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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




