 月中に窓口に
申請された場合は、有効期間の始期を最大で平成 21 年
10 月 1 日に遡ります。ただし、認定基準を満たすこと
となった日が、平成 21 年 10 月 1日以降である場合は、
始期は認定基準を満たすこととなった日となります。

■追加される対象疾患名
1. 間脳下垂体機能障害
Ⅰ　PRL 分泌異常症
Ⅱ　ゴナドトロピン分泌異常症
Ⅲ　ADH分泌異常症
Ⅳ　下垂体 TSH 分泌異常症
Ⅴ　クッシング病
Ⅵ　先端巨大症
Ⅶ　下垂体機能低下症

2. 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）

3. 脊髄性筋萎縮症
4. 球脊髄性筋萎縮症
5. 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
6. 肥大型心筋症
7. 拘束型心筋症
8. ミトコンドリア病
9. リンパ脈管筋腫症（LAM）
10. 重症多形滲出性紅斑（急性期）
11. 黄色靱帯骨化症　

※特定疾患治療研究事業の対象と認められるためには、
上記の対象疾患と診断されるだけでなく、国が定める
認定基準を満たす程度の症状及び所見が必要です。

■申請及び相談窓口
　加東健康福祉事務所地域保健課

1月22日の町ぐるみ健診の健診項目追加のお知らせ

【申込・問合先】　国保健康課☎㊷8723

　広報 10 月号でお知らせしました 1月 22 日の町ぐる
み健診の健診項目を次のとおり追加しました。まだ受
けてない方は、是非ご利用ください。
　申込書と返信用封筒は、市役所国保健康課及び各公
民館、JA 支店窓口、アスティアかさい、健康福祉会館
に置いています。

追加健診／胸部健診、大腸がん検診、肝炎ウィルス検診
　　　　　（特定基本健診、子宮がん検診は従来どおり）
日　　程／ 1月 22 日（金）
健診会場／ JA兵庫みらい本店（農協会館）
受付時間／ 8:30 ～ 11:30（子宮がん検診は8:30 ～ 11:00）

※大腸がん検診は当日、便の提出が必要です。事前に採便容器をお渡ししますので、早めの申込みをお願いします。

健康づくりに関するアンケート調査にご協力を

【問合先】　国保健康課☎㊷8721

　加西市では、市民一人ひとりの生涯にわたる健康づくりを支援し、次世代を担う子どもたちの健全な育成を図り、健
康寿命の延伸を目標に「健康かさい 21」計画に基づき様々な保健活動を実施するとともに、平成
20 年度から始まった特定健康診査や特定保健指導の円滑な実施のための取組みを行っています。
　これらの活動及び事業に関して皆様のご意見と健康づくりに関する意識及びニーズを把握するた
めに 20 歳以上の市民の皆様から無作為抽出でアンケートを郵送配布しています。
　今後の健康づくりに関する取り組みに活かすための重要な調査です。
　アンケートが届いた方は、ご回答の上、12 月 21 日（月）までに同封しています返信封筒でご返送ください。
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KASAI データバンク 人口／ 48,670（－ 82）	 世帯数／ 16,986（－ 25）
男／ 23,686（－ 29）	 女／ 24,984（－ 53）　
11 月の出生数／ 22 人	 死亡数／ 47 人

H21.11.30 現在（前月比）

◀市役所周辺の遊歩道を清掃する生徒たち 

▲クレーンで大型の不法投棄ゴミを回収

　加西ダンプカー協会の役員 7 名が 12 月 2 日、畑町の中国自動車道
側道と北条町小谷の市道北条若井線の 2 箇所で不法投棄された粗大ゴ
ミの撤去作業行いました。今回は協会員のダンプカー 2 台とクレーン
付きトラック 1 台が出動。機動力を活かして谷底の冷蔵庫など約 1t
の粗大ゴミを撤去し、市のクリーンセンターに運びました。
　今回撤去作業を行った場所では最近、ゴミの不法投棄防止用の「移
動式監視カメラ」を市が設置しており、撤去された粗大ゴミの中には
最近のものは見当たりませんでした。市資源リサイクル課は監視カメ
ラで不法投棄の警戒をする一方、ゴミの不法投棄を「しない、させな
い、見つけたら警察に通報」を呼びかけています。

ダンプカー協会が不法投棄粗大ゴミの撤去ボランティア

　奉仕活動で地域に貢献しようと、県立北条高等学校
1・2 年生 396 人が 11 月 18 日、加西病院やフラワー
センター等市内 20 ヶ所で、ゴミ拾いなどの清掃を行
いました。
　市役所周辺では約 60 人が竹箒で落ち葉を集め遊歩
道を清掃。生徒たちは、通りすがりの方とも挨拶を交
わすなど、礼儀正しく活動に取り組みました。

北条高校生が地域貢献クリーンキャンペーン

　12 月 5 日、ねひめキッズ（西上野町）で「まちの子育てひろ
ば応援団（金志直美代表ほか 10 名）」が、子供たちと高齢者と
の交流を目的にクリスマス会を開催、親子 50 組とグループホー
ム「銀の鈴」や特別養護老人ホーム「加西の里」からお年寄り
22 名が参加しました。
　子供たちは元気いっぱいのダンスを披露、はばタンやサンタク
ロースも飛び入りし、大いに盛り上がりました。
　参加した高齢者は「子供たちからパワーをもらいました」と目
を細めました。

ねひめキッズで高齢者のつどい

◀踊るはばタンとサンタクロース

　11 月 19 日、田原保育園の園児 23 名と保護者 12 名は花づくりボランティア
の田井敏司さん（田原町）らとともに、北条鉄道田原駅のプランターの花を植
え替えました。
　子供たちは、田井さんらの指導のもと、スコップでプランターの土を掘り、
種から育てたルピナスやビオラ等の苗を丁寧に植え、それぞれに各自の名札を
付けました。
　田井さんは「自分達の植えた花があることで、駅やこの地域に子供たちがこ
れからも愛着を持ってくれればうれしい」と優しい笑顔で語りました。

田原保育園の子供たちが駅で花の植え替え作業

　11 月 17 日、県立北条高校の ESS 部員 9 名が、英語劇を演じる
などして泉小学校 5・6 年生 79 人と交流しました。これは、県
教育委員会が推進している「小・高連携いきいき事業」の一環と
して、平成 16 年から市内の小学校で公演が続けられているもの
です。今回はシェークスピアの名作「ロミオとジュリエット」を
ハッピーエンドに脚色した自作の英語劇を披露、ESS 部員のコミ
カルな演技に子供たちは大笑いしていました。
　劇の後は、クイズやゲームも行われ、子供たちは、お姉さん・
お兄さん達との交流を楽しみました。

北条高校生が泉小学校で英語劇を披露

◀花の植え替えを田井さん（右）が指導

▲盛り上がったクイズ大会

　11 月 18 日、市立泉第一保育所（48 人）と市立泉幼稚園（22 人）が、
シルバーロイ株式会社（大内町）から地域貢献の一環として招待され、
敷地内のみかん畑でみかん狩りなどを楽しみました。
　これは、保育所と幼稚園の交流を目的とした毎年恒例の遠足で、子供
たちは仲良く手をつなぎ、同社の温室で栽培されている珍しい植物や
花、小鳥等を見学。その後、みかん畑に行き、たわわに実ったみかんの
木から一つずつ丁寧に収穫していきました。
　「大きいのが沢山とれたよ」と、かご一杯のみかんに子供たちは満足
気でした。

泉第一保育所と泉幼稚園が、みかん狩り

▲みかん狩りを楽しむ子供たち

　11 月 24 日、岡臣子さん（北条町）に、市長より感謝状が贈られました。
　岡さんは、平成 18 年 6月から市の教育委員、さらに昨年 6月からの一年間は
教育委員長として、教育行政の発展と充実にご尽力されました。

■市長感謝状

　11 月 26 日、スポーツ・学術などの分野で輝かしい成績を収めた小学生３名に、
「加西市さわやか市民賞」が贈られました。

■さわやか市民賞

岩本拓磨君（九会小 6年）
　第 57 回兵庫リレーカーニバル　6年生男子 100 ｍ走の部　優勝
　第 33 回兵庫県小学生陸上競技大会　6年生男子 100 ｍ走の部　優勝

高部隼渡君（北条小 5年）
　第 33 回兵庫県小学生陸上競技大会　5年生男子ソフトボール投げの部　優勝

鈴木里央さん（北条東小 2年）
　第 12 回「木の家・こんな家に住みたい」作文コンクール　国土交通大臣賞

　11 月 23 日に開催された、2009 年度朗読コンクール（県立こどもの館主催）で、
朗読グループ「ならのみっこ」が最優秀の「こどもの館賞」を受賞しました。
　メンバーは、中野大君（北条小４年）、中野尚太君（同１年）、畑中友希君（同
４年）、畑中喜裕君（同３年）、畑中晴太郎君（北条西保育所）。
他に畑中晴太郎君と母の桂子さんのグループ「せいたろう」が奨励賞、個人の部
で畑中友希君と中野尚太君が朝日新聞社賞を受賞しました。

■朗読コンクールで最優秀賞

岡臣子さん▶

左から中野大君、畑中晴太郎君、畑中喜裕君、中野尚太君、畑中友希君▶

▲右より岩本君、高部君、鈴木さん
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　市役所正面玄関とアスティアかさい 3階に設置している住民票・印鑑登録証明書の
自動交付機入替え作業のため、下記の期間、休止いたします。
　市民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　なお、年末年始の休止に関しては、本誌 18 頁を参照下さい。

自動交付機を休止（7日間）

【問合先】　市民課☎㊷8720

アスティアかさい 3 階設置の自動交付機
日曜・祝日（9:00 ～ 19:00）も稼動しており、「しみんカード KASAI」（暗証
番号登録が必要）を使用して住民票の写しと印鑑登録証明書の交付が受けら
れます。ぜひご利用ください。

■休止期間／ 2月 1日（月）～ 7日（日）

■各賞の受賞者
　この秋、次の分野で活躍されている皆さんが、各賞を受賞されました。

■兵庫県母子・寡婦福祉大会
　知事表彰　髙井功子（北条町横尾）

■第 43 回加西市盆栽展
　兵庫県知事賞　　　　　内藤逸司（河内町）
　加西市長賞　　　　　　松末　守（別府町）
　兵庫県議会議員賞　　　藤本　薫（北条町）
　加西市議会議長賞　　　豊田成己（北条町）
　加西市盆栽研究会長賞　丸山卓雄（殿原町）

■社団法人日本善行会平成 21 年度秋季善行表彰
　秋季善行表彰受賞
　小田春幸（鴨谷町）
　松本勝哉（笹倉町）

■平成 21 年度加西市技能顕功賞
　技能顕功賞
　西村　修（繁昌町）
　増田恵美（下道山町）

お詫びと訂正：広報かさい11月号 13頁に掲載しました第42回加西市体育大会の第35回市民剣道大会の個人戦優勝者は、
正しくは、「須藤佳々美さん」・「荒木七海さん（善防中）」でした。お詫びして訂正いたします。

　加西市では、平成22年10月から、国民健康保険税の徴収方法として、介護保険料や後期高齢者医療保険料と同じように、
特別徴収（年金からの天引き）を実施します。

国民健康保険税の徴収方法に特別徴収（年金からの天引き）が加わります

【問合先】　税務課税制担当（国保税）☎㊷8712

■該当者
　特別徴収の対象となる方は、65 歳以上 75 歳未満の
世帯主の方で、次のすべてに該当する方です。
・世帯主が国民健康保険の被保険者である。
・世帯内の国民健康保険の被保険者全員が 65 歳以上で
ある。
・特別徴収の対象となる年金の額が 18 万円以上であり、
国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金支給額
の 2分の 1を超えない。

■特別徴収の対象とならない場合の例
・世帯内に 65 歳未満の国民健康保険の被保険者がいる。
・世帯主が 75 歳以上である。
・世帯主が 65 歳以上 75 歳未満であっても、国民健康
保険の被保険者でない（国民健康保険以外の健康保
険に加入している）。

　特別徴収の要件を満たす方でも、金融機関からの口座振替を希望される方は、特別徴収の方法に替えて、口座振替に
よる納付が可能です。ただし、口座振替を利用されている場合でも、長期間にわたって国民健康保険税の滞納がある場
合などは、特別徴収（年金からの天引き）になる場合があります。

　特別徴収（年金からの天引き）に替えて、口座振替による納付を希望される方は、早めに口座振替のお手続きをお願
いします。

平成21年度第3回加西市インターネットオークション開催

【問合先】　収納課☎㊷8714

■公売物件
場　　所／加西市北条町古坂 1丁目 87 番
地　　目／宅地
地　　積／ 259.18㎡
参加申込／ 1月 8日（金）～ 19 日（火）
入札期間／ 1月 25 日（月）～ 2月 1日（月）
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

　市税滞納者から差押えた不動産をインターネット上
で公売する「平成 21 年度第 3回インターネットオーク
ション」を開催します。

公売予定地

　国土交通大臣の型式認定を受け、乗用装置を有する小型特殊自動車については軽自動車税の課税対象となります。
　次に掲げる小型特殊自動車（農耕用小型特殊自動車を含む）を所有されている方で、未登録の車両を所有されている
方又はこれから新規に取得される方は、忘れずに市役所税務課窓口でご登録ください。

税務課からのお願い　小型特殊自動車の登録について

【問合先】　税務課税制担当（軽自動車税）☎㊷8712

■小型特殊自動車とは
　長さ・幅・高さの寸法が 4.7 ｍ× 1.7 ｍ× 2.8 ｍ以
下の特殊自動車で、最高速度が 15㎞ /h を超える速
度を出すことができない構造のものが該当します。
　農耕用小型特殊自動車は最高速度が 35㎞ /h 未満
で、大きさの制限はありません。

具体的には
　道路工事用車両やフォークリフト等の作業用の自
動車の小型のものと、農作業に使うトラクタ、コン
バイン、田植機、薬剤散布車や農耕作業用自動車等
の人が乗って運転する機械全般です。
　不明な場合は、下記までお問い合わせください。

■償却資産の申告について
　償却資産（固定資産税）の申告は、平成 22 年 1月 20 日（水）までにお願いします。

固定資産税に関する届出

【問合先】　税務課資産税担当☎㊷8713

申告していただく方
　法人や個人で工場や商店などを経営している人や不動産貸付業（共同住宅や駐車場等）、農業などの事
業を行っている人で、事業用に使用する機械・器具・備品・構築物などの償却資産を持っている人は、
固定資産税の課税対象となるため、平成 22 年 1月 1日現在における資産状況の申告が必要です。
※例年申告していただいている方については、12 月中頃に送付する申告用紙により提出してください。平成 21 年中に
新たに事業を始めた方など、申告用紙が届かない場合はご連絡をお願いします。

■家屋調査について
　固定資産税（都市計画税）は、毎年１月１日現在の状況で課税することになっています。平成 21 年中に家屋を新築、
増築されて家屋評価が終わっていない方や、家屋を取り壊された方は、ご連絡をお願いいたします。税務課の職員が家
屋調査・滅失の確認に伺います。なお、ご連絡がないまま放置されますと遡及課税の要因となりますので、ご協力をよ
ろしくお願いします。
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南部公民館　冬の講座
■親子そば打ち教室
ちびっ子そば打ち名人誕生なるか。
高学年は一人での参加もOKです。
日時：12/23（水・祝）9:30 受付
参加費：一人500円（幼稚園児以上）
定員：先着 15 組※締切り間近
■新春かるた大会
「百人一首」や「なかよしかるた」年
の始めの大勝負。腕に覚えのあるち
びっ子、おじいちゃん、おばあちゃん、
ご家族揃って遊びにきてください。
あたたかい豚汁のおもてなし付き。
日時：1/6（水）10:00 ～ 12:00
参加費：お餅 2 個※当日受付
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

　子育て応援特別手当 ( 平成 21 年度版 ) は、本年度において小学校就学前 3年間に属
するお子様一人当たり、3万 6千円を支給することとなっておりましたが、国の事業見
直しにより執行停止されることとなりました。
　支給対象者の皆様をはじめ、多くの方々にご迷惑をおかけいたしましたことを心から
お詫び申し上げます。

子育て応援特別手当(平成21年度版) の執行停止について

【問合先】　こども未来課　☎㊷8726

成人としての第一歩を踏み出され、
夢と希望に輝く新成人の皆さんをお
祝いする成人式を開催します。
また、成人式実行委員会では社会貢
献の 1 つの取り組みとして、ペット
ボトルのキャップを集めています。
ご協力をお願いします。
日時：1/11（月・祝）10:00 ～
受付9:30 ～ 10:00
場所：市民会館　文化ホール
対象者：市内に在住し。平成元年4
月2日～平成2年4月1日に生まれた
方（案内を送付します。市外へ転出
された方で出席を希望される方は、
当日会場で受け付けます）
問合先：自己実現サポート課
☎㊷8772

はばたけ新成人
加西市成人式のお知らせ

　冬季に入り空気が乾燥し、火災の起こりやすい気候になっております。
11 月末現在の火災件数は 24 件で、建物火災が 8件と全体の 33 パーセントを占め、こ
のうち住宅火災が 6件発生しました。住宅火災の出火原因は「火の取扱不注意 3件」「放
火、タバコ、てんぷら油各 1件」となっています。
年末年始を迎え家庭内での火の取り扱いが増えてきますので、十分注意しましょう。

年末火災特別警戒実施「12月28日～ 30日」

【問合先】　消防本部　☎㊷0119

・寝たばこは、絶対にやめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
・火を使用するときは、その場を離れない、離れるときは、必ず火を消す。

全国統一標語
「消えるまで　ゆっくり火の元　

にらめっ子」

輝かしい新春を寿ぐため、新年交歓
会を開催します。どなたでも参加で
きます。ぜひお越し下さい。
日時：1/4（月）13:00 ～
場所：アスティアかさい 3 階交流プ
ラザ
主催：加西市・加西市議会・加西商
工会議所
問合先：秘書課☎㊷ 8701

新年交歓会

いこいの村裏山のランドマークに
登って初日の出を拝み、下山後みん
なでお雑煮を食べて新年を祝う新春
のつどいを開催します。
※小学生以下には参加賞があります。
日時：1/1（金）受付 6:00 ～
集合場所：加西球場東側駐車場
問合先：青少年団体連絡協議会事務
局☎㊷ 8775

新春のつどいのお知らせ

市民会館からのお知らせ
■鳥羽一郎特別公演～演歌宅配便～

日時：H22.1/16（土）
昼の部 14:00 開演
夜の部 18:00 開演
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
S 席 5,000 円、A 席

3,500円※当日 500 円増・友の会会員 10％引
■桂文珍独演会

日時：2/20（土）
15:00 開演
場所：市民会館文化
ホール
入場料：全席指定
S 席 4,000 円、A 席
3,000 円※当日 500 円

増・友の会会員 5％引
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

今年もまもなく大晦日がやってきま
す。ちょっと早い「年越しそば」を
自分で打って食べてみませんか？
日時：12/23（水・祝）9:00 ～ 13:00
場所：市民会館2階　料理教室
定員：25名（先着順）
参加費：1人500円
持ち物：タオル 2本（1度洗濯したも
の）・三角巾・エプロン
申込先：中央公民館☎㊷2151

みんなで挑戦「年越しそば」
そば打ち体験教室開催

■クリスマスクラフト作りと絵本の
読み聞かせ
日時：12/19（土）13:30 ～ 15:30
場所：集会室
材料費：1人300円※当日受付
対象：幼稚園児～小学校6年生
主催：加西レクレーションクラブ
■クリスマスダンスパーティー
初心者のための無料体験レッスン
日時：12/23（水・祝）17:00 ～ 17:45
場所：交流プラザ※当日受付
主催：ダンスサークル　すみれ
問合先：地域交流センター
☎㊷0106

地域交流センターからの
お知らせ

上万願寺町の東光寺で室町時代より
続く伝統行事「田遊び」「鬼会」が行
われます。古代ゆかしい伝統ある行
事をボランティアガイドが案内しま
す。（会席料理付き）
日時：1/8（金）17:00 ～ 21:00
定員：22名予約要
集合場所：いこいの村はりま（加古
川駅・北条町駅も可）
参加費：日帰り 3,150円
　　　　1泊2日7,000円
申込先：いこいの村はりま☎㊹1750

国指定重要無形民族文化財
「田遊び・鬼会」鑑賞バスツアー

■みんなでおめでとう
新しい年もお友達と一緒にいっぱい
遊びましょう。親子で歌ったり、ゲー
ムしたりて遊ぶよ！
日時：1/15（金）11:00 ～ 12:00
■ 3･4 歳児さんあつまれ！
日時：1/13（水）・29（金）11:00 ～ 11:30
■わいわいひろば
日時：1/22（金）10:30 ～ 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！
今月は、歯科衛生士さんを迎え、歯
の衛生・ブラッシングについてのお
話があります。
日時：1/19（火）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00	
登録、利用料は不要です。年末年始
の休業期間は 12/29（火）～ 1/3（日）
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

日時：12/23（水・祝）9:00 ～ 11:00
集合場所：市役所玄関前
清掃場所：市役所周辺 10 コース
内容：道路脇のゴミ・空缶拾い。終
了後は豚汁の炊き出しがあります。
参加料：無料
主催：社団法人倫理研究所家庭倫理
の会かさい市
申込先：長田達子税理士事務所
☎㊷ 1095

第10回クリーンアースデー

はばタンやほっぽ君
などのゆるキャラと
遊ぼう。参加費無料。
日時：12/20（日）
14:00 ～
場所：アスティアか
さい 1 階センター
コート
出演：ジュニアリーダー・Nalko 連
おどりや・かさいマジック研究会・
劇団おおきな木
問合先：加西市民劇団おおきな木
☎㊷ 2382

ねひめ dePON のクリスマス

神戸出身の人気シンガーソングラ
イター石田裕之さんが市内酒蔵で
コンサート。市民モデルによるお酒
ファッションショーもあります。
日時：1/24（日）15:00 ～ 16:40
場所：ふく蔵（三口町）
参加費：1 人 2,000 円※当日受付
問合先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

心ほっこり酒蔵コンサート

議会改革についての市民懇談会のご案内
議会改革について市民の皆様から直接ご意見をいただくための懇談会を開
催します。広く市民の皆様を対象にしておりますので、是非ご参加ください。
日　時：12 月 23 日（水・祝）13:30 ～ 15:00
場　所：市民会館コミセン小ホール
内　容：「加西市議会に関するアンケート」結果について
　　　　「議会基本条例の現状」について
問合先：議会事務局☎㊷ 8790
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くらし

眠れない・アルコール問題・ひきこ
もり問題・こころの病気・高齢者の
心の問題など、専門医と保健師がお
話しを伺います。
日時：2/12（金）	13:30 ～※予約制
場所：健康福祉会館 1 階　ふれあい
の間 3
医師：大村病院　高橋典子さん
予約先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111

21年度こころのケア相談

公費を一切かけない
PPP（公民連携）手
法で「家庭ごみの出
し方・分け方ガイド
ブック」を発行し、
11 月下旬から各家
庭へ配布していま
す。市民課窓口（市役所 1 階）や市
ホームページからでも入手可能です
のでご利用ください。
問合先：資源リサイクル課
☎㊻ 0401

「家庭ごみの出し方・分け方
ガイドブック」を発行

毎年 1 月 1 日現在で農業委員会委
員選挙の選挙権行使の基本となる選
挙人名簿を作成します。12 月中に
区長（農会長）さんを通じて「選挙
人名簿登載申請書」を農家のみなさ
んへ配布しますので、該当する方は
注意事項を読み、押印の上、農業委
員会事務局まで提出してください。
選挙権を有する人：
①加西市に住所を有し、平成 2 年 4
　月 1 日以前に生まれた人
② 10 ａ以上の農地について耕作の
　業務を営む人、または、同居の親
　族、配偶者で概ね年間 60 日以上
　の耕作に従事している人
提出期限：1/8（金）まで
問合先：農業委員会事務局
☎㊷ 8782

農業委員会委員選挙人名簿登
載申請書

北播磨地域（西脇市、加東市、小野
市、加西市、三木市、多可郡）出身
で、平成 22 年 3 月末に音楽系大学
又は学科（短期大学を含む全ての
コース）を卒業される方を対象にコ
ンサート出演者を募集します。
日時：4/25（日）15:00
場所：西脇市立音楽ホール
申込締切：1/31（日）必着
申込先：アピカ・フレッシュコンサート
実行委員会☎ 0795-23-9000

第20回「アピカ・フレッシュ
コンサート」出演者募集

日時：1/16（土）※雨天1/17（日）
開会式9:00　競技開始9:30
場所：善防中学校周辺コース
参加資格：加西市内に居住、勤務、
通学している人
チーム編成：5人で 1 チーム
・一般の部（中学生以上で編成した
チーム※男女不問）総距離10.6km

・壮年の部（30歳以上で編成した
チーム※男女不問）総距離8.9km

・女子の部（中学生以上の女子で編
成したチーム）総距離8.9km

参加費：中学生以下の選手が 3名以
上のチーム 1,000円、16歳以上が 3
名以上のチーム 2,000円
申込締切：1/8（金）必着
申込先：〒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☎㊷3253

第37回市民駅伝競走大会

平成21年工業統計調査を 12月31日
現在で行います。調査の実施に当っ
ては、本年12月から来年1月にかけ
て調査員がお伺いします。
なお、調査票に記入していただいた
内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので、正確な御記
入をお願いします。
詳細は経済産業省ホームページをご
覧ください。
問合先：総務課☎㊷8702

製造事業所の皆様へ
統計調査に御協力ください

あなたの家に眠っている「郷土資
料」をご提供いただけませんか。
図書館では、加西に関係する本・ビ
デオ等の資料を収集しています。
どんなものでも結構ですので、ご連
絡ください。
問合先：加西市立図書館☎㊷ 3722

図書館からのお願い

老後の生活において、
国民年金（基礎年金）
に最高 40 年加入した
場合でも、年金の月
額 は 約 6 万 6 千 円、
夫婦併せても約 13 万
2 千円です。一方、高
齢者夫婦の平均的支出は約 23万円。
その不足を補うのに農業者年金がお
役に立ちます。メリットがいっぱい
の農業者年金をご利用ください。
■加入資格
・国民年金の第 1 号被保険者（農家
や自営業者）で年間 60 日以上農
業に従事する 60 歳未満の人。
配偶者や後継者などの家族従事者
も加入できます。

■メリット
・納付された保険料は、全額社会保
険料控除の対象となり支払われる
年金も公的年金控除が適用です。

・途中での脱会も可能。脱会しても
納付された保険料は年金として受
け取れます。

問合先：農業委員会事務局
☎㊷ 8782

農業者年金に加入しませんか

加西市では、在宅で寝たきり及び、
寝たきりに準ずる方で、歯科治療を
受ける機会がない方に対し、歯科医
師・歯科衛生士による訪問指導を行っ
ております。ぜひご利用ください。
対 象：40歳以上の在宅寝たきり者
およびそれに準ずる市民
回数：１人につき１回
内容：歯科医師・歯科衛生士による
口腔診査、口腔保健指導（なお、よ
り安全に指導を受けていただくために、
事前に保健師の訪問や、主治医への状
態確認を実施させていただきます。）
料金：無料
申込先：国保健康課☎㊷8723

在宅寝たきり者
歯科訪問指導のご案内

1/23（土）に、市健康福祉会館で古本
市を開催します。ご自宅で読み終わっ
た本などの提供をお願いします。売
上金は福祉活動に活用いたします。
受付期間：1/8（金）まで
9:00 ～ 17:00受付（土日・祝日と
12/26～ 1/3は除く）但し、12/19（土）
9:00 ～正午は受付あり
受 付 場 所：健康福祉会館2棟2階ボ
ランティア活動室
提 供 物：ビデオ、DVD、CD、ゲー
ムソフト、文庫本、新書、単行本、
コミックマンガ、絵本、専門書、全
集など（雑誌、週刊誌、教科書、名
前を書いた物、落書きのある物、汚
損のひどい物はご遠慮ください。）
問合先：ボランティアのつどい実行
委員会	☎㊸8133	　ＦＡＸ㊷6658

古本市への提供
ご協力お願いします

種目：陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格：平成 22 年 4 月 1 日現在
15 歳以上 17 歳未満の男子
受付期間：1/8（金）まで
１次試験：1/23（土）
入校時期：平成 22 年 4 月上旬
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部青
野原分駐所☎ 0794-66-7959

防衛省学生募集
内容：消費生活等の相談・啓発業務
資 格：消費生活相談員、消費生活
アドバイザーを有する、またはひょ
うご消費生活サポーター養成コース
（初級）修了予定者

受付期間：1/6（水）～ 29（金）
※詳細は市 HP または下記まで
問合先：自治参画課☎㊷ 8751

消費生活相談員募集

募　集

市では、平成22年度臨時職員（アルバイト・パート）を下記のとおり募集します。

平成22年度臨時職員を募集します

募集職種 資格免許 賃金単価

事務補助 不要 日額　 6,600 円

保育士・子育て支援員
要 日額　 7,400 円

幼稚園教諭

保育士（延長保育）
要 時間給 1,150 円

幼稚園教諭（預り保育）

学童保育指導員
有資格者優先

時間給 1,300 円

学童保育指導補助員 時間給 1,100 円

調理師 要 時間給　870 円

学校校務員 不要 日額　 6,720 円

作業員（清掃・土木） 不要 日額　 8,200 円

保健師

要
日額
10,160 円～ 13,840 円

（経験年数による）

社会福祉士

精神保健福祉士

介護支援専門員

看護師 要 時間給 1,260 円～ 1,700 円

レセプト点検員 要 日額　 7,440 円

特別支援学校介助員 不要 日額　 6,600 円

※賃金単価は H21 年度実績であり変更されることがあります。
※職務内容や勤務時間等は、市ホームページをご覧ください。

年 　 　 齢：60 歳未満（全職種）
受 付 期 間：1月 22 日（金）までに次の書類を持参または郵送。
　　　　　　（ただし、郵送の場合は希望職種を明記ください）
提 出 書 類：①市販の履歴書
　　　　　　②免状または資格証の写し（資格・免許が必要な職種）
面接予定日：1月 30 日（土）（面接時間は後日通知します。）
申 込 先：総務部総務課☎㊷ 8702
※図書館アルバイトの募集は広報かさい 1 月号以降でお知らせします。

農林水産省では、平
成 22 年 2 月 1 日現
在で、「2010 年世界
農林業センサス」を
実施します。この調査は、我が国の
農林業・農山村地域の実態を明らか
にする最も基本的な調査です。
１月中旬から調査員が農林業関係者
の方々を訪問します。農林業の経営
状況など調査票への記入について、
ご協力をお願いします。
問合先：農政課☎㊷ 8741

2010年世界農林業センサスが
実施されます

農 林 水 産 省 マ ス
コットつっちー



■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
12/21（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	10月生まれの乳児　
■4か月児健診		1/5（火）13:00 ～ 13:45
H21.	8月生まれの乳児
■1歳6か月健診		1/	12（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	7月生まれの幼児
■2歳児教室　1/27（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H20.	1月生まれの幼児
■3歳児健診	1/19（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	11月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			1/28（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		1/14（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。
■プレママ教室パート1（予約制）		
1/	7（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママ育児協力者	

12月20日（日）	 三 宅 医 院	 （中野町☎㊾0067）
12月23日（水）	 徳 岡 内 科	 （北条町☎㊷0178）
12月27日（日）	 天 沼 医 院	 （北条町☎㊷3636）
12月31日（木）	 小 野 寺 医 院	 （王子町☎㊽3737）
1月 1日（金）	 北 条 田 仲 病 院	 （北条町☎㊷4950）
1月 2日（土）	 安 積 医 院	 （西剣坂町☎㊻0361）
1月 3日（日）	 田尻内科循環器科	 （北条町☎㊸7931）
1月10日（日）	 佐 竹 医 院	 （北条町☎㊷4057）
1月11日（月）	 あ さ じ 医 院	 （若井町☎㊹0225）
1月17日（日）	 米 田 病 院	 （尾崎町☎㊽3591）

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

広告

■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  
　12/24（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  
    1/14（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）
■スマイル健康相談 　 13:00 ～ 14:00  
　毎週水曜日　健康増進センター（☎㊷3621）要予約
■すくすく子育て相談　 8:30 ～ 17:00  
　月～金曜日　市役所  国保健康課   （☎㊷8723  ＦＡＸ㊷7521）
■NPO 設立相談　 9:00 ～ 17:00  
　随時　地域交流センター　（☎㊷0106）要予約
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　1/7（木）　健康福祉会館ふれあいの間１
　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  
　12/21、1/4・18（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  
　12/17、1/7・21（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
　　　		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。

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

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。

広告

納 期 内 完 納 に ご 協 力 を
お 願 い し ま す
平成 21 年度固定資産税 3 期・国民健
康保険税 6期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  12 月 25 日（金）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。11月1日～ 30日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

荒木健次郎 91 荒木伸正 山下町
野﨑新治 102 野﨑岩雄 上野町
山本幸恵 30 山本正博 北条町宮前
岩佐知佳 23 岩佐文雄 豊倉町
藤中輝雄 83 藤中良文 西長町
松本ちづ子 86 松本浩之 福住町
宇高三代子 85 宇高義雄 別所町
松田幸代 67 松田知也 琵琶甲町
中根敏彦 68 中根美保 北条町本町
岩崎正春 83 岩崎　哲 尾崎町
佐伯正康 45 佐伯真澄 西笠原町
藤本きよの 77 藤本髙平 都染町
岩佐ちよ子 88 岩佐勇雄 鎮岩町
横田夏子 63 横田健一 鎮岩町
横尾俊雄 83 横尾公志 桑原田町
塚前重義 72 塚前義廣 段下町
富永眞市 85 山端良男 中富町
清水忠夫 92 清水　仁 玉丘町
神田貞雄 88 神田安彦 山田町
小林浩二 40 小林三郎 北条町古坂
正中敏夫 64 正中みゆき 北条町本町
岸本與市 86 岸本ひさこ 野田町
田先則明 77 田先洋子 鴨谷町
金澤　巖 83 金澤　健 上道山町
増田唯子 78 増田雄一 下道山町
高見和之 87 高見忠昌 戸田井町
藤田ちゑ子 83 藤田輝男 繁昌町
高田やよひ 70 高田　茂 別府町甲
中川さかゑ 88 中川宗明 山下町
古⻆　博 70 古⻆明稔 西横田町
白川はる子 90 白川義則 鴨谷町
内藤好一 92 内藤　優 玉丘町
深江志津乃 91 深江光貴 鶉野町
河上定二 77 河上武正 田原町
宮崎ゆきゑ 96 宮崎忠義 福居町
加古　修 73 加古幸男 田原町
辻　康信 65 辻　嘉計 中富町
柿本政子 86 柿本浩平 西笠原町
後藤　琴 92 後藤好一 北条町栗田

※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。

年末年始の各施設のお知らせ
　年末年始の市役所業務は、次のとおり休業となります。住民票や各種証明書
などが必要な場合は、早めにお手続き下さい。

施設（電話番号：市外局番 0790） 休業期間

市役所 ※1　※2 ☎㊷ 1110 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

加西病院　※救急外来は通常どおり ☎㊷ 2200 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

収集カレンダー
による収集

ごみ収集 ☎㊻ 0602
12/30( 水 ) ～ 1/3( 日 )
※ 12/29( 火 ) はターミナル収集
　も行います

し尿収集 ※3 ☎㊻ 0334 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

クリーンセンター
ごみの持ち込み
 ※4 ☎㊻ 0602

燃やすごみ
12/26( 土 )・27( 日 ) と
12/30( 水 ) ～ 1/3( 日 ) は休業

※ 12/29( 火 ) は年末特別開場日
　で業務を行っています。

燃やせないごみ

埋め立てごみ

粗大ごみ

斎場 ☎㊹ 0760 1/1( 金 )・2( 土 )

市民会館 ☎㊸ 0160 12/28( 月 ) ～ 1/4( 月 )

地域交流センター ※2 ☎㊷ 0106 12/28( 月 ) ～ 1/4( 月 )

図書館 ☎㊷ 3722 12/29( 火 ) ～ 1/4( 月 )

健康福祉会館 ☎㊷ 6700
※各種サービスについてはお問い合わせください

12/28( 月 ) ～ 1/3( 日 )

体育センター ☎㊼ 1420
※体育館、テニスコート、球場を含む

すぱーく加西 ☎㊷ 6302
アクアスかさい ☎㊷ 3465
加西南テニスコート ☎㊾ 3870

12/28( 月 ) ～ 1/4( 月 )

オークタウンかさい ☎㊹ 2595 12/28( 月 ) ～ 1/5( 火 )

善防公民館 ☎㊽ 2643 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

中央公民館 ☎㊷ 2151 12/27( 日 ) ～ 1/4( 月 )

南部公民館 ☎㊾ 0041 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

北部公民館 ☎㊺ 0103 12/29( 火 ) ～ 1/3( 日 )

※ 1　出生届・婚姻届・死亡届は、市役所東側宿直室で休業中も受付しています。
※ 2　住民票・印鑑登録証明書自動交付機は、市役所設置は 12/29（火）～ 1/3（日）、

地域交流センター設置は 12/28（月）～ 1/4（月）まで休止となります。
※ 3　し尿収集を 12/28（月）に希望される方は、午前中までにお申込下さい。
※4　クリーンセンターへの受入時間は9時～16時30分（但し12時～13時は除く）
　　			です。年末は混雑が予想されますので、早めの持込にご協力ください。来場	
　　			時は、小銭の用意にもご協力を。
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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  財政課☎ 0790 ㊷ 8710

ふるさと納税は加西市に

お葉付き銀杏（殿原町）

● 加西市ホームページ　http : //www . city . kasai . hyogo . jp

● 加西市の市外局番は 0790 です。誌面では省略しています。

冬の使者コハクチョウが飛来

【問合先】　加西市観光案内所☎㊷8823　※観察される際は、路上駐車、ゴミのポイ捨てなどをしないようにマナーを守りましょう。

韓国の大ヒット映画「牛の鈴音」ねひめホールで全国ロードショー

【チケット販売先】　アスティアかさい 3階地域交流センター☎㊷0106

　「牛の鈴音」は、韓国のドキュメンタリー映画で累計 300 万人動員を記録した大ヒット作品。
環境・農業・人生・老後・介護・家族のあり方などを考えさせる感動的映画で、加西市から農
業や環境、社会問題などを発信し、PRするために同時ロードショーを決定しました。
　東京 3ヵ所、大阪 2ヵ所以外では、加西市だけでしか観られない映画です。

■上映日時：12 月 19 日（土）～ 27 日（日）13:30- ／ 1 月 5日（火）～ 11 日（月・祝）15:00-
■上映会場：アスティアかさい 3階ねひめホール内多目的ホール
■チケット：特別鑑賞券 1,300 円・前売り券 1,000 円
■主　　催：加西市国際交流協会（加西市後援、加西市老人クラブ連合会協賛）

　例年 11 月末になると約 4,000 キロにも渡る長旅を終え、コハク
チョウの群れが飛来します。
　加西市は、国内最南端のコハクチョウ越冬地の一つです。コハク
チョウが加西市に初めて飛来したのは 1980 年ごろ。当時は数羽で
したが、毎年少しずつ増え、近頃は 100 羽以上の群れが飛来します。

■観察できる時期：11 月～ 3月ごろ
■観察できる場所：伝通池・中池・三田池・兵庫県立フラワーセン
　　　　　　　　　ター（豊倉町）、山下新池（山下町）、逆池（玉
　　　　　　　　　野町）、長倉池（玉丘町）

　加西市観光まちづくり協会主催のフォトコンテストで、加西の秋を題材に作品を募集
したところ、102 点の応募がありました。審査の結果、会長賞を含む入賞作品 17 点が
決定し、以下の日程で展示会を開催します。加西市ならではのすばらしい光景が楽しめ
ます。是非ご覧ください。※続いて加西の冬を題材とした作品を募集しています。詳細は、

当協会 HP「かさい観光ナビ」をご覧ください。

■展示期間：12 月 27 日（日）まで
■場　　所：アスティアかさい 3階ウォールギャラリー
■問 合 先：加西市観光まちづくり協会事務局☎㊷ 8740

加西市観光まちづくり協会会長賞
「秋色のホーム」

撮影／横山一富さん（小野市）
北条鉄道田原駅にて

皆さんの自慢の逸品をご提案ください。ふるさと納税のお礼品として、また市の特産品と
して紹介していきます。　　　　　　　　　　　問合先  ふるさと営業課☎ 0790 ㊷ 8740


