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　昨年の市政の大きな課題は、地域医療をいかに守るかでした。お陰様で加西病院は、去る 12 月に地方公営企業法の全
部適用となり、山邉院長を特別職の事業管理者にして権限を委譲し全適移行を果たしましたので、今年の最重要テーマ
は教育問題であると考えています。校舎の耐震補強、学校の再編、そして教育の質向上など、ハード・ソフト両面での
教育環境の整備が大命題です。
　児童生徒数の減少と税収伸び悩みの中で、質の高い教育を実現しようとするなら、やはり幼稚園・保育所の一元化・
民営化、そして小中学校の統廃合は避けて通れません。幼保小中一貫教育ないしは中高一貫教育、さらには私学誘致な
ども選択肢として考えているところです。
　特色があって質の高い教育が提供できれば、加西市の人口増や定住に繋がります。また多様な人材を育てることが地
域力と市民力の向上にもなりますが、肝心の加西市の財政は平成 22 年度と 23 年度が最も逼迫し、まさに瀬戸際を迎え
ております。市役所の経営資源が限られている中、事務事業の「選択と集中」を進め、重要度・緊急度の高い仕事に予
算と人員を優先配分しなければ、財政が立ち行かない状況です。半面、市民参画で可能なものについては、市民自ら取
り組んでいただくようお願いします。

　変革を怠り、環境変化に対応できない者は淘汰され、衰退していくのは歴史が証明するところです。もはや加西市役
所も変革・改革を躊躇していられない状況にあります。
　夏には三洋電機㈱の新工場が稼働し、今後、世界各地から加西への来訪者が増えるものと思われます。東産業団地へ
の新規工場立地も決定しましたし、旧ジャスコ跡地への大型店の
出店計画も進んでいます。行政としても、教育の質向上やホテル
誘致など、質の高い多様な都市サービスが加西で提供できるよう
公民連携手法を活用するなどして、ハード・ソフト両面のまちづ
くりに取り組む所存です。
　今年も「変革する自治体」として常にチャレンジし、市民の皆様
には改革の成果をさらに実感していただけるよう虎のように頑張
りますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第です。

　結びになりますが、2010 年が素晴らしい一年となりますように、
そして、市民の皆様方の益々のご健勝ご多幸を心よりご祈念申し
上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

（平成 22 年新年交歓会での市長挨拶）
2 3

今年の市政の最大テーマは教育問題です。 市長問責決議と議会改革への期待

　明けましておめでとうございます。市民の皆様には、希望に満
ちた新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。私も市長
に就任して 5回目の新年交歓会を皆様とご一緒させていただくこ
とができて大変嬉しく存じます。暫くお時間をいただき、昨年の
市政の総括と今年の展望を申し上げたいと存じます。

　昨年、加西市の環境活動が「新エネ百選」に選ばれました。日経「e
都市ランキング」では全国 20 位になりました。また、地方都市と
して唯一、加西で映画『牛の鈴音』の全国ロードショーを実現でき、
しかも、殆んどお金をかけずに加西をアピールし、国際交流協会
の収入源を確保できた点などは、理想的な公民連携事業であった
と思っています。
　バイオマス事業はじめ、公募方式や職員採用制度、公民連携や

事業仕分けなど、加西市の様々な先駆的取り組みが全国から注目され、視察も増えています。「北条の宿はくらんかい」
「かさい夢フェスタ」など最近の地域イベントにおいても、市民の皆様の参画意欲が高まってきたように感じます。2年
目を迎えたふるさと納税も前回の 3倍、約 1,600 万円のご寄付をいただきました。財政が苦しい中、必死に頑張る加西
市を応援してやろうとの市外在住の加西縁故者などからのご厚意に感謝しております。

市役所の新年仕事始め式では、「いつも問題意識をもって、
自らの位置づけや担当業務の意義を考えながら、納税者の
立場になって職務にあたるよう」職員に訓示

約 200 人の参加者を前に新年の挨拶をする中川市長
（1月 4日／アスティアかさい）

　去る 12 月の市議会本会議で、「議会での市長の言動が許しがたい」などと私に対する問責決議（案）が提案され、賛
成 12 名、反対 5名で可決されたことは誠に残念です。問責決議（案）を提案する前に、そもそも決議に値するような
内容か、事実関係を十分に確かめられておらず、余りにお粗末な決議で、提案された議員と賛同された議員各位の見識
を疑わざるを得ません。

　私が、神聖なる議場で市政と直接関係のない週刊誌を読んでいたり、音楽でも聴いていたというなら問題でしょうが、
議会審議に耳を傾けつつ議会答弁用のメモを書いたり、閉会の挨拶文を推敲することのどこに問題がありますか。
　広報の原稿チェックや決裁書類にも目を通したことは事実ですが、いずれも締め切りに迫られて止むなく目を通して
いるものであることは議員各位にもご理解いただきたいです。議会にはちゃんと出席し、各議員の質問や意見も漏れな
く聞き止めて、必要な答弁は遺漏なく行っています。したがって何ら議会審議の障害となっていませんし、私が議会審
議を無視して一日中、全く別の仕事をしていたものではありません。
　また、決議文には、「市長は議案書を開けようともしない」との記述がありますが、そもそも議案書は執行者側が用
意し、それを見て審議するのは議員の仕事です。細かな話は担当の部課長が答弁しますので、私は議案書や予算書を
必要に応じて見れば良く、個々のページを逐一開かずとも対応できます。むしろ市長には総括的な答弁、市政上の見
解や大方針を質問される訳ですから、私が議案書をその都度見なかったとしても、何ら指弾されるべき事ではないと
思います。

　そして前回の議会で否決されたり、今議会で否決されそうな懸案の重要議案について、「次の議会で再上程したい」
と市長が当該議案の重要性や意気込みを語ることのどこが議会軽視なのか私には理解できません。先の 9月議会で不同
意となったままで 12 月議会に上程できなかった教育委員の選任などの重要議案を、「1月に臨時議会を開いてでも審議
していただきたい」と申し上げたことのどこが問題でしょう。当面する政策課題や市長方針を示して、議員や市民の皆
様に予告することは市長として当然のことと考えます。
　議員から出された質問に市長が答える行為それ自体を問責するなら、そういう質問をする同僚議員を先ず制止するべ
きであり、同僚議員の質問を放置していながら、それに答えた私を今更なぜ問責決議をされるのか真意がつかめません。
　私の議会答弁の言葉尻だけをとらえるのではなく、答弁全体の主旨や脈絡を市民の前に明らかにしていただいた上で
問責に値するか否かを議論されるべきです。市民と加西市の将来のために上程している議案を今後も理由にならない理
由を上げて平然と否決されるなら、それは議案の是非ではなく市長不信任に等しいと思わざるを得ません。

　2年 7 ヶ月前の市長出直し選挙以降も議会は何らケジメをつけられていません。先ず過去を引きずらないで建設的に
議論し、その上で私に重大な問題があれば問責決議をしていただいて結構です。地方自治は議会の議決に基づいて運営
されるものであり、その意味で私が議会を軽視していることはあり得ないことです。むしろ実り多い議会となっていた
だくため、私はこれまで何度も議会改革の必要性を提言してきたところです。
　まるで担任の先生が小学生に箸の上げ下ろしまで注意するかのように、議会での私の態度や発言を云々される前に、
私の問責決議に名を連ねられた議員各位には、効率的かつ建設的で市民本位の議会審議を改めてお願いする次第です。
そのためには、日常の政策研究が不可欠で、議員各位には市長以下の執行部を先導するような議会審議や議員活動をお
願いするものです。率直に言わせていただければ、議会運営についての加西市議会の「常識」は、どうも市民感覚や世
間の常識から乖離しているように思います。

　市政を改革し加西市を良くするのに、市長権限でできることには限界があります。なぜなら市長は、議会で承認され
決められた予算と人員の中でしか執行できないからです。更なる行財政改革のためには議会改革や議会運営の効率化が
不可欠です。議員定数の削減、議員報酬カットなどは多くの市民が期待しているところで、先の市民アンケートの結果（加
西市議会ホームページに掲載されています）は市議会にとって誠に手厳しいものであったと思います。それに応えるこ
となく、いつまでも問題を先送りするなら、市民からソッポを向かれてしまうでしょう。
　会派の思惑や議員個人の好き嫌いではなく、市長の公約やマニフェストに照らしながら、市長の実績や出来不出来に
ついて正当に評価し、市民のための改革を促すことが市議会の重要な役割の一つではないでしょうか。議会基本条例の
制定など議会改革に期待しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市長）
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電子証明書（公的個人認証）の取得について

【問合先】　市民課☎㊷8720　※詳細は国税電子申告・納税システム（http://www.e-tax.nta.go.jp）等のホームページをご覧ください。

所得税の確定申告・市県民税に関するお知らせ

【問合先】　税務課税制担当☎㊷8712　※特に記載のない場合はこちらまでお問合せ下さい。

■平成 21 年分所得税の確定申告・市県民税の申告期間
　市では、次のとおり申告相談・申告書の受付を行います。

確定申告期間／ 2月 16 日（火）～ 3月 15 日（月）平日		午前 9時から午後 4時まで
申告受付場所／市民会館　コミュニティセンター 3階　小ホール
※ 2 月 21 日及び 28 日の日曜日に限り、閉庁時の申告相談・申告書の受付を行います。平日に勤務等で都合の悪
い方は、この 2日間をご利用ください。それ以外の通常の土・日曜日は閉庁しておりますのでご注意ください。

■農業所得収支内訳書・医療費の明細書等の作成は事前にお願いします。
　農業所得の申告に当たっては、すべて収支内訳書の作成が義務付けられています。
　これに伴い、収入及び経費については伝票や領収書等に基づいて全て実費により計算していただくことになります。
　確定申告期間中、相談会場では、大変混雑が予想されますので、「農業所得の収支内訳書」や医療費控除のための「医
療費の明細書」等については、相談会場に来場される前に、まえもって内訳書等に記載されている各項目ごとに分類・
集計のうえご持参くださいますようご協力をお願いします。

■源泉徴収票等の提出について
　源泉徴収票などの「法定調書」は 2月 1日（月）までに提出してください。

税務署に提出するもの 市に提出するもの
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・給与支払報告書（総括表）
・給与支払報告書（個人別明細書）

※ 1 年間の給与支払金額が 30 万円を超える方の分について
は、年度途中に退職された方であっても提出が義務付けられ
ていますのでご注意ください。

※給与支払報告書等の提出については、提出期限に余裕をもってご提出くださるようご協力をお願いします。

問合先／社税務署資料情報担当☎ 0795-42-0223　市役所税務課税制担当☎㊷ 8712

■住民税の住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）が変わります。
・本人から市への控除申告は原則不要となります。
　平成 11 年から平成 18 年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用者のうち、
税源移譲による税率変更で所得税が減税されることによって、所得税から控除できない住宅ローン控除額が発生、又は
控除しきれない額が増大する場合に、平成 20 年度分以降の個人住民税の所得割からも控除できるようになっています。
　従来、この制度の適用を受けようとする場合には、対象者自身が、居住する市町村に「住宅借入金等特別税額控除申
告書」を提出する必要がありましたが、地方税法の改正により、給与支払報告書（源泉徴収票）の摘要欄に記載された「住
宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などを基に市が控除額を計算することとされ、本人からの申告は原
則不要になりました。
　ただし、平成 11 年から平成 18 年までに入居した方が、新制度の適用を受けることによってかえって不利益になる
場合は、控除申告書を提出することができます。

・新たに平成 21 年から平成 25 年に入居される方も対象となります。
　新たに平成 21 年から平成 25 年に入居された方のうち所得税から住宅ローン控除を控除しきれない方についても、
平成 22 年度以降の住民税の住宅ローン控除の対象となります。

・住民税の住宅ローン控除の控除額計算
「前年分の所得税に係る住宅借入金等特別税額控除額」―「前年分の所得税の額」＝「所得税で控除しきれなかった額」	
⇒	住民税の住宅ローン控除の控除額
ただし、所得税の課税総所得金額等の 5％が限度（最高限度額 97,500 円※市民税 3％【58,500 円】+ 県民税 2％【39,000 円】）

※平成 19 年 1 月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日までに入居された方については、住民税における住宅ローン控除の対象
とはなりません。

■農業所得の計算に係る償却資産の耐用年数が大きく変わりました。
　平成 20 年度税制改正で耐用年数省令の見直しが行われたことにともない、農業用機械・設備に係る耐用年数が大きく
変わり、一律「7年」になりました。平成 21 年中に取得したものはもちろん、既存の機械・設備についても 21 年分か
ら新たな耐用年数（償却率）を適用して計算することとなります。
　なお、資産の取得当初に遡って再計算するものではありませんので、ご注意ください。

改正前 改正後
区分・種類 耐用年数 区分・種類 耐用年数

乗用トラクター

8 年

農業用設備 7 年

乾燥機
もみすり機
普通型コンバイン
自脱型コンバイン

5 年田植機
動力散粉機

 

■主な機械・設備等の耐用年数の変更例

■平成21年分 所得税・消費税 確定申告説明会

問合先／社税務署☎ 0795-42-0223

日時／ 1月 28 日（木）13:30 ～ 15:30　　場所／加西市民会館　コミセン 3階小ホール

■固定資産税（都市計画税）に関する届出
償 却 資 産 の 申 告／償却資産（固定資産税）の申告は 1月 20 日（水）までにお願いします。
家屋調査について／固定資産税（都市計画税）は毎年1月1日現在の所有状況で課税することになっております。平成21
　　　　　　　　　年中に家屋を新築、増築され家屋評価が終わっていない方や、家屋を取壊された方はご連絡ください。
問合先／税務課資産税担当☎㊷ 8713

　確定申告に便利な国税電子申告・納税システム（e-Tax）を利用するには、電子証明書が必要です。
　電子証明書とは、電子申請等のインターネットでの行政サービスを安心して利用するためのもので、各自治体は個人
向けに「公的個人認証サービス」による電子証明書を発行しています。
　なお、電子証明書を利用するには IC カードリーダライタが別途必要です。

■電子証明の取得方法
　加西市に住民票のある方は、市民課窓口で住民基本台帳カード（住基カード）を
入手し、申請書を提出して電子証明書を取得できます。
　申請に必要なもの（本人が持参のうえ、手続きをお願いします）
　印鑑、顔写真付の本人確認書類（免許証・パスポート等）、認印、
　手数料 1,000 円※住基カードのみを希望される場合の手数料は 500 円、

　6 ヶ月以内に撮影した写真（無帽、無背景、縦 4.5cm ×横 3.5cm）1 枚※写真付

　の住基カード希望の場合

住基カード
顔写真付の住基カードは本人確認書
類として利用できますので、作成さ
れる場合は顔写真付をお勧めします。

　すでに住基カードのみ取得の方が電子証明を追加される場合は、本人が、住基カ
ードと証明手数料 500 円を持参し手続きして下さい。顔写真付の住基カードでな
い場合は顔写真付の本人確認書類（免許証・パスポート等）も併せて持参ください。
　有効期間は、住基カードが 10 年、電子証明が 3年です。
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「日本年金機構」が 1月1日からスタート

【問合先】　市民課年金担当☎㊷8722　または日本年金機構加古川年金事務所☎079-427-4511

■事務所の所在地の変更はありません
　現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変わり
ますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用いただけます。また、「年
金事務所」は、現在ある社会保険事務所の建物をそのまま使用しますので、所
在地に変更はありません。
■新たな手続きは不要です
　日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社会保険事務所の名義で
ご案内していた各種の関係書類は、内容により、今後は厚生労働省または日本
年金機構の名義でご案内させていただくことになりますが、国民の皆様方に何
らかの手続をしていただくことは一切ございませんので、ご安心ください。
■引き続き国の制度です
　日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行うこと
となりますが、公的年金制度は、国の制度として、その財政や運営に国が引き
続き責任を持つことについては、これまでと変わりません。

　国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」
として生まれ変わります。

改正農地法が施行

【問合先】　農業委員会☎㊷8782

　農地法、農業経営基盤強化促進法等が改正され、平成 21 年 12 月 15 日付けで施行されました。
　新たな農地制度は、①農地を貸しやすく借りやすくし、有効利用を図る、②農地転用、農業振
興地域農用地からの除外を厳格化し農地の確保を図ることを狙いとしています。

改正ポイント
■農地の利用促進（農地の賃借規制が緩和されます）
　農地を利用できる者の範囲が拡大されます。農業生産法人以外の法人が賃借によって農業参入が可能となります。（但
し、一定の要件を満たす必要があります）
■遊休農地の解消（遊休農地対策が強化されます）
　農業委員会が農地の利用状況を確認し、遊休農地を調査・把握。所有者に対して、耕作活用するよう指導・勧告がな
されます。
■優良農地の確保（農地転用が厳格化されます）
　国内の農産物生産の重要な基盤である農地面積の減少を最小限にとどめ、食料自給力を強化するため、農地転用規制
が厳格化されます。法人の違反転用に対する罰則が強化されます。
■相続で農地を取得する場合（農業委員会への届出を）
　相続により農地を取得した人は、農地の所在する農業委員会への届出が必要となります。

※詳細は下記までお問合せください

北条鉄道駅名ネーミングライツ・スポンサー募集

【問合・申込先】　〒675-2395（住所表記不要）経営戦略室☎㊷8700　ＦＡＸ㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

　北条鉄道株式会社は、ネーミングライツ（命名権）のスポンサーを募集します。新たな財源を確保して、安定した鉄
道経営を目指すものです。

■応募資格
市内外の法人または個人

■募集期間
1 月 15 日（金）～ 3月 15 日（月）
※郵送の場合は当日の消印有効

■ネーミングライツの内容
・車内放送
・車内案内表示

・印刷物、ホームページ、駅名表、時刻表での表示
・広告看板の設置は別途協議

■応募方法
申込書に必要事項を記入し、必要書類添付の上、郵送
または持参
※申込書等は市ホームページからダウンロードできます。

■募集内容及び販売額等
・7駅一括の場合 250 万円以上／年間
・駅毎の購入の場合は次の通り

駅名 所在地 販売予定額（年間）
北条町 北条町北条 100 万円以上
播磨横田 西横田町 30 万円以上
長 西長町 30 万円以上
播磨下里 王子町 30 万円以上
法華口 東笠原町 50 万円以上
田原 田原町 30 万円以上
網引 網引町 30 万円以上

北条町駅

■入札参加資格審査申請書の補充受付について
　平成 20・21・22 年度建設工事、測量等（測量・建設コンサルタント等）にかかる入札参加資格審査申請書の受付
を次のとおり行います。なお、物品の製造・買入れ等（物品の製造、買入れ、売払い、役務の提供【小規模修繕工事
等を含む】等）につきましては、随時受付（資格発生時期は、翌月１日）となりました。

受付期間／ 3月 1日 ( 月 ) ～ 10 日 ( 水 ) まで　　　　　　　　提出場所／加西市役所 2階財務部財政課
申請様式／国土交通省（地方整備局等）様式　　　　　　　　提出方法／持参のみ（3月 10 日	期限厳守）

問合先／財政課☎㊷ 8704　※添付書類については市ホームページ・財政課前掲示板で、要領を掲載しています

北条鉄道の正職員・アルバイトを募集（鉄道業務経験者・経理業務経験者  歓迎）

【問合・申込先】　北条鉄道株式会社（〒675-2312加西市北条町北条28-2）☎㊷5211

　北条町駅を勤務地とする 55 歳以下の方を募集します。履歴書を北条鉄道株式会社まで郵送または持参してください。
1月 29 日（金）まで必着。

■正職員　事務職（駅業務と経理業務など）
　休日／年間 120 日程度
　給与／月収 14 万円～、年収 240 万円程度（諸手当込）
　待遇／賞与年 2回、交通費支給、昇給有、有給有、各種社会保険完備等
　その他／女性も歓迎

■アルバイト（男性のみ、保線業務など）
　時間／ 9:00 ～ 16:00　　
　時給／ 1,040 円
　待遇／寸志年 2回　　　
　勤務／週 20 時間程度

市所有の 3施設でネーミングライツ・スポンサー募集中

【問合先】　教育委員会教育総務課☎㊷8770　ＦＡＸ㊸1803　kyoiku@city.kasai.lg.jp

　加西球場、市民グランド、勤労者体育センターの 3施設について、一昨年度に引続きネーミングライツ・スポンサー
を募集しています。応募に関するお問合せは下記までお願いします。

勤労者体育センター／年間 50 万円程度加西球場／年間 100 万円程度 市民グランド／年間 70 万円程度

日本年金機構
公的年金の運営業務

（非公務員型の組織）

厚生労働省
公的年金の財政責任・
運営責任

▶

▶

社会保険庁廃止

▶
新体制
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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/

『パラダイムシフト（時代規範の変化）』 経営改善すべし。改善しないなら独法化・民営化・統

廃合・診療所化するべし、という指針です。

■素朴な疑問
　医療はサービス業だ、と聞かされます。確かに病院

も、利用される／されないの選別を受けます。評価が

落ちると患者が減り、経営が傾くでしょう。

　サービス業なら経営が成り立たなければ事業を閉め

るだけのことです。市内の店舗でも少し客足が遠いよ

うだと思ったら、いつの間にか休業の張り紙が出てい

ます。しかし、病院は経営が悪いと閉めればよいもの

なのか、素朴な疑問を感じます。

■社会保障か市場主義か
　経営不振だからと言って病院を廃止すれば、銚子市

や松原市のように深刻な衝撃が地域を覆います。ここ

には、医療はサービス業ではなく社会保障だという考

え方と、経営の成り立たない事業は止めて当然という

考え方の衝突があります。どちらも一理ある主張です。

　もちろん、病院が信頼され、患者が集まり、経営が

順調であれば一番良いのです。けれども僅かなきっか

けで医師や看護師を失い、一挙に機能不全に陥って経

営破綻する自治体病院が後を絶ちません。政府やメデ

ィアも、社会保障と市場主義の間を行ったり来たりし

ているように見えます。

■パラダイムシフト
　このように、時代の規範（パラダイム）が自明でな

くなった時パラダイムシフトが求められます。しかし

まだ、勤務医不足や医療の限界による医療崩壊を再生

する潮流の転換は現れていません。病院を守る住民運

動や分娩無過失賠償制度はその萌芽かもしれないと思

います。

　加西病院は “ 人を育てる ” ことを大切にしています。

研鑽で職能を高め、臨床研修医や若い医療者を教育し、

遣り甲斐ある職場を作ることで困難を乗り越えたい。

パラダイムシフトは時代の流れが変わることであり、

個別の対応を指す言葉ではありませんが、加西病院は

全部適用の機動性を活かしてこの目標に挑戦したいと

考えています。

　　　　　　　　　（	病院事業管理者兼院長　山邊裕	）

■全部適用になりました
　院長を勤めて6年が

経とうとしています。

加西病院は昨年末、市

から “ 地方公営企業法

の全部適用 ” という法

規定を頂きました。私

は一旦退職し、改めて

病院事業管理者兼院長という職に就きました。法律は

難しい言葉で書かれていますが、簡単に言えば “ 病院

運営の物事を決められる範囲が広くなって、その分責

任も増えた ” と云うところです。これまでの役目と大

きく異なる訳ではありません。

■院長の役割
　私は、院長は病院内の人と人、部署と部署、内部と

外部の調整役と思っています。いわば病院医療が上手

く回るための潤滑油です。

　医療はその大部分が人の努力によって担われる業務

です。しかも独立した専門性をもつ多数の職種がチー

ムワークで一人の患者さんに当たります。協力が良け

れば大きな力を発揮しますが、一部が軋むだけでも全

体の力は落ちてしまいます。

　幸い、加西病院の職員の協力体制は素晴らしいもの

があります。気持ちの良い連携で患者さんの問題が解

決されてゆくのを見ると、この病院で潤滑油を果たせ

ることの冥利を覚えます。

■公と民
　ところが、良い院内関係で動く加西病院にも悩みが

あります。経営です。ご存じかどうか、加西病院は全

国の自治体病院の中でも実質収支は良い方に属しま

す。しかしこれまでの繰入金の乏しさなどから、経営

基盤に弱さがあります。

　世間には、経営について “ 公 ” は非効率で正すべき

もの“民”は見習うべきお手本、とする通念があります。

総務省の “ 公立病院改革ガイドライン ” もこの通念の

産物です。経営不振の自治体病院は民間手法を用いて

新型インフルエンザ・ワクチン接種スケジュールについて

【問合先】　国保健康課☎㊷8723　

幼稚園・小・中・高校生のみなさん、予防接種は受けましたか？

【問合先】　国保健康課☎㊷8723

　幼稚園・小・中・高校生で受ける予防接種は、乳幼児期に受けた予防接種の追加接種です。追加接種を受けることで
感染症の予防効果が高まりますので、忘れずに接種しましょう。

対象者 予防接種名
幼稚園の学年 （平成 15 年 4 月 2 日～平成 16 年 4 月 1 日生まれの者） 麻しん・風しん混合予防接種
小学校 6 年生 （11・12 歳の者） 二種混合予防接種
中学校 1 年生 （平成 8 年 4 月 2 日～平成 9 年 4 月 1 日生まれの者）

麻しん・風しん混合予防接種
高校 3 年生 （平成 3 年 4 月 2 日～平成 4 月 4 月 1 日生まれの者）

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）
接種時期／ 3月 31 日まで
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）※予診票は医療機関にあります

　下記のとおり、兵庫県の接種スケジュールが決定しましたのでお知らせします。

■ワクチン接種スケジュール

対象者 接種開始予定日

１
医療従事者、基礎疾患を有する者、妊婦、1 歳から小学生に相当する年齢の小児、
1 歳未満の小児の保護者等

既に開始済み

2 中学生、高校生に相当する年齢の者、高齢者（65 歳以上） 1 月 8 日から
3 上記優先接種対象者等以外の健康な成人（※） 1 月下旬以降（詳細は今後決定）

　接種を希望される方は、かかりつけ等医療機関（市外でも可）に、まず電話でご確認ください。
　（※）輸入ワクチンの出荷状況に応じて接種開始日は今後決定されます。

■接種回数・料金
1 回接種／医療従事者､ 基礎疾患を有する者 (※ 1)､ 妊婦､ 1歳未満の小児の保護者等、中学生 (※ 2)、高校生
　　　　　※ 1　著しく免疫反応が抑制されている者は、2 回接種も差し支えない。

　　　　　※ 2　接種時に 13 歳になっていない者については、2 回接種とする。

2 回接種／ 1歳から小学生
料　　金／ 1回目　3,600 円　　　２回目　2,550 円（１回目と異なる医療機関の場合　3,600 円）

自立支援医療（精神通院）の診断書の提出が 2年に 1度に（4/1 ～）

【問合先】　社会福祉課障害者支援担当☎㊷8725　ＦＡＸ㊸1801

　自立支援医療（精神通院）受給者証の更新は現在 1年毎で、その都度診断書の提出が必要ですが、有効期限が平成 22
年 3月 31 日以降の場合は、更新の際の診断書の提出が 2年に 1度に緩和されました。今後、更新手続きをされる方は、
診断書が必要かどうか、下記担当にご確認ください。
　なお、新規・再申請（有効期限切れ）の場合は、診断書の提出が必要です。

■選挙制度120周年記念兵庫県選挙管理委員会特別表彰

問合先／選挙管理委員会事務局☎㊷ 8781

　加西市明るい選挙推進協議会会長の内田徹さん（琵琶甲町）が、長年の加西市での明るい選
挙の推進に尽力されたことが評価され、井戸兵庫県知事から表彰を受けました。

■料金の助成について
　表中 1・2の対象者で、生活保護世帯及び平成 21年度住民税非課税世帯に属する方の料金助成申請の受付を開始してい
ます（全額助成）。該当する方は加西市役所国保健康課へ 3月末までに申請してください。（平日 9:00 ～ 17:00）

加西病院は平成 21 年 12 月、地方公
営企業法の全部適用を受けました。

受賞された内田会長

※接種できる医療機関等詳細は、広報かさい 11 月号または、市ホームページをご確認ください。
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KASAI データバンク 人口／ 48,641（－ 29）	 世帯数／ 16,970（－ 16）
男／ 23,684（－ 2）	 女／ 24,957（－ 27）　
12 月の出生数／ 31 人	 死亡数／ 44 人

H21.12.31 現在（前月比）

▲ランドマークタワーの展望台から

　いこいの村裏山のランドマークタワーで 1 月 1 日、加
西市青少年団体連絡協議会主催による「新春のつどい」が
開催され、冷え込み厳しい中、早朝から中川市長はじめ約
470 人が参加しました。天候に恵まれ、午前 7 時過ぎには、
山間から昇る初日の出を拝みました。
　山を下りた後、参加者は加西球場の駐車場でお雑煮を食
べて冷えた体を温め、恒例のお年玉抽選会を楽しみまし
た。

2010年初日の出。新春のつどい

　加西市は 1 月 5 日、次の皆さんに「さわやか市民賞」と「市長
感謝状」をお贈りしました
■加西市さわやか市民賞
　髙濵莉乃（兵庫教育大学附属中学校２年）
　第 19回兵庫県学生ピアノコンクール中学生の部「金賞」受賞
　西脇大成（泉小学校２年）
　第 53回 JA共済小・中学生書道コンクール半紙の部「農林水産大臣
　賞」受賞
■市長感謝状
　藤田陽子（北条町栗田）
　元加西市教育委員会生涯学習課長であった故藤田良範氏の遺族か
　らの寄付を財源として、加西市民グラウンド観戦席に、日よけ・
　雨よけのサンルーフが完成しました。

「さわやか市民賞」「市長感謝状」表彰

　上万願寺町の東光寺で 1 月 8 日、室町時代から続く伝統行
事の「田遊び・鬼会」（国指定重要無形民俗文化財）が行われ
ました。
　「田遊び」では福太郎、福治郎、田主が種まきから収穫まで
を演じて五穀豊穣を願い、「鬼会」では鬼がたいまつを振り回
し、ほこを持って悪霊や災難を追い払い、観客を魅了しました。
　今回は、加西市観光まちづくり協会といこいの村はりまが共
同企画した市外からの観賞ツアー（宿泊付）も盛況でした。

東光寺で田遊び・鬼会

▲左から藤田さん、髙濵さん、西脇くん

▲悪霊や災難を追い払う鬼

　コミュニティ・カフェは、地域住民が企画・運営する、気兼ね
なくおしゃべり出来る憩いの場です。市内第一号として昨年 10
月、上道山町に「ぶらり」がオープン、地域団欒の場・地域の縁
側となるべく活動されています。
　先日、第 5 次加西市総合計画の策定にあたり、市民の皆さんの
生の声を聞くため、カフェのスタッフと集まった地域の皆さんに
市職員が市政インタビューをしました。
　市経営戦略室（☎㊷ 8700）では、インタビューをさせていた
だくグループを随時募集しています。

コミュニティ・カフェ「ぶらり」でグループインタビュー

▲インタビューの内容は市 HP に掲載中 ◀大きなキャンバスを使った迫力ある五百羅漢の絵画

　東剣坂町出身で、神戸市文化活動功労賞を受賞された画
家の故中安徹さんの絵画展が、北条町の羅漢寺内ミニギャ
ラリーで開催されています。
　展示作品は、遺族より寄進された 100 号サイズ（160cm
× 120cm）などの絵画 4 点と絵葉書や画集。昭和 22 年か
ら 25 年にかけて、北条小・中学校の美術教諭を務めた中
安さんは、五百羅漢を題材にした絵画の制作を 50 年以上
続けられました。作品からは、石仏の優しい表情などが伝
わってきます。展示は 1 月 31 日（日）まで。
羅漢寺入場には拝観料 200 円が必要です。

故中安徹さんの絵画展開催中

◀かるたを楽しむ子どもたち

　1 月 6 日、南部公民館で「新春かるた大会」が開催され、
子ども 9 名、大人 35 名が参加しました。
　子どもからお年寄りまで「いろはがるた」で 2 回戦勝負を
3 回。思わぬ 3 世代交流となり、わいわいと盛り上がり会話
も弾みました。対戦後は、参加者が持ってきた餅を入れた野
菜たっぷりの豚汁を堪能。公民館登録グループ生がボラン
ティアで調理し、市民参画で行われた楽しい催しとなりまし
た。

新春かるた大会

▲そばうち有段者による実演。中央は説明する山本代表

　中央公民館で 12 月 23 日、そば打ちグループ「ゆかい
な麺々」（山本早知子代表／会員 30 名）を講師に迎え、そ
ば打ち体験教室が開催され、市内外から 10 名が参加しま
した。
　「ゆかいな麺々」は、全国麺類文化地域間交流推進協議
会の段認定者 19 名（初～ 3 段）を有する本格派。有段者
の実演による手さばきを熱心に見入った後、参加者は自ら
打ったちょっと早い「年越しそば」に舌鼓をうちました。

みんなで挑戦「年越しそば」

ヘッドマークは 2 種類。主催地区関係者と作成者の皆さん▶

　12 月 26 日から 1 月 10 日まで、北条鉄道の車両が「えべっさん」
を描いたヘッドマークを付けて走行しました。
　ヘッドマークは、繁栄招福を願う北条町南町の「大年神社えび
す祭典」の開催を PR しようと地元町民が１週間かけて作ったも
ので、大きさは縦 60cm 横 90cm。手づくりだけあってデザイン
はとても温かみがあり、鉄道利用者からは好評でした。
　えびす祭典は 1 月 9・10 日に開催されました。

「大年神社えびす祭典」を北条鉄道で PR
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■斎場の休場について
　加西市斎場では、老朽化に伴う火葬設備の更新と排気筒の修繕工事を実施する
ため、下記の通り休場いたします。
　その間の火葬については、近隣市町の斎場をご利用いただくことになります。
詳しくは、死亡届け手続き時にご案内をさせていただきます。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いします。
休場期間／ 2月 1日（月）～ 10 日（水）

斎場の休場のお知らせ

【問合先】　環境創造課☎㊷6620　

　来年度小・中学校へ入学するみなさんへは住所に基づいて入学校を指定し、1月下旬に就（入）学通知書をお送りします。
　なお、指定校（特別支援学校を除く）は次の特別な理由がある場合には変更できますので､ いずれの場合も事前に下
記までご相談ください｡

新入学生のみなさま ･保護者の皆様へ

【問合先】　教育委員会	学校教育課☎㊷8771

■特別な理由
・身体的理由
　心身の障害等により指定校への就学が困難な場合
・家庭の事情等に関する理由
　①保護者の就労、母子・父子家庭等の理由により校
　　区外の家庭に児童を預ける場合（小学生のみ）
　②住宅新築中等で転居が確実であり、あらかじめ転
　　居予定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）
　③加入する自治会の校区が住所地の校区と異なる場
　　合（添付書類要）
・その他の理由
　大学附属・私立小中学校に入学する場合等

■手続き方法
・指定校以外の市内小中学校へ入学の場合
　印鑑を持って加西市教育委員会へ
・他市立小中学校へ入学
　入学希望の学校を管轄する市町村教育委員会へ
・大学附属・私立小中学校へ入学
　その学校の入学許可証と印鑑を
　持って加西市教育委員会へ

■小・中・特別支援学校の非常勤講師の募集
　県教育委員会では、県内の市町立小 ･中 ･特別支援学校（神戸市を除く）で実施する初任者研修にかかる非常勤講
師を募集しています。

勤務内容／初任者研修にかかる新任教員の授業の補充など
勤務条件／①　年間 16 日以内（1日 7時間以内）
　　　　　②　①及び年間 300 時間以内（週 2日、週 10 時間程度）
　　　　　　　・報酬は１時間あたり 2,790 円（平成 21 年度現行額）
　　　　　　　・交通費は実費支給（ただし、支給限度額の範囲内）
資　　格／希望する校種の教育職員免許状所持者又は、同免許を平成 22 年 4月 1日までに取得できる方
申込期間／ 2月 1日（月）～ 3月 18 日（木）

申 込 先／播磨東教育事務所教育振興課☎ 079-421-1101　加東教育振興室☎ 0795-42-9443
　　　　　加西市教育委員会学校教育課☎㊷ 8771

加西市斎場

市営住宅入居者募集（北条団地、清水団地、吉野団地）

【申込先】　施設管理課☎㊷8750　※窓口は市役所5階南側

■入居を募集する団地
　北条団地（北条町古坂）
　・戸数／ 1戸（面積 55.5㎡　規格 3DK）
　・家賃／ 14,300 ～ 21,400 円
　清水団地（北条町西高室）
　・戸数／ 1戸	( 面積 62.46㎡　規格 3DK）
　・家賃／ 18,100 ～ 27,000 円
　吉野団地（吉野町）
　・戸数／ 1戸（面積 66.8㎡　規格 3LDK）
　・家賃／ 20,900 ～ 31,200 円
　※家賃は平成 22 年 1 月現在の金額です
■入居時期
　3 月中旬の予定	
■受付期間
　2月 1日（月）～ 12 日（金）の平日
　※申込書の配布は 1 月 25 日（月）から

■入居者選考方法
　資格者多数の場合は抽選により決定。

■入居資格：次の（1）～（6）のすべてを満たす方
　（1）市内に居住または勤務している方
　（2）市民税等を滞納していない方
　（3）家族の人数が２人以上である
　　　・家族構成が夫婦または親子を主とする
　　　・婚約している場合は入居日までに入籍できる方
　（4）収入が基準以内の方（別表参照）
　（5）現に住宅に困っている方
　（6）入居者及びその同居者が暴力団員でないこと

別表：収入基準　（所得のある人が 1人で、特別控除等がない世帯）

家族数

所得者

入居家族数（申込者含む）による収入基準の目安

2 人 3 人 4 人 5 人 6 人

給与所得者
年間総収入

3,511,999
円以下

3,995,999
円以下

4,471,999
円以下

4,947,999
円以下

5,423,999
円以下

事業所得者
年間総所得

2,276,000
円以下

2,656,000
円以下

3,036,000
円以下

3,416,000
円以下

3,796,000
円以下

■特定公共賃貸住宅（吉野団地）入居者募集中
　特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者（公営住宅入居の収入基準を超える方）
を対象にした市営住宅です。次のとおり、入居者を随時募集中です。

吉野団地

■入居を募集する特定公共賃貸団地
　吉野団地（吉野町）　・戸数／ 4戸（面積 76.5㎡　規格 3LDK）

・家賃／ 58,900 円～ 86,700 円
※入居資格、家賃など、詳しくは、下記までお問い合わせください。

■斎場の火葬業務について民間委託しますのでお知らせいたします。
　近年、全国の自治体で斎場の管理・運営業務の民間委託が進んでいます。加西市でも、公民連携（PPP）手法により民
間委託を進め、コストの削減とサービスの向上を図ります。
委託業者名／日本管財株式会社　　　　　　　　　　　　　　　委託開始日／ 4月 1日（木）から

住民投票セミナー開催のお知らせ

【問合先】　総務課☎㊷8702

　住民投票制度は、市政に関する重要な課題について市民の意思を直接問うための重要な
制度で、住民の意見を直接反映するため、加西市でも制度の導入を検討しています。市民
の皆様にも、住民投票制度の仕組みなどを学んでいただくため、下記のとおり、住民投票
セミナーを開催いたします。事例を交えた分かりやすいセミナーとなっていますので、多
くの皆様のご参加をお待ちしています。

日　時／ 2月 13 日（土）　14:00 ～ 16:00　　　　　　		場　所／市役所 1階多目的ホール
講　師／ジャーナリスト　今井　一　さん　　　　　　参加費／無料

講師プロフィール
今井　一（ジャーナリスト）
[ 国民投票／住民投票 ] 情報室事
務局長。サンテレビ「ニュース
シグナル」コメンテーター。

はじめ



加西市の未来の学校づくり検討委員
会の委員長として、教育への熱い思い
と識見をお持ちの竺沙知章准教授に
講演していだだきます。参加者との質
疑応答もあります。参加は自由で無料。
日時：1/26（火）19:00 ～ 20:30
場所：市民会館コミセン小ホール
問合先：教育総務課☎㊷8770

兵庫教育大学の竺沙准教授と
加西市の教育を語ろう

1514

講座・イベント 薪割会参加者募集
伐採された原木をチェーンソーで玉
切り、薪割りする薪割会の参加者を
募集します。割った薪は参加者で分
配し、お持ち帰りいただきます。
日時：①2/11（木・祝）10:00～ 16:00
　　　②2/21（日）10:00～ 16:00
　　　※どちらか一方のみ
場所：田谷町内※ 10:00 現地集合
定員：1 回 10 組まで※先着順・要予約
参加条件：薪ストーブ所有者、また
は購入予定者
参加費：1 組 4,000 円（原木代、保
険料含む）
道具等：チェーンソー 5 台程度、薪
割機 3 台、斧等、必要な道具は主催
者側で準備しますが、お手持ちの道
具があれば持参ください。
締切：1/29（金）
問合先：加西市バイオマス地域協議
会（バイオマス課内）☎㊷ 8716

一度保育所に出かけてみませんか？
きっと、楽しい出会いが待っていま
すよ。保育所に来て親子みんなで遊
びましょう。
日時・場所：10:00 ～ 11:30
九会保育園　1/20（水）
賀茂幼児園　1/21（木）
日吉保育園　1/26（火）
泉第三保育所1/29（金）
北条南保育所2/ 3（水）
※泉第3保育所には「動くこどもの館
号」が来るよ！
対象：在宅で子育て中のお母さんと
こども
費用：傷害保険料	50円
申込先：こども未来課☎㊷8726

保育所であそぼう
参加者募集

真剣に結婚を考えている方に、ゆっ
くり落ち着いてお話して頂ける時間
を設けました。今回、男性には婚活
アドバイザーより「恋の攻略法」、女
性にはカラーコーディネーターによ
るワンポイントレッスンもあります。
日時：1/31（日）男性 13:00 ～ 17:00
　　　　　　　　女性14:00～ 17:00
会場：タカガワ　オーセントゴルフ
倶楽部内コンペルーム（別所町）
定員：男女各 15 名（先着順）
条件：男性 30 歳以上独身の方
　　　女性 28 歳以上独身の方
費用：男性 3,000 円、女性 2,000 円
応募締切：1/25（月）
応募方法：兵庫県との協催のため、
ひょうご出会いサポートセンターの
ホームページをご覧下さい
問合先：トークオフィス Jun
☎ 0794-63-7330

結婚応援セミナー＆交流会

市民会館からのお知らせ
■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
■島津亜矢 コンサート
日時：5/16（日）
※開演時間未定、入場料未定
場所：市民会館文化ホール
チケット発売日：
友の会 2/15（月）、一般 2/20（土）
※いずれも 9:00 から発売
チケット発売先：市民会館ほか市内
各プレイガイド
問合先：市民会館☎㊸ 0160

■保障の基礎知識
国民年金など年金のこと、保険、貯
蓄など自分の将来のくらしを見つめ
る基礎的な学習です。※当日参加可
日時：1/22（金）10:30 ～ 12:00
場所：集会室※参加費無料
主催：コープの仲間たち　
■米粉で作ろう ! バレンタインケーキ
日時：2/10（水）9:30 ～ 12:00
場所：キッチンルーム
受付：1/25（月）～※要予約
定員・材料費：7組・500円
持ち物：エプロン、三角巾　お子さ
んの飲み物※無料託児所あり
主催：まちの子育てひろば応援団　
みつばちくらぶ
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

古代より栄え多くの史跡が残る富田
地区南部 ｢坂田庄｣。法道仙人の石
舟や戦国の武将赤松政則最後の地長
円寺などをガイドの案内で訪ねま
す。
日時：2/27（土）9:30 ～ 12:30
集合：加西市観光案内所(北条町駅内)
コース：一般向き　往復約6km
参加費：300円（保険料・その他）
申込先：観光案内所☎㊷8823

ふるさと再発見ハイキング
坂田庄の史跡と歴史探訪

ひろげよう NPO フェスタ開催
地域のNPO活動の紹介やパネルディスカッション、その他、NPO体験コー
ナー・多国籍フードコーナーなど多彩な催しを行います。
日 時：2 月 21 日（日）10:00 ～ 15:00　
場 所：アスティアかさい 3 階　地域交流センター
基調講演：「チャレンジしよう地域貢献」
　　　　　講師　NPO 法人コムサロン 21 理事長　	前川裕司さん
問 合 先：地域交流センター☎㊷ 0106

■コーヒー教室～ Valentine編～
好評のクリスマス編に続き第２弾。
ドリップ式をマスター。バレンタイ
ン向けのアレンジコーヒーを体験。
スイーツと一緒にどうぞ。
日時：2/13（土）10:00 ～
■自分らしい表現力を見つける
作家・雑誌編集者として活躍中の尾
崎美紀さんが指導。想いをつづる魅
力を伝えます。
日時：2/26（金）13:00 ～
場所：アスティア加西OA ルーム
※いずれも 1/25 から受付。先着15名
問合先：南部公民館☎㊾0041

南部公民館
「自分磨きのある生活」を応援

たいせつな人に心をこめてチョコ
レート・スウィーツを作りましょう。
男性の方もぜひご参加ください。素
敵なラッピングもできます。
日時：2/7（日）13:00 ～ 16:00
会場：北部公民館　料理教室
対象：婚活中の方ならどなたでも
定員：16名※申込多数の場合は抽選
参加費：1,800円
持ち物：エプロン、三角巾、ハサミ
申込締切：1/29（金）17:00
申込先：北部公民館☎㊺0103
（受付月～土曜日の 9:00 ～ 17:00）

第5回　婚活セミナー
バレンタインスウィーツ＆
ラッピングセミナー

今回は、播磨地方に広がる法道仙人
伝承と、その誕生にまつわる天台宗
など顕密仏教の展開や、「山寺の聖
【ひじり】」と呼ばれた山岳修行者に
ついて解説します。
日時：1/16（土）10:30 ～ 12:00
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：200円※加西市史購入者は無料
問合先：市史・文化財室分室
☎㊸0161

第12回　加西市史を読む会
中世4「顕密仏教の展開」

昨年6月からスタートした本講座も
5回を数え、最終回を迎えることに
なりました。最後のテーマは「環境
と家計にやさしい住まい方」。環境
だけではなく家計のことも学びま
す。初めての方もお気軽にご参加く
ださい。
日時：2/17（水）13:30 ～ 15:30
場所：市民会館2階	視聴覚室
参加費：無料
持ち物：筆記用具等
申込先：中央公民館☎㊷2151

Let’s トライエコ教室

安心してこどもを預かるために
ちょっとしたアイデアを専門家に聞
きます。田中千代野先生の絵本読み
聞かせもあります。※参加費無料
日時・内容：
■「子 ど も の 発 達 と 絵 本 読 み 聞 か
せ」2/5（金）9:45 ～ 12:00
■「預かり体験発表」「子どもの病
気･ ケガの緊急対処と人命救助法」
2/8（月）9:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3階　会議
室・集会室
対象：託児ボランティアに興味のあ
る方、子育て中の方
定員：30名※託児あり（要予約）
募集締切：2/2(火)
申込先：加西市ファミリーサポート
クラブ☎㊷0111

託児サポーター養成研修会
のお知らせ

日時：①2/9（火）②2/16（火）
③2/23（火）④3/2（火）計4回
13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館　3階研修室
講師：1億人元気運動協会　草山美
佐子さん　ほか
内容：介護予防ってどんなこと（講
義）、いす体操に挑戦（実技）、交流会
対象者：地域での介護予防推進に協
力いただける方
申込締切：2/1（月）※先着30名まで
申込先：社会福祉協議会地域福祉推
進室☎㊸1281

介 護 予 防 い き い き は つ ら つ
リーダー養成講座

（ステップアップ編）

■まめまき
「鬼は外！福は内！」
一緒に豆まきをし
てあそぼう。ペープ
サートのお話もある
よ。お楽しみに！
日時：2/3（水）11:00 ～ 12:00
■歌ってあそぼう！
県民局より、歌のお姉さんが来るよ。
一緒に遊ぼうね！
日時：2/17（水）11:00 ～ 12:00
■ 3・4 歳児さんあつまれ！
日時：2/4（木）・23（火）
11:00 ～ 11:30
■わいわいひろば
日時：2/22（月）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！
今月は県民局より看護師が来られま
す。お母さんの体についてお話がき
けます。
日時：2/16（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。
問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

もちつき、羽つき、
たこあげ、こままわ
し、わた菓子、ポン
菓子、腹話術などな
ど、盛りだくさんの
なつかしい楽しい遊びです。
日時：1/24（日）10:00 ～ 12:00
場所：善防公民館
参加費：全て無料
主催：善防公民館登録グループ連絡
協議会
問合先：善防公民館☎㊽ 2643
（受付月～土曜日 9:00 ～ 17:00）

なつかしの正月遊びの集い

ちくさ
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くらし

人とうまくつきあえない、仕事に行
けない、不安、ゆううつなど、臨床
心理士と保健師がお話しをおうかが
いします。
日時：3/24（水）14:00 ～（予約制）
場所：加東健康福祉事務所 ( 県総合
庁舎内 )　相談室
相談員：臨床心理士　宮田智基さん
予約先：加東健康福祉事務所　地域
保健課☎ 0795-42-5111

21年度思春期・ひきこもり相談

日時：3/16（火）8:30 ～ 12:00
※雨天時3/17（水）順延
場所：加西市民グラウンド
参加資格：どなたでも参加可（先着
144名）
参加費：1人300円（当日徴収）
申込期間：2/1（月）～ 28（日）まで
方法：参加申込書を体育センターに
提出（申込書は各公民館・体育施設
に設置）または、はがき（参加者の
住所・氏名・年齢・電話番号）
申込先：〒679-0107加西市玉野町
1124-5	加西勤労者体育センター
☎㊼1420

ホープ杯
グラウンド・ゴルフ大会

日時：2/7（日）9:00 ～受付
会場：加西勤労者体育センター
主催：加西市卓球協会
種目：男女混合個人戦（シングルス
一部、二部、三部　四部）
ベテランの部（60歳以上の男女によ
るリーグトーナメント）
ラージボール卓球の部（当日抽選）
参加資格：市内に住居、勤務、通学
するもの及び協会が認めたもの
申込期日：2/1（月）必着
申込方法：規定の参加申込書を下記
まで　※参加費無料
申 込 先：〒675-2461加西市殿原町
906-1加西市卓球協会　大野隆司		宛
☎㊹0662

第6回  根日女ふれあい卓球大会

支部の文化活動の一環として、初め
ての作品展を開催します。
開催期間：1/23（土）13:00 ～ 17:00
　　　　　1/24（日） 9:00 ～ 17:00
　　　　　1/25（月） 9:00 ～ 15:00
会場：アスティアかさい 3階　交流
プラザ
展示作品：絵画、書道、写真、陶芸、
手芸、その他
問合先：うれしの学園生涯大学学友
会　加西支部長　大崎侑☎㊻1260

うれしの学園生涯大学学友会
加西支部作品展

■チッパーシュレッダ
強靭な竹も 30 秒で粉砕。間伐に伴
う枝葉や残材処理にお使い下さい。
基本使用料：2,200 円 / 日
時間単価：1,800 円 / 時間
■炭化装置
100kg の竹木材から 20kg の竹炭が
作れます。竹林整備から出る竹を炭
化し、出来上がった炭で水質浄化材
や土壌改良として利用可能です。
使用料：2,000 円 / 日
問合先：バイオマス課☎㊷ 8716

チッパーシュレッダ（樹木粉
砕機）・炭化装置を貸出し

昨年好評だったレトロな駅の中での
英会話レッスンを今年も開催します。
日時：木曜クラス（初級）2/4・18・
25、3/4・11・18 の全6回
金曜クラス（中級）2/5・12・19、
3/5・12・19 の全6回
13:30 ～ 14:30
場所：北条鉄道長駅　駅舎内
対象：主婦、大学生、シニア、一般
定員：1 クラス 5名まで
受講料：全6回で 8,500円（資料代等）
申込先：北条鉄道長駅ボランティア
駅長村上☎090-7340-0888

こたつ DE英会話2010

原作／河合雅雄、監督／西垣吉春、
主演／篠田三郎、三浦春馬でおくる
昭和 10 年代初頭の丹波篠山を舞台
に「子供の自然を取り戻そう」をテー
マとした原作者少年時代の物語。
日時：1/24（日）
① 10:00 ～② 12:00 ～③ 14:00 ～
場所：加西市民会館　文化ホール
前売鑑賞券：全席自由・入替無
子ども 300 円（当日 400 円）
おとな 500 円（当日 600 円）
※無料託児所あり
チケット販売先：西村書店、市民会
館、地域交流センター
問合先：こころ豊かな人づくり 500
人委員会加西ブロック「遊学ライ
フ」☎㊹ 2193

映画「森の学校」上映会

高校、短大、大学、専修学校等の各
種学校の入学時・在学中にかかる費
用を対象とした公的な融資制度です。
融資額：学生・生徒 1 人あたり 300
万円以内
利 率：年 2.65%（固定金利、平成
21 年 11 月 10 日現在）
返 済 期 間：15 年以内（交通遺児家
庭または母子家庭の方は 18年以内）
使いみち：入学金、授業料、教科書
代、アパート・マンションの敷金・
家賃など
返済方法：毎月元利均等返済（ボー
ナス時増額返済も可能）
※その他詳細は下記まで
問合先：「国の教育ローン」コール
センター☎ 0570-008656（ナビダイ
ヤル）または☎ 03-5321-8656

日本政策金融公庫
「国の教育ローン」市立図書館は、特別整理期間のため

下記の期間休館します。
特別整理期間とは、約 16 万点ある
所蔵資料の一斉点検と共に、資料の
整理や普段できない特殊清掃や AV
機器などの点検・修理を行う期間で
す。お探しの資料を迅速・確実に提
供するため必要な作業ですので、ご
不便をおかけしますが、ご理解のほ
どよろしくお願いします。
■休館期間：2/1（月）～	10（水）
長期休館となる直前は、次のように
貸出数、期間が変更になります。ぜ
ひ、ご利用ください。
貸出冊数・期間：	

・本	 20 冊まで、3 週間
・雑誌	 10 冊まで、2 週間
・AV	 4 本まで、2 週間
問合先：加西市立図書館☎㊷ 3722

図書館の休館のお知らせ

1・2月は「はたちの献血」キャンペー
ン期間です。体調を崩しやすい冬季
は血液の在庫が少なくなる季節。安
定した血液確保のため、一人でも多
くの方の献血協力が必要となります。
ご協力をお願いします。
日時：2/4（木）
10:00 ～ 11:45、12:45 ～ 16:00
場所：市役所1階エントランスホール
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

近畿2府4県の郵便局で納付書によ
る支払を可能とするため、H22年2
月（予定）に市ゆうちょ銀行口座を
変更します。
対象：「し尿収集手数料」、「保育所
保育料」
変更事項：払込先（市）のゆうちょ
銀行の収納口座番号が変わります。
※対象者様の手続きの必要はござい
ません
問合先：市会計室☎㊷8783

市ゆうちょ銀行口座
変更のおしらせ

自動交付機を 2/1（月）～ 7（日）の間、休止します

機種入れ替えのため、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を、標記の期間、休止しま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。
■税証明発行機能追加
2/8（月）より住民票・印鑑証明に加え、税証明も自動交付機から発行
できるようになります。便利になる自動交付機をぜひご利用ください。
■住民票に方書を表記します
これまでは住民票の現住所に表示できなかった方書（アパート・マンショ
ン名等）を表記します。※市民課窓口では 2/1（月）から
問合先：市民課☎㊷ 8720

外国人のための在留資格、労働問題、
社会保障、医療情報などの相談を受
け付けます。日本で生活していくた
めの情報を多数用意していますの
で、この機会をご利用ください。（相
談無料・秘密厳守）また、周囲に外
国人のお知り合いがいる方は、この
相談会のことをお知らせください。
日時：1/24（日）10:00	～	14:00
場所：アスティアかさい 3階　地域
交流センター　交流室
対応言語：英語、中国語、インドネ
シア語、ベトナム語、ラオス語、ポ
ルトガル語
問合先：NGO	神戸外国人救援ネッ
ト☎078-271-3270
加西市国際交流協会☎㊷8751

外国人のための
多言語生活情報・相談会

東播都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針、都市再開発の方針、住
宅市街地の開発整備の方針、防災街
区整備方針についての都市計画案を
縦覧できます。なお、縦覧期間中に
意見提出できます。
縦覧・意見受付期間：
1/19（火）～ 2/2（火）の執務時間内
閲覧場所：兵庫県庁都市計画課
　　　　　加西市役所都市計画課
意見提出先：〒650-8567神戸市中央
区下山手通5-10-1兵庫県県土整備部
まちづくり局都市計画課
問合先：兵庫県庁都市計画課
☎078-362-3578

東播都市計画区域マスタープ
ラン等の変更等に関する都市
計画案の縦覧

ぐっすり眠って、しっかり運動
簡単に誰でも運動をスタートできる
知恵を伝授します。
日時：2/15（月）13:30 ～ 15:00
会場：健康福祉会館　１階　ホール
持ち物：体育館シューズ、バスタオ
ル、お茶、運動の出来る服装
募集人数：50 名　※参加無料
申込期間：1/18（月）～ 2/10（水）
申込先：国保健康課☎㊷ 8723

上手に減量するための
生活習慣講座

日程：1/30（土）～ 2/14（日）
場所：イオン加西北条ショッピング
センター　樫の木コート
展 示：紫電・紫
電改の模型、飛
行服、写真など
問合先：同保存会（上谷）
☎090-1956-1810

鶉野平和祈念の碑苑保存会
戦闘機を作った若者達展開催 加西特別支援学校高等部 3年に在籍

していた藤原彰訓君（享年 17 歳・
大内町）が、学校近くの山の草花な
どをマジックや絵の具で描いた作品
が展示されています。
台紙は交流していた北条高校生が作
りました。
開催場所・日時：

・加西市立図書館　1/22（金）まで
・善防公民館　1/23（土）～2/5（金）
展示作品：絵画 24 点・ポスターカー
ド 8 点のほか未完成の作品数点
問合先：加西特別支援学校
☎㊽ 2304

藤原彰訓君遺作展



■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
1/25（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	11月生まれの乳児　
■4か月児健診		2/	2（火）13:00 ～ 13:45
H21.	9月生まれの乳児
■1歳6か月健診		2/	9（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	8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	2/16（火）			13:00 ～ 13:45	
H18.	12月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			2/18（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		2/25（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2（予約制）		
2/	4（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママ育児協力者	

1月17日（日）　米 田 病 院　（尾崎町☎㊽3591）
1月24日（日）　徳 岡 内 科　（北条町☎㊷0178）
1月31日（日）　坂 部 整 形 外 科　（北条町☎㊸1444）
2月 7日（日）　荒 木 医 院　（北条町☎㊸9711）
2月11日（木）　大 杉 内 科 医 院　（別府町☎㊼0023）
2月14日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎㊷6000）
2月21日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎㊺2050）

特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8727）
　2/2（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　2/2（火）　市民会館
■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  
　1/28（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  
    2/10（水）　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  
　1/23（土）、2/4（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  
　1/18、2/1・15（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  
　1/21（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。

納 期 内 完 納 に ご 協 力 を
お 願 い し ま す
平成 21 年度市県民税（普通徴収）4期・
国民健康保険税 7期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  2 月 1 日（月）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。12月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

増田勝榮 96 増田龍彦 和泉町
東後いみ子 86 東後　猛 繁昌町
神田英子 101 神田英紀 山田町
田中幸子 96 田中隆之 北条町栗田
蓬莱保夫 67 蓬莱康博 北条町西高室
藤原　功 67 上原大輔 朝妻町
岡本君子 73 岡本一成 田谷町
高井昭一 59 高井尚美 北条町古坂
橋爪すみ子 73 橋爪洋一 田原町
三田八千惠 77 三田　實 鎮岩町
玉置種義 83 玉置清和 西長町
村上英夫 89 村上千鶴子 琵琶甲町
藤井てる子 86 高橋　満 北条町西高室
小松　茂 83 小松茂喜 北条町南町
吉田じつゑ 94 吉田　繁 中野町
松岡よ志の 90 松岡義博 国正町
田中ふみ子 90 田中滋雄 北条町栗田
小岩婦美子 91 小岩　薫 田原町
爲平　浩 76 爲平雅人 西笠原町
山田定義 83 山田英彦 山枝町
栁　かつゑ 85 栁　与一 北条町黒駒
西井とよの 96 西井亮一 段下町
三宅義治 67 三宅正浩 東笠原町
原田宗一 60 原田智裕 北条町栗田
大西久子 94 大西利幸 上道山町
高橋　進 57 高橋ふさの 上若井町
菅原ふみゆ 79 菅原輝雄 北条町黒駒
伊籘晋治 68 伊藤雅之 北条町東高室
志方七郎 80 志方宣夫 朝妻町
中村みつゑ 84 中村壽男 両月町
谷　みつゑ 86 谷　静夫 油谷町
谷勝種吉 73 谷勝茂樹 西谷町
横田よし子 86 横田廣義 中野町
高井國男 86 高井敏之 北条町古坂
山本三四市 85 山本雅雄 北条町黒駒

※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。

募　集

神戸新聞社では、結婚 50 年を迎え
られたご夫婦をお祝いします。該当
者はもれなくお申し込みください。
対象：昭和 36 年中に婚姻届を提出
した県内在住のご夫婦
締切：2/26（金）必着※先着順
申込先：詳細はお近くの神戸新聞販
売店または神戸新聞社地域活動局☎
078-362-7086 でお確かめください。

金婚夫婦祝福式典の募集

兵庫県高齢者放送大学では平成 22
年度の学生を募集。本学はラジオ放
送を聴いて感想文を提出することが
学習の基本。教材としてテキストを
毎月 1 回発行。また年数回のスクー
リングなどを通して学生相互の交流
を図る。
対象：60 歳以上で県内在住者
募 集：本科 500 人（先着順）他に
聴講生制度もあり
募集期間：2/10（水）～ 4/9（金）
経費：年間 6,000 円（テキスト代含む）
放送：ラジオ関西 (558kHz）毎週土
曜 6:00 ～ 7:00
学習期間：1 年間
申込先：兵庫県高齢者放送大学
☎ 079-424-3343

高齢者放送大学　学生募集
被保護者等の就労支援などをする就
労指導員を募集します。
応募資格：
・被保護者等の就労支援に熱意のあ
る方

・履歴書の記載方法、面接の受け方
等の助言が適切にできる方

・児童虐待・DV 事案に適切に補助
できる方

・暴力行為等不当な行為に対する処
理ができる方

応募期間：2/8（月）まで※消印有効
応募方法：応募申込書に住所、氏
名、連絡先等の必要事項を記入し、
応募動機（800 字以上 1200 字以内）
を添えて、下記まで郵送、FAX、電
子メールのいずれかで、お申し込み
ください。
※申込用紙は、市ホームページでダ
ウンロードできるほか、社会福祉課
の窓口で配布しております。郵送希
望の方はご連絡ください。
処遇・待遇等：
・嘱託員で、報酬は月額 147,400 円
・雇用年限は、国のセーフティネット補
助事業が継続される限りとします。

申込先：〒 675-2395（住所表記不要）
社会福祉課生活支援担当☎㊷ 7520
ＦＡＸ㊸ 1801　fukushi@city.kasai.lg.jp

就労指導員の公募について

1/23（土）9:00 ～ 14:00 に健康福祉会
館で開催する「第11回ボランティア
のつどい」で災害時の訓練として約
500食分のカレーを作り参加者に配
ります。ご協力をお願いします。
日時：準備1/22（金）14:00 ～ 17:00頃
　　　当日1/23（土）8:00 ～ 13:00頃
場所：加西市健康福祉会館調理場
内容：炊きだし準備（カレー）
持参品：エプロン、帽子
申込・問合先：ボランティアのつど
い実行委員会（加西市社会福祉協議
会）☎㊸8133
古本市の開催
日時：1/23（土）10:00 ～ 14:00
場所：健康福祉会館　大会議室

炊きだしボランティア募集

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。
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



■「冬のフォトコンテスト」作品募集

発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790㊷1110（代）
編集／加西市経営戦略室　☎0790㊷8700　FAX0790㊸1800
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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、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詳細については下記までお問い合わせ下さい。
　平成 21 年は、田仲紀陽さん（堺市）から 500 万円のご寄付をいただくなど、全国 56 名の方々
より合計 1,613 万円のふるさと納税がありました。これらのご寄付は、全国に誇れる魅力ある
加西の創造に活用させていただきます。　　　　　　　　　　問合先  財政課☎ 0790 ㊷ 8710

ふるさと納税は加西市に

● 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。

たんぼにトラのオブジェが出現

【問合先】　加西市観光案内所☎㊷8823　

　平成 22 年の干支にちなんだトラのオ
ブジェが、北条鉄道播磨横田駅北側の踏
切近くのたんぼに出現しました。
　トラは、山本六良太夫さん（東横田
町）、中村利実さん（西剣坂町）、後藤明
芳さん（東横田町）が、木の骨組みに稲
わらをまくなど加工したもので、高さは
約 1.1 メートル、体長は約 2.1 メートル
あり、周りを竹で飾っています。道行く
人は、竹やぶから出てきたトラに驚いた
り記念撮影したり。
　そばには、山本さんの詠んだ句の立て
札が立てられています。「不景気を寅を
作りて祓いけり」

　加西市観光まちづくり協会では、加西市の冬をテーマにした写真を募集しています。
　すばらしい加西の冬の風景を写真を通じて多くの皆さまに知っていただこうと企画し
た今回のフォトコンテスト。雪の舞う様子や霜の降りた田畑など冬をテーマにしたもの
であれば応募自由。写真を見た人が思わず加西に足を運びたくなるような魅力的な写真
をお待ちしています。

■募集期間：3月 1日（月）まで
■応募方法：題名、撮影場所、住所、氏名、年齢、職業、電話番号等を記入した用紙を応募写真の裏側にテープで貼り
　　　　　　付け、観光まちづくり協会事務局まで郵送もしくはご持参ください。
　　　　　　詳細については、観光まちづくり協会ホームページ「かさい観光ナビ」をご覧ください。
■問 合 先：加西市観光まちづくり協会事務局☎㊷ 8740

本物と見間違う手作りのトラ。右下はトラを作った後藤さん、山本さん、中村さん（左から）

皆さんの自慢の逸品をご提案ください
　市内生産者をはじめ事業所の皆様から、まだまだ一般に知られていな
い美味しい産物や優れた加工品など、ご自慢の品を提案いただき、加西
の特産品として広く情報発信するとともに、ふるさと納税などのお礼や
加西土産として活用したいと考えています。ぜひ、下記までお問い合わ
せ下さい。
問合先  ふるさと営業課☎ 0790 ㊷ 8740

雪の奥山寺多宝塔

加西の産品
米、苺、ぶどう、お酒▶

田仲さん（右）に市長感謝状を贈呈（1/8）


