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　土日休日や平日夜間の議会開催については、前々から複数の議員から提案があったものであり、日頃は議会を傍
聴できない市民の皆様にも配慮させていただきました。多くの市民の皆様に、執行者と議会のやり取りなどをご覧
いただき、教育問題はじめ加西が直面する数々の重要な政策課題について関心をもっていただき、市政を一緒に考
える政治参加の機会としていただきたいと願って臨時会を開催しました。
　これまで何度も否決された条例案を、なぜ臨時会を開いてまで再度提案するのかと思われる向きもあるでしょう
が、特に急ぐものについては、是非とも年度内に成立させ、新年度 4月当初から執行したいと考えたからです。そ
もそも議会が通年で開かれていれば、臨時会を開催するまでもないことです。
　現在の加西市には、解決すべき重要課題が山積しており、さらなる行財政改革を進めるには、前倒しで取り組む
必要があります。多くの改革派首長は、過去 3回も 5回も否決された議案でも提案し、市民から見える公開の場で、
議会と向き合い議論を重ねて改革を進めており、この点、加西市も全く同様です。
　これまで否決された議案の多くは、会派の思惑が働いたり、市政の現状についての認識に相当開きがあったこと
などから、合理的な理由なしにあるいは本当の理由を隠して否決されたものと受け止めています。以前は反対され
た議員もその後、他の自治体の事例なども参考にされ、多くの市民の意見も聞かれたりして、否決された当初の議
員の判断に変化があってもおかしくないし、市民本位で考えていただければ結論は自ずと違ってくると思います。
　市財政の現状や山積する行政課題を見れば、改革を先送りできないことは明らかであり、再三否決されるなら議
会として対案を出していただくべきでしょう。ただ反対だけでは問題解決になりません。
　全ての議会審議は、舞台裏での不透明な事前調整をせずに、衆人環視の中でオープンに行われるべきで、議案を審
議する前から、会派毎に賛成・反対が既に決まっているようでは、議会が形骸化していると言わざるを得ません。
　なお、昨年 6月以来、大事な教育委員が 1名空席のままであり、学校問題等、重要な教育行政課題に対処して
もらうためにも早く任命したかったものです。今年は特に教育問題に精力的に取り組もうとしている矢先、その根
幹を担う教育委員の選任について再度不同意となったことは誠に残念です。三顧の礼をもってお迎えするべきお方
に対して、全うな価値判断がなされなかったのは大変遺憾です。
　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促進に繋がります。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。教育委員人事を政争の具にしてはいけません。　　　　　　（市長）
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重要案件について臨時議会を開催
　第 230 回加西市議会臨時会が 2月 7 日（日）に市民会館文化ホ
ールで開催され、会場を訪れた約 280 人の市民の皆様が約 8時間
にわたる議会審議を傍聴されました。
　臨時議会では下記の5議案を市長提案し、うち1議案が当日採決、
他の4議案は委員会付託となり後日、審議されることになりました。
　（なお、この頁は 2月 8日に作成しているため、4議案の採決結
果は掲載できませんので、来月の広報かさいでお知らせします）

■臨時議会を開催して

市政の最重要テーマ「教育問題」の解決に向けて
　加西市の教育はいま多くの課題を抱え、その解決を迫られています。中川市長も、今年の市政の最重要課題は「教育」
であると明言しています。
　こうした状況にあるにも拘わらず、教育行政の根幹である教育委員の選任について、昨年 6月議会の不同意だけでなく、
新たな候補者についても、昨年の 9月議会に引き続き、２月７日の臨時議会で再度不同意されたことはとても残念です。
　兵庫教育大学准教授の竺沙知章（ちくさともあき）先生には、平成 20 年 8月から 21 年 3月まで「加西市の未来の学
校づくり検討委員会」の委員長、また、昨年 2月からは「加西市教育委員会評価委員会」の委員長にご就任いただきました。
各々の委員長として中立かつ公正な立場で会議を進められ、報告書もご自分の手でまとめられるなど、優れた識見と手
腕を発揮されました。
　「教育委員は加西市民から選ぶべき」というのが不同意の中心的な意見でした。しかし、「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」、いわゆる「地教行法」には、教育委員は地元の市民でなければと規定されているわけではありません。
地域、市域を重視すると同時に広く県や国の動向を見ることも委員にとって必要だと考えられているからです。
　竺沙先生は、教育、学術、文化に対する識見や教育の様々な領域での経験は申し分なく、お願いした仕事は責任感、
指導力を発揮して進められます。そういうことを知って、是非とも教育委員にと当方からお願いしたのです。
　「地域を知らない」という指摘が何度もありました。しかし「地域を知っていること」と「教育の課題を解決すること」
とは必ずしも同じではありません。教育の課題を解決するのに最適任の方が、同意を得られたら加西市の教育のために
尽力したいと言っておられました。この臨時議会では、そのことが十分に分かってもらえませんでした。
　いい教育、いい学校をつくることは市民の願いであり、いま教育委員会は、新しい学習指導要領の本格的定着、特に、
児童生徒に、確かな学力、豊かな心、健康と体力、生きる力を身につけさせていくこと、老朽化した校舎の耐震補強や
建て替え、学校再編、幼稚園・保育所の民営化、開かれた学校、教育委員会づくりなど教育行政の重要課題への取り組
みを進めていかなければなりません。
　今回の事態を受けて、教育委員会は、竺沙先生への非礼を深くお詫び申し上げながら、新たな委員候補者の選任を市
長にお願いしたところ、「最重要テーマである教育問題に対処できる志と識見の高い人材を公募する」との意向でした。

（教育長）

加西市学校再編・幼保民営化検討委員会の検討状況について

【意見提出先】　〒675-2395（住所表記不要）こども未来課　☎㊷8726　ＦＡＸ㊸1801　kodomo@city.kasai.lg.jp

　加西市では、平成 21 年 4月に上記委員会（委員長／東郷副市長）を庁内に設置し、学校再編問題、幼保施設問題を多
角的に検討してきました。全ての作業については、まだ道半ばですが、特に幼保施設問題については一応の「素案」を
取りまとめました。
　そこで今回、検討状況の中間的報告として「加西市立幼稚園・保育所統合・民営化基本方針（素案）」及び「公立幼保
施設統合・民営化実施計画（素案）」を次のとおり公開いたします。公開資料をご覧いただき、ご意見等をお寄せください。

■公表資料閲覧場所
　教育委員会こども未来課（市役所 1階）、市ホームページ、市民会館、各公民館、地域交流センター、図書館で
　2月 25 日（木）から閲覧できます。
■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メールで下記までお寄せ下さい。様式は自由です。

■教育委員の公募について
　加西の教育のレベルアップ、質向上、老朽施設の建て替え、教育文化の振興など加西市教育行政が抱える重要課題
に高い志と情熱をもって取り組んでいただける見識豊かな方を公募します。

任 期 ・ 報 酬／ 4年・年間 601,200 円
応 募 方 法／ 3月 31 日（水）までに、履歴書及び課題論文「教育の質向上と教育委員の役割」（2,000 字程度）を
　　　　　　　持参又は郵送してください。

申込・問合先／〒 675-2395（住所表記不要）総務部総務課（庁舎 3階）　☎㊷ 8702

■議案第 1 号　加西市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて（賛成 7、反対 10 で不同意）
　兵庫教育大学の竺沙知章准教授（教育行政学）に教育委員になっていただくために同意を求めました。「加西市の未来の
学校づくり検討委員会」と「加西市教育委員会評価委員会」の委員長を務め、教育についての情熱と識見をお持ちの方です。
■議案第 2 号　加西市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の制定について
　社会福祉協議会、加古川西部土地改良区、北条鉄道、加西北条都市開発など、公益法人や市の関連団体等に職員の派遣を
可能とするもので、その運営をサポートするとともに、相互連携を強化して活性化を図ろうとするものです。
■議案第 3 号　加西市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定について
　職員の絶対数が減少する中、市長や副市長の仕事は目一杯の状態が過去4年以上にわたり慢性的に続いています。山積す
る重要な政策課題に前倒しで取り組めるよう、必要に応じて副市長を2人置くことができる条例を予め定めておくものです。
■議案第 4 号　加西市開発調整条例の制定について
　市内の開発や建築が不適切に行われていても、加西市には根拠条例がないために指導できないケースが多々あります。事
業者や近隣住民とのもめ事とならないように、また行政が恣意的に規制や指導を行わないよう条例を定めるものです。
■議案第 5 号　指定管理者の指定について（オークタウン加西）
　オークタウン加西の管理運営を民間事業者に任せ、サービス向上と運営の効率化を図ろうとするものです。民間事業者も
以前からの地元雇用は守るとしており、また地元にも了承していただいたので、4月から指定管理に移行させるものです。

提案説明する中川市長
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平成22年の区長さんは次の方々です

王子町 前田　忠
戸田井町 高見陽右
両月町 高見芳行
大村町 高井康之
尾崎町 石野一郎
段下町 山本正利
中西南町 井上一成
中西北町 松田俊彦
琵琶甲町 村上克也
野条町 蓬莱壽昭
牛居町 前田知十司
上野田町 岩田　勝
東野田町 東一　勝
東笠原町 中安　高
西笠原町 佐伯道雄
三口町 幸田　博
坂本町 小林栄志
倉谷町 森本義一
千ノ沢町 櫻井伸一
新生町 永見輝嘉
尾崎団地自治区 中谷勝己

■下里地区

中野町 三宅博明
田原町 小岩照雄
網引町 吉田　甫
南網引町 多田博彦
栄町 吉田　廣
桑原田町 松尾信吾
繁陽町 山端一男
繁昌町 増田誠夫
上宮木町 別府信之
下宮木村町 深田哲男
下宮木町 澤中　弘
鶉野上町 後藤　勇
鶉野南町 高原明郎
鶉野中町 黒田義昭
繁昌団地自治会 前野　睦

■九会地区

上若井町 高橋一吉
下若井町 六萬正昭
大内町 藤原　英
下道山町 大西清博
上道山町 高井重義
下万願寺町 牛尾義明
上万願寺町 大豊　武

■西在田地区

殿原町 吉田邦夫
鴨谷町 金沢博文
笹倉町 甘中吉彦
中富町 富永千葊
越水町 長田義文
北町 吉田秀貴
別所町 松本光生
佐谷町 堀井秀司
上野町 能瀬　肇
広原町 為広恭司
下芥田町 芥田首　均
上芥田町 立脇範雄

■在田地区

福吉町 藤本秀之
本町 小塩昭一
南町 窪田弘之
駅前町 中塚久司
御旅町 森田　博
御幸町 内藤陽道
笠屋町 中川孝弘
宮前町 三枝正明
江ノ木町 宮崎長徳
住屋町 後藤　学
栄町 安達高明
小谷 長尾敏昭
栗田 平位　和
横尾 高井壽郎
古坂 高井　崇
東高室 山下正和
西高室 高橋保雄
東南 岡田泰和
西南 森本公一
黒駒 菅原雅彦
曽根自治区 増田康彦
北条第三住宅自治区 中山景寿
古坂 1丁目自治区 小田岳人
古坂 2丁目自治区 春井　勝
古坂 3丁目自治区 岸本貞男
北条団地自治区 原田孝志
女鹿山自治区 平田信男
清水団地自治会 堀井武次
カナダ村自治会 吉田利明
荒神山住宅自治区 荒枝和美

■北条地区

谷町 藤原基彦
西谷東町 為廣實千男
西谷西町 国松輝夫
畑町 青木　清
窪田町 後藤　猛
吸谷町 柏原芳彦
西上野町 岡　聖一
市村町 川嶋　満
坂元町 衣笠　孝
福居町 柏原　昇
谷口町 田中和彦
吉野町 福永芳嗣
芝自治区 熊谷曜義

■富田地区

甲和泉町 増田　剛
乙和泉町 増田雅宏
河内町 高見　学
山田町 内山恭昌
野上町 内藤武房
池上町 内橋康文
西野々町 阿部佳也
島町 織部利秋
満久町 内藤正樹
馬渡谷町 遠藤龍夫
大工町 神田定秀
鍛治屋町 岡田一二三
油谷町 宇仁博文
田谷町 岡本良三
国正町 志方顕久
小印南町 常峰潤一
青野町 繁田　基

■多加野地区

平成22年の農会長さんは次の方々です
■加西市区長会会長　　　平位　和 （北条地区代表区長）
■加西市区長会副会長　　櫻井伸一 （下里地区代表区長）

　　田中義昭 （富合地区代表区長）
　　増田雅宏 （多加野地区代表区長）

■富田地区代表区長　　　福永芳嗣
■賀茂地区代表区長　　　山本正憲
■九会地区代表区長　　　山端一男
■西存田地区代表区長　　牛尾義明
■在田地区代表区長　　　甘中吉彦

福住東町 本多邦好
福住西町 渡邊俊彦

■賀茂地区

山下西町 中川元作
山下中町 今峯隆司
山下東町 奥隅貞壽
西横田町 古角正博
東横田町 山本正憲
鎮岩町 三船博史
岸呂町 杉本善一
東長町 玉置　悟
西長町 村田利一
東剣坂町 柏原増夫
西剣坂町 大寺幸作
中山町 西本雅彦
大柳町 小林久義

都染町 松岡勝己
別府西町 西面重一
別府中町 松末和征
別府東町 西村　一
常吉町 吉田康明
朝妻町 石原修臣
豊倉町 田中義昭
玉野町 本玉真規
山枝町 仲井満男
玉丘町 三船　晃
青野原町 浅田勝利

■富合地区

【問合先】　自治参画課☎㊷8751

北条東	 松本　正
北条西 井上邦男
小谷 正中勝重
栗田 前田久至
横尾 内藤康秀
古坂 高見博幸
東高室 冨田正勝
西高室 高橋晴彦
東南 岡田岩雄
西南 森本　薫
黒駒 菅原一道

■北条地区

谷町 宮長正一
西谷東町 石　芳博
畑町第 1 岡　晃弘
畑町第 2 木下一夫
畑町第 3 安富俊次
畑町第 4 安富健蔵
窪田町 山下　勉
吸谷町 柏原貞仁
西上野町 永野正三
市村町 中右憲利
坂元町第 1 永田岳巳
坂元町第 2 衣笠保則
福居町第 1 小池秀和
福居町第 2 柏原克哉
福居町第 3 喜田泰成
福居町第 4 黒田茂章
谷口町 田中康仁
吉野町 荒木武彦

■富田地区

王子町 大道眞一
戸田井町 高見和則
両月町 高見　勉
大村町 難波　茂
尾崎町 岩崎敏明
段下町 安田修一
中西南町 谷川重之
中西北町 松田　均
琵琶甲町 内田康雄
野条町 蓬莱　保
牛居町 中村　宏
上野田町 中川和明
東野田町 久保清和
東笠原町 三宅富義
西笠原町 佐伯　秀
三口川北 森本龍一
三口北浦 森井和喜
三口上所 西岡勝義
坂本町 浅見　悟
倉谷町 谷川定隆
千ノ沢町 山本貞一

■下里地区

中野町 岡本忠義
田原町 河合正信
網引町 西脇　強
南網引町 神澤　均
栄町 小林　清
桑原田町 加門弘明
繁陽町 増田佳紀
繁昌町 谷口義博
上宮木町 田中　勤
下宮木村町 古元美貴男
下宮木町 澤中文彦
鶉野上町 河合俊三
鶉野南町 後藤光敏
鶉野中町 宮崎和男

■九会地区

甲和泉町 伊藤芳弘
乙和泉町 藤本郁生
河内町 鈴木　茂
山田町 奥畑眞一
野上町 高見勝彦
池上町 南古和彦
西野々町 北田英樹
島町 仲田和好
満久町 藤原恭則
馬渡谷町 中植修一
大工町 神田　徹
鍛治屋町 玉田滋基
油谷町 福田和秀
田谷町 常峰正敏
国正町 志方恒雄
小印南町 重松敏彦
青野町 繁田　薫

■多加野地区

上若井町 篠倉和夫
下若井町 藤田賢裕
大内町 福井一彦
下道山町 増田　茂
上道山町 福井　隆
下万願寺町 大塚城弘
上万願寺町 国田琢道

■西在田地区

殿原町 丸山康久
鴨谷町 小田和彦
笹倉町 松井章紡
中富町 高見昌宏
越水町 長田謙一
北町 吉田準之祐
別所町 千石忠純
佐谷町 蓬莱義夫
上野町 藤原良作
広原町 為平貞信
下芥田町 小牧久規
上芥田町 是常陽一

■在田地区

■加西市農会長会会長　　　谷川定隆 （下里地区代表農会長）
■加西市農会長会副会長　　為平貞信 （在田地区代表農会長）
■北条地区代表農会長　　　井上邦男
■富田地区代表農会長　　　柏原克哉
■賀茂地区代表農会長　　　名古屋義数
■九会地区代表農会長　　　谷口義博
■富合地区代表農会長　　　高田勝博
■多加野地区代表農会長　　神田　徹
■西在田地区代表農会長　　増田　茂

福住東町 本多順一
福住西町 安田潤一
山下西町 沢田重幸
山下中町 山下　哲
山下東町 名古屋義数
西横田町 山本敬三
東横田町 山本則雄
鎮岩町 三船敏由紀
岸呂町 水田徹也
東長町 長井繁明
西長町 玉置清和
東剣坂町 中本正廣
西剣坂町 三島孝司
中山町 松本由郎

■賀茂地区

大柳町 小林大助

都染町 多田和幸
別府西町 西面博光
別府中町 松末岩男
別府東町 高田勝博
常吉町 吉田一男
朝妻町 高田勝生　

■富合地区

【問合先】　農政課☎㊷8741

豊倉町 岩佐　隆
玉野町 西脇　博
山枝町 仲井啓二
玉丘町 井上秀春
青野原町 阿木　仁　

代表区長の皆さん／左から牛尾さん、山端さん、山本さん、増田
さん、平位さん、櫻井さん、田中さん、福永さん、甘中さん

代表農会長の皆さん／左から井上さん、名古屋さん、谷川さん、
谷口さん、柏原さん、高田さん、神田さん、増田さん
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固定資産税「口座前納希望はがき」を廃止します

【問合先】　税務課資産税担当☎㊷8713

所得税の確定申告・市県民税に関するお知らせ

　固定資産税を口座振替で納めていただいている方へ、年間の納付方法をお問い合わせするた
め例年 4月 1日付で送付していた「口座前納希望はがき」を、税の新システム移行に合わせ、
平成 22 年度から廃止いたします。
　今後、次のような取り扱いとなります。

■平成 22 年度からの取り扱い
・平成 21 年度及びそれ以前に「継続的に前納」を希望された方は、引き続き「前納」で納付とさせていただきます。
・平成 21 年度に「その年のみ前納」または「期別」を希望された方は、「期別」で納付とさせていただきます。

　平成22年度の「前納」と「期別」の振替方法の変更を希望される方は、下記問合先へ 3 月 31 日（水）までにご連絡ください。
　新規に口座振替での納付を希望される場合は、金融機関等で依頼書に「前納」または「期別」のどちらか希望の納付
方法を記入して下さい。

※「前納」は、一年分を一括で前もって納税する方法。「期別」は一年分を期別ごとに4回に分けて納税する方法です。

■平成 21 年分所得税の確定申告・平成 22 年度市県民税の申告期間

【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い合わせ下さい。

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

　市では、次のとおり申告相談・申告書の受付を行います。

　加西市では、今年の確定申告期間中、平日（月～金曜日）以外にも、2月 21 日及び 28 日の日曜日に限り市民会館コ
ミュニティーセンター 3階小ホールにおいて、確定申告の相談・受付を行います。
　なお、通常の土・日は閉庁しております。また、社税務署では今年の申告期間中の開庁は平日のみで、土・日は閉庁
しております。

■平成 22 年度市県民税申告（平成 21 年分確定申告）相談日程

■所得税
　給与所得以外に次のような所得がある方は、申告が必要な場合がありますので、昨年１年間の収入をもう一度確認
しましょう。
・農地や空き地を駐車場に貸したときの収入、アパートや貸間の収入（不動産所得）
・土地や建物などを売った収入（譲渡所得）
・生命保険契約等の満期保険金等（一時所得）

【サラリーマンの確定申告】
　次のような場合は確定申告をしなければなりません。
・給与を一ヶ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の合計所得が 20 万円を超える場合（ただし 20 万円以
下の場合でも市県民税の申告は必要です。）
・平成 21 年中の給与の収入金額が 2,000 万円を越える場合
※源泉徴収をされている方で医療費控除、住宅借入金等特別控除などの申告をされると所得税が還付される場合がありま

　す。申告書の書き方などで分からないことがあれば、税務署又は市の申告会場で相談してください。

【農業所得の申告】
　経営的規模の耕作がある方の農業所得の申告については、全て、実際の収入から必要経費を差し引いて所得を出す
収支計算に基づいて申告しなければなりません。
※市の申告会場では例年大変混雑し長時間に及ぶ待ち時間が生じておりますので、農業所得に係る収入及び支出の内訳に

　ついては、事前に集計し、できるだけ収支内訳書を作成のうえご来場くださるようご協力お願いします。（収支内訳書の

　作成には、出荷伝票や収入金額等の分かるもの、領収書や購入証明書等の支出の分かる書類や帳簿が必要です。）

【株式譲渡の申告】
　株式譲渡については多様なケースが想定されますので、株式譲渡に関する申告については社税務署でお願いします。

問合先：社税務署個人課税部門☎ 0795-42-0223

区分 期間 場所 時間 対象者

申告相談

2 月 16 日（火）
～ 3 月 15 日（月） 市民会館コミュ

ニティセンター
3 階　小ホール
☎㊷ 8717

9:00 ～ 16:00 申告の必要な方原 則、 土・ 日 は 除 く。
ただし、2 月 21 日・28
日の日曜日は相談受付
を行います。

所得税確定申告相談
社税務署・加西市

2 月 18 日（木）
2 月 19 日（金）
2 月 22 日（月）
3 月 1 日（月）
3 月 2 日（火）
3 月 3 日（水）

市民会館コミュ
ニティセンター
3 階　小ホール
☎㊷ 8717

10:30 ～ 16:00
税務署職員等が申告相談に応じます。
※事業（営業）所得、譲渡所得のある方は、
なるべくこの期間にお越しください。

税理士等による無料相談
（所得税・消費税確定申告相談）

税理士会・納税協会
納貯連合会・商工会議所

2 月 16 日（火）
2 月 17 日（水）
2 月 24 日（水）
2 月 25 日（木）
2 月 26 日（金）

加西商工会議所
3 階　大会議室
☎㊷ 0416

9:30 ～ 16:00
対象者には、ハガキで通知
します。

税理士等が申告相談に応じます。
ハガキで通知のない方でも確定申告の相談
に応じます。

【申告に必ず持ってくるもの】
①所得税申告のお知らせハガキまたは市県民税の申告書（用紙が送付された方）
②源泉徴収票（給与所得、年金所得がある方）
③所得の計算に必要な帳簿書類
④生命保険、地震保険料等の支払証明書やその他領収書（医療費控除を受けるには医療費の領収書が必要です。）
⑤国民年金保険料の控除証明書又は領収書（国民年金保険料の支払いがある方）
⑥通知があった方は通知書
※新たに振替納税を希望される方は、金融機関名・預金の種類・口座番号・通帳使用印もご準備ください。

※平成 21 年分の確定申告から、上場株式等の配当等に係る配当所得を申告する場合には、支払通知書等の添付が義務付けられま

　したので、申告会場にご来場の際は必ずご持参ください。

【市の申告会場で申告相談される方へ】
　市の職員が申告相談に応じる場合は、原則として次の者とします。
①給与所得者及び公的年金等受給者
②上記①以外の者のうち、おおむね所得 300万円未満の白色申告者（ただし、事業所得等の収入が約 1,000 万円以上であ
　る者を除きます。）
※上記以外の所得等がある方については、税務署による申告指導を受けてください。

■市県民税
　平成 22 年 1月 1日現在、市内に住所があり前年中に所得があった方（確定申告をする方、サラリーマン等で確定
申告の必要がない方を除く）は市県民税の申告が必要です。
　特に、国民健康保険に加入の方は、所得によって保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告をしてください。
　申告書は 3月 15 日（月）までに申告会場または市税務課へ提出してください。問合先：市役所税務課☎㊷ 8712
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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/

『加西病院の近況』

ている間に、働きにくい職場に愛想を尽かした医師の立

ち去りがおこり、診療科の休診、救急からの撤退、患

者数の減少、病棟閉鎖へと進み、ついに病院全体が機

能不全に陥って一挙に経営破綻を来たすというパター

ンがあることが判ります。

　本院は過去から病院への繰入金が少なかったため、

慢性的に資金不足状態にあります。そこで年末のこの

コーナーで、市民のボランティア活動にお礼を申し上

げ、現金のご寄付が頂けるなら貴重な助けになります

と書きましたところ、早速一人の市民の方からご寄付

を頂き感激しました。この場を借りてお礼申し上げま

すと共に、多くの方の援助を期待しております。

　加西病院は市民に支えられ、市民と共に発展してゆ

きたいと考えています。どうぞ加西病院へのご支援を

お願いいたします。

　（	病院事業管理者兼院長　山邊裕	）

　今回は加西病院の近況をお知らせします。

■患者数増加の報告とお願い
　2年前のマタニティセンターの開設に続き、今年度

は眼科と泌尿器科が入院診療を開始したことはご承知

の通りです。近隣の病院が医師不足を来たす中、内科

の医師数も増え、入院外来患者も増加しています。市

民にとっても病院にとっても有り難いことと感謝して

います。

　時として満床となって、新規の入院受け入れが出来

ない場合があります。このような事態を避けるため、

急性期の病状を脱した患者さんには自宅療養や転院を

お願いしています。この方針に不満を頂戴する場合が

ございますが、市民全体に公平な医療提供を行うこと

が病院の使命です。ご家族にはご理解と協力を切望す

る次第です。

■患者アンケート
　今年度患者アンケートを実施しました。加西病院へ

の評価は低くないことが判りました。勇気を得て、更

に患者さんに信頼され頼られる病院を目指します。

　アンケートの中で指摘された事項として、駐車場不

足がありました。もともと地形的にスペースが限定さ

れていることと、患者数が増えてきたため駐車場が相

対的に減少したことが原因と考えられます。一方、病

院裏の立体駐車場の二階などは混み合う時間帯でも空

きがあることが少なくありません。看板を立てて誘導

していますので、立体駐車場も是非ご利用ください。

■病院へのご寄付
　日本各地で生じている病院危機の構造を見ますと、

病院にお金がないため医療環境や人員の欠如を放置し

写真／立体駐車場をご利用ください
駐車場不足のご指摘を頂いています。玄関前が混み合う
時間帯でも立体駐車場には空きがあることが少なくあり
ません。看板で誘導しています。どうぞ、ご利用ください。

まちかど医療指南の開催

【問合先】　市立加西病院　病院経営推進室☎㊷2200

　市立加西病院では、「市民の皆様と共に歩む病院づくり」を目指して、医師
が直接街角に出向き医療講話を行う「まちかど医療指南」を行っています。
　今回は、市立加西病院の外科に関する情報提供や進歩している外科手術の現
状を紹介しますので、是非お気軽にお立ち寄りください。

日時／ 2月 25 日（木）　14:00 ～ 14:30
場所／アスティアかさい１階　コープ前ロビー
内容／「加西病院の外科はどんな診療、どんな手術を行っているか」
　　　　講師　生田肇診療部長兼外科部長

昨年アスティアかさいで開かれた「まち
かど医療指南」。山邊院長が講義

市立加西病院は助産師による母乳外来を始めました

【問合先】　市立加西病院　マタニティセンター☎㊷2200　予約の受付時間9:00 ～ 17:00

料金／初めての方 4,000 円　当院で出産された方 3,000 円

　市立加西病院マタニティセンターでは、授乳中のお母さんの相談に応じられるよう助
産師による母乳外来を 1月より開始しました。
　母乳は飲ませたいけれど上手に飲ませられない、しこりが出来ておっぱいが痛い、母
乳不足が心配など、母乳についての悩みをご相談下さい（要予約）。

市立加西病院の婦人科外来の予約診療にご協力を

【問合先】　市立加西病院　婦人科外来☎㊷2200　予約の受付時間9:00 ～ 17:00

　受診を希望される場合は、電話で婦人科外来にお問い合わせください。初めての方でも、予約可能です。

　婦人科外来では、患者様の待ち時間を少しでも短くするため、下表のとおり予約診療を行っています。
　平成 18 年 9月の婦人科再開から 3年が過ぎ、おかげを持ちまして患者数も順調に増加
し、婦人科手術や分娩も対応できるようになりました。
　現在、婦人科医師は多忙をきわめ、緊急の手術や分娩で外来診療が急遽ストップする等、
ご迷惑をおかけすることもありますので、柔軟に対応できるよう予約診療へのご協力を
お願いします。なお、予約診療の方を優先しますので、当日受付の方は、待ち時間が長
くなることをご了承ください。

曜日 担当医師 午前の診療 午後の診療 診療の種類
月 廣瀬 9:00 ～ 11:30 14:00 ～ 15:30

初診・再診・予約診※午後の診療は予約診のみ火 廣瀬 9:00 ～ 10:30 14:00 ～ 15:30
水 中林 9:00 ～ 11:30 手術の為休診
木 廣瀬 9:00 ～ 11:30 14:00 ～ 15:30 予約診療のみ
金 廣瀬 9:00 ～ 11:30 14:00 ～ 15:30 初診・再診・予約診※午後の診療は予約診のみ

■婦人科外来診療スケジュール

平成22年度の町ぐるみ健診は時間指定制になります

【問合先】　国保健康課☎㊷8723

申込締切／ 6・7月開催分は 4月 16 日（金）、8・9月開催分は 7月 2日（金）まで
実施場所／農協会館（加西市玉野町）
受付時間／市が指定した時間※午前中に実施予定

　平成 22 年度から、町ぐるみ健診は一人ひとり受付時間を指定して実施します。これにより、安全に健診が受けられ、
待ち時間も解消されることから健診が受けやすくなります。
　時間指定制となるため、申込み期日内のお申し込みが必要となります。詳細については、広報かさい 3月号または広
報かさい 3月号と一緒に配布する「町ぐるみ健診のお知らせと申込書」をご確認の上、期日内にお申し込みください。
　なお、「町ぐるみ健診のお知らせと申込書」は世帯に 1枚の配布になります。家族全員が内容をご確認いただき、お申
し込みいただきますようお願いします。

健診日程 対象地区
6 月 10 日（木）、11 日（金）、12 日（土） 北条
7 月 8 日（木）、 9 日（金）、14 日（水）、15 日（木） 賀茂、富田、下里
9 月 1 日（水）、 2 日（木）、 9 日（木）、10 日（金） 九会、富合、多加野

10 月 21 日（木）、22 日（金）、31 日（日） 西在田、在田、市内全地区

■健診日程※対象地区を定めていますが、都合のよい健診日にお申し込みください。
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KASAI データバンク 人口／ 48,605（－ 36）	 世帯数／ 16,974（＋ 4）
男／ 23,666（－ 18）	 女／ 24,939（－ 18）　
1 月の出生数／ 25 人	 死亡数／ 34 人

H22.1.31 現在（前月比）

▲直径 1cm のオニバスの種子を採取する参加者

　絶滅の危険が増大している希少種オニバスを保存しようと、
市内で唯一自生している合同池（北条町）で 1 月 31 日、種子
の採取が行われ、15 人が参加しました。
　池を管理する北条 12 区区長会
や自然愛好家グループ加西ナチュ
ラリストクラブなどの協力を受け
市環境創造課が実施。参加者は水
を抜いた池底に散らばる種子を拾
い、全員で約 400 個を採集しまし
た。今後、専門家と相談の上、保
存・栽培などを検討します。

希少種オニバスの種子を採取

　加西市の先進的な公民連携の取り組みが、全国の
議会や団体から注目を集めています。
　1 月 13 日には、住民の側に立つことを原点とし
て活動する、全国各地の市議らで構成している「無
党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク」の
メンバー 17 人が加西市を視察。中川市長や経営戦
略室主幹らが、6 時間にわたり加西市の公民連携の
推進状況について説明しました。
　事業仕分けや環境施策など、この 2 ～ 3 年多く
の視察を受け入れています。21 年度は他の市議会
からの視察だけでも 13 件ありました。

加西市への視察が増えています

▲「芳情浪漫」の入った CD を贈呈する石田さん（左）

▲「無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク」の視察

　アスティアかさい 3階地域交流センターで 1月 27 日、加西
市連合婦人会（谷勝公代代表）主催によるおばちゃん活性化
事業「交流カフェ」が開催されました。
　このカフェは、地域住民の交流を目的に、誰もが気軽に立
ち寄り語り合える場を提供しようとするもので、参加者は市
内で採れた野菜などを使ったオリジナル料理で来館者をもて
なします。
　主催する谷勝さんは「料理を通じ、参加した女性自身の活性
化にも繋がれば」と事業への想いを語られました。

おばちゃんパワーを活用「交流カフェ」

▲「大根の和風オムライス」を調理する参加者。この日は 12 名が参加

　市内には障害を持ちながら就労や社会参加を目指して精力的な
活動をしている方がたくさんいます。そうした方々が支援施設等
で製作した授産製品を、市役所で展示・販売しています。色鮮や
かな糸で手織りされた「さをり織り」製品や素朴な木工品など、
数多くを展示。製品購入等詳しくは社会福祉課（☎㊷ 8725）まで。

市役所で障害者授産製品を展示・販売

　1月 11日、市民会館で成人式が開催され、加西市の新成人（平成元年4月 2日～平成2年 4月 1日生まれ）536人の内
427人が式典に参加し、久しぶりに会う友人たちと旧交を温めました。	
　成人式を企画運営した成人式実行委員会は、貧困に苦しむ世界の子どもたちへの支援のためペットボトルキャップ回収
を呼びかけ、62,320個（ポリオワクチン約78人分）のキャップを集めて関係機関に寄付しました。

２０１０年成人式

▼参加者全員で記念撮影

■授産製品バザー開催のお知らせ
まごころを込めて作ったパンやクッキーなどを販売。
日　時／ 2 月 26 日（金）11:00 ～ 14:00
場　所／市役所１階市民ホール
販売品／パン、クッキー、パウンドケーキ、手芸品、工芸品など

▲市役所 1 階市民ホールにて授産製品を展示中。

　北部公民館の子育て学習センターに参加している親子と地元の方
が交流する「地域の方から学ぶ遊びと餅つき大会」が 1 月 17 日、
同公民館で開催されました。
　参加した親子は、手作りのおもちゃの素朴さや愛らしさを学んだ
り、地元産の餅米を使って餅つきをするなどして、地域の触れ合い
を楽しみました。

餅つきで地元交流を楽しむ

　短距離走選手として活躍する九会小学校 6年生の岩本拓磨くんに 1月 29 日、
八巻教育長から加西市代表選手賞賜金が授与されました。
　岩本くんは、昨年 10 月 18 日に開かれた第 33 回兵庫県小学生陸上競技大会
において、6 年生男子 100 ｍの競技種目で 13 秒 12 の記録で優勝。2 月 11 日
開催の 2010 年日本ジュニア室内陸上大阪大会へ出場しました。

加西市代表選手賞賜金を授与

　北条鉄道をテーマにした歌「芳情浪漫」を作成した神戸市出身の
人気シンガーソングライター石田裕之さんが 1 月 25 日、中川市長
を表敬訪問しました。
　石田さんは「赤字ローカル線を支える多くの人達の情熱に感動
し、それを応援したいと思いました」と同曲のテーマを語りました。
　市内では、これまで北条鉄道コンサート列車や下里幼稚園で公演
し、前日 24 日にも、ふく蔵（三口町）でコンサートを開催。観客
約 100 人の前で同曲が披露され、大いに盛り上がりました。
　同曲の入った CD「I	LOVE	HYOGO １」は、北条町駅で販売中。売
り上げの一部は北条鉄道に寄付されます。

北条鉄道の歌「芳情浪漫」を作った石田さんが表敬訪問

◀「よいしょ」と元気な掛け
声でお餅つき。237 名が参加

岩本くん（左）を激励する教育長▶

▲オニバス（環境省レッドデー
タ絶滅危惧Ⅱ類）
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市役所の地球温暖化対策への取組状況

【問合先】　環境創造課☎㊷6620

　加西市は、平成 18 年に平成 24 年度を目標年度とした「第 2次加西市地球
温暖化対策実行計画」を策定しています。その中で市役所全体（本庁舎及び出
先機関含む）の温室効果ガス排出量を、17 年度を基準として 19 年度から 24
年度の 6年間で 6％削減する目標を立てています。
　取組状況において、2年目となる 20 年度は、19 年度に引き続き目標を達成
することができました。今後も、低炭素社会の形成に向けて、CO2 排出削減
の取組を継続して図っていきます。

年度 17 年度 19 年度 20 年度

温室効果ガス排出量 16,810
15,802

（17 年度比約 6%削減）
14,946

（17 年度比約 11%削減）

※二酸化炭素トン（t-CO2）とは、さまざまな温室効果ガス（CO2、メタン、一酸化二窒素など）を CO2 の重さに換算し、t（トン）

　単位で表示した値。

■市役所温室効果ガス排出量（単位：t	-	CO2）

福山通運㈱と BDF利用推進協定締結

【問合先】　バイオマス課☎㊷8716

　加西市は、環境 CSR（企業の社会的責任）活動を進める福山通運株式会社（本
社／広島県福山市）と、BDF 利用協定を締結しました。

■「社会を明るくする運動」作文コンテストで山本華菜子さん（泉中）が入賞

問合先／市民相談室☎㊷ 8739

　法務省が主唱する「社会を明るくする運動」の作文コンテストで、泉中学校 3年の山本
華菜子さんの作文「優しい言葉と思いやり」が、兵庫県更生保護協会理事長賞に選ばれまし
た。コンテストは、小学生や中学生が犯罪や非行についての考えを書いた作文を募集したも
ので、県内では 11,297 点の応募があり 12 点が入賞、山本さんの作品はその 1つです。1月
6日に神戸市で表彰式が行われました。

協定に調印する福山通運㈱八田弘明取締役（右）
と中川市長

　この協定は、加西市の廃食用油リサイクル事業（BDF 事業）の一環で、加
西市が提供する BDF100％燃料を同社加西支店の配送用 2t トラック 1台で使
用し、エンジンへの影響や燃費などを検証するものです。
　これにより毎月 1トンの CO2 削減が見込まれており、検証の結果が良好で
あれば、導入台数を増やすことも視野に入れています。全国展開する大手運送
業会社と行政が協力・提携して配送用車両へ BDF100％燃料を導入する取り組
みは、全国初です。

過払い金取立訴訟の提起について

【問合先】　収納課☎㊷8714

　加西市は、貸金業者 2社に対して、市税等の滞納者が返済した過払い金の支払いを求めて、次の通り提訴しました。

庁舎やクリーンセンター・幼稚園等
で緑のカーテンを実施。

受賞した山本さん

平成22年7月付　加西市職員採用試験のご案内

【問合先】　総務課（市役所3階北側）☎㊷8702

　加西市では、当面する重要課題に対応するため、平成 22 年 7月 1日付採用として下記のとおり職員を募集します。

募集職務 必要となる資格および職務内容

監査担当 公認会計士試験に合格した人又は大学院会計コースを修了した人。監査業務や企業会計など

法務担当 司法試験に合格した人又は法科大学院を修了した人。訴訟対応、条例制定業務など

資産活用担当 不動産鑑定士の資格を有する人。市有財産の活用、アセットマネジメント業務など

地域包括支援センター担当 保健師または社会福祉士の資格を有する人。地域包括支援センター業務、保健相談など

建築・設備担当 一級建築士の資格を有する人。公共施設等の耐震化、改修計画など

その他
上記のほか、政策立案、新規事業企画、ブランド戦略、公民連携、多文化共生とダイバーシテ
ィなど、市役所に不足するスキルをもった人。または社会保険労務士、電気主任技術者など行
政経営に有用な資格などを有する人

■募集職務・必要資格等

■応募資格と採用予定人数

提出書類 詳細は募集要項をご覧ください。2 月中旬より市ホームページからダウンロードできます。

受付期間 平成 22 年 3 月 31 日（水）まで　8:30 ～ 17:15（土日祝を除く）　持参または郵送。

申込先 〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部総務課人事担当（庁舎 3 階）

■受験申し込み等

■経過
　ある滞納者（1人）の貸金業者からの借入状況を調べたところ、過払い金があることが確認できたため、貸金業者を
第三債務者として「過払い金」を差押えました。その後、貸金業者プロミス㈱と㈱武富士に対して支払いを求めました
が履行されないため、議会の承認を得て 1月 22 日に提訴しました。

■訴えの提起による効果
　裁判に勝訴した場合、貸金業者から市へ不当利得分及び支払日までの利息分（年 5％）が支払われ、市税等に充当で
きる額は 2業者合わせると約 227 万円になります。
　この訴えを通じて、市が強固な姿勢で滞納処分を行っていることを対外的にアピールし、滞納の抑制を図るとともに、
他の団体の訴えによる勝訴判決が重なることにより、訴えを提起しなくても消費者金融会社が支払いに応じるような状
況をつくることができれば、今後、より効果的に収納ができると考えています。

　昭和 46 年 4月 2日以降に生まれた人、採用人員 6名（各分野 1名）程度。
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講座・イベント 南部公民館からのお知らせ
■ 1 日体験「スポーツ吹き矢」
健康づくりに
スポーツをと
お考えの方。
今話題の吹き
矢を始めませ
んか。まずは
体験を。
日時：3/5（金）10:00 ～
場所：南部公民館
対象：5 才～
持ち物：屋内シューズ
参加費：100 円
※要申込み（前日まで）
■南部ねんごろ寄席（予告）
講談師	旭堂南海さん出演決定！
「坂本龍馬の巻」

日時：3/27（土）開演 13:30 ～
※詳細は広報 3 月号にて
問合先：南部公民館☎㊾ 0041

市民会館からのお知らせ
■島津亜矢コンサート 2010 ～熱情～
日時：5/16（日）開演① 14:00 ～
② 18:00 ～　開場各 30 分前
場所：市民会館文化ホール
入場料：全席指定S席6,500円、A席5,500円
※当日 500 円増、友の会会員 5%引
チケット発売日：友の会 2/15（月）、
一般 2/20（土）※ 9:00 から発売
チケット発売先：市民会館ほか
■春季講座（4 ～ 9 月）受講生募集
ヨガ健康体操、ビギナーズフラ（新
規）、ウェーブストレッチ（新規）他
※開催日時、 受講料等詳しくは、 募
集チラシ、窓口又は電話で
問合先：市民会館☎㊸ 0160

日時：3/7（日）※雨天決行
　寄せ植え講習会①10:00 ～ 11:30
　花と緑の相談会　11:30 ～ 12:00
　寄せ植え講習会②13:30 ～ 15:00
　花、鉢等の販売　10:00 ～ 15:00
場所：丸山総合公園　管理棟
定員：各30名程度　当日参加可
講師：ひょうごオープンガーデン開
催機構代表　稲沢範治さん
問合先：加西市勤労者体育センター
☎㊼1420※水曜休館

丸山総合公園「寄せ植え教室」
と「花と緑の相談会」

男女共同参画センター講座
■歴史講演「坂本龍馬をとりまく女
性たち」
変革の時代を力強く生き抜いた女性
たちにスポットをあて、魅力溢れる
新たな視点から時代を斬ります。
日時：3/6（土）14:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階多目的
ホール
講師：森田充代さん（古典文学講師）
定員：100 名※参加費無料
■リズム体操教室
動きのリズムと表現に重点をおいた
自然で総合的な体操です。
日時：3/7（日）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階ライト
スポーツスタジオ
講師：別所千景さん
定員：女性 20 名※参加費無料
申 込 先：加西市男女共同参画セン
ター☎㊷ 0105　ＦＡＸ㊷ 0133
※無料の一時保育あり。3 日前まで要
予約（6 名まで。1 歳 6 ヶ月から）

今年度最後の家族介護教室。最終回
は、「介護保険制度とキャラバンメ
イトについて知ろう」です。
講師は、「ねひめキャラバンメイト
代表」松本正光さんです。
日時：2/26（金）13:30 ～ 15:00
場所：健康福祉会館2階創作室
定員：30名※参加費無料
申込先：ＮＰＯ法人ふきのとう
☎㊼2077※申込みは３日前まで。空
きがあれば当日受付可。

家族介護教室のお知らせ
「ミニ講座③と茶話会」

飼い主のみなさまへ　「飼い犬のフンの後始末をしていますか？」

【問合先】　加西市保健衛生推進協議会（国保健康課内）☎㊷8723

　「鳴き声」「散歩の仕方（フンの不始末）」「放し飼い」など飼い主のマナーについて苦情が多く寄せられています。
　フンは回収用具を持参して自宅へ持ち帰ることが、飼い主の当然の義務です。他人の土地や公共施設（公園・河川・
道路等）にフンをさせ、そのままにしておくことは他の方が使うのに迷惑となり、草刈り時には飛び散る等して困ります。
また、水質・環境悪化の原因にもなります。

■犬の飼い方  （他の人に迷惑をかけないよう、飼い方のマナーを守り、最後まで責任を持って飼いましょう）
犬に対する愛情と責任／犬の本能や習性をよく理解して一生責任を持って飼いましょう。
捨てる等して不幸な動物を増やさないようにしましょう。

放し飼い、放し散歩の禁止／散歩の際は必ず首輪にひも等をつけましょう。敷地内にお
いてもつなぎ方に注意しましょう。

「しつけ」の徹底／「しつけ」は、人と犬が一緒に生活するうえで大切なことです。鳴き
声、騒音や悪臭がないように努めましょう。

フンの後始末／公衆の場での犬のフンは人を不快にさせます。散歩前のトイレを習慣づ
け、回収用具を持参して必ず持ち帰りましょう。

平成21年度第4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　※詳細は市ホームページをご覧下さい

　市税滞納者から差押えた動産をインターネット上で公売する「平成
21 年度第 4回インターネットオークション」を開催します。

■動産（座卓、絵画、バックなどの差し押さえ物品）
せり期間／ 3月 5日（金）～ 3月 8日（月）
参加申込／ 2月 16 日（火）～ 3月 1日（月）

■動産の下見会　どなたでもご参加できます。
日　　時／ 2月 24 日（水）10:00 ～ 15:00
場　　所／加西市役所 1階多目的ホール

第 2 回 加 西 市 イ ン
タ ー ネ ッ ト オ ー ク
ション下見会の模様

肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象に

【問合先】　社会福祉課障害者支援担当☎㊷8725　ＦＡＸ㊸1801

　平成 22 年 4 月から、身体障害者手帳の交付対象に肝臓機能障害が追加されます。申請受付は 2月 1日からで、手帳
交付は 4月 1日以降となります。
　手続きの方法や指定医のいる医療機関などについては下記までお問い合わせください。

■対象者／認定基準に該当する肝臓機能障害のある方・肝臓移植を受け抗免疫療法を実施している方

埋蔵文化財整理室の展示コーナー
で、発掘調査で見つかった埴輪や土
器を見ながら播磨有数の古墳群であ
る玉丘古墳群について解説します。
日時：2/20（土）10:30 ～ 12:00
会場：埋蔵文化財整理室（旧図書館）
募集人員：会場にて先着30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13回加西市史を読む会
考古5玉丘古墳群

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：両日10:00 ～ 11:30
2/24（水）賀茂幼児園
3/ 3（水）泉第一保育所、田原保育園
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

上 映 作 品：「浮 き 雲」（1996 年フィ
ンランド）失職した夫婦が苦節の
末、希望を見いだすまでを、簡潔な
がら豊かなタッチで描いたアキ・カ
ウリスマキ監督作品
日時：2/25（木）13:30 ～
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
☎㊷ 0106

無料映画上映会「ねひめ Film」

スポーツ吹き矢

在野の学者として活躍された赤松さ
ん（本名：栗山一夫、段下町出身）の
生誕百年にあたり、記念講演会と展
示解説会を開催します。参加費無料
日時：3/13（土）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい3階多目的ホー
ル、市立図書館オープンミュージアム
問合先：市史・文化財室☎㊷7524

記念行事「ふるさとの民俗・
考古学者 赤松啓介をしのぶ」



自分自身が被害にあったり、大切な
家族を事故・事件で亡くしてしまっ
た。被害者や遺族の方の人に言えな
いつらく苦しい心の声を話してみま
せんか。さまざまな支援制度、情報
が知りたい等のご相談にも応じます。
■NPO法人ひょうご被害者支援センター
電話相談：078-367-7833
10:00～16:00　火水金土（祝日除く）
面接相談：
・弁護士による法律相談
毎月第2・4金曜日13:00 ～ 16:00

・臨床心理士による心理相談　随時
※相談料は無料。面接相談は電話相
談での事前予約が必要です。

ひとりで悩んでいませんか？
安心してご相談下さい

家族で蓮根掘りの体験をしてみませ
んか。個人でも可能です。大工町で
は昨年三世代交流活動で蓮根を植え
年末には蓮根掘りを実施。今年は町
外から参加者を募って掘って頂くこ
とにしました。希望の方は下記まで
申し込みください。
日時：2/27（土）、3/13（土）
10:00 ～ 12:00
場所：加西市大工町 383
参加費：1 人 100 円※善意の預託へ
申込先：大工町区長神田定秀
☎㊺ 0515　ＦＡＸ㊺ 0877

蓮根掘り一般募集
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くらし

現在、普通徴収（納付書または口座
振替）により介護保険料を納付され
ている方で、次に該当する方は、介
護保険料の特別徴収（年金からの天
引き）が、4 月支給の年金からスター
トします。該当者には、3 月上旬に
お知らせの文書を送付しますので、
ご確認ください。
■特別徴収に移行する方
平成 21年 4月から 9月の間に、次の
①から③のいずれかに該当すること
となった方で、年額 18万円以上の老
齢（退職）年金、障害年金、または
遺族年金を受給されている方です。
① 65 歳以上で、年金給付を新たに
受けることとなった方

②年金給付を受けている方で、65
歳になられた方

③市内に転入の届出を行った 65 歳
以上の方

問合先：長寿介護課☎㊷ 8788

65歳以上の方の
介護保険料について

日程等：
■ 2/24（水）13:30 ～ 16:00
　場所：兵庫みらい農業協同組合本店
　主催：加西市
■ 2/27（土）10:00 ～ 11:45、13:00
　～ 16:00
　場所：イオン加西北条ショッピン
　グセンター
　主催：加西北条ライオンズクラブ
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

ご家庭に残っ
ている「ごみ
有 料 シ ー ル
券」・「赤ちゃ
ん専用おむつ
シール券」の指定ごみ袋との交換は、
平成 22 年 3 月 30 日（火）をもって
終了させていただきます。まだ、ご
家庭に保管されている方は、加西市
クリーンセンター（中山町）内の資
源リサイクル課で指定ごみ袋（大）
と交換いたしますので、ご持参くだ
さい。
交換日時：月火木金（祝日除く）
8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
問合先：資源リサイクル課
☎㊻ 0401

ごみ有料シール券等と指定ご
み袋との交換は 3月末で終了

■みんなで遊ぼう
加西市立図書館より楽しい読み聞か
せ会があります。どんなお話かな？
バルーンあそびもあるよ。
日時：3/15（月）11:00 ～ 12:00
■ 3・4 歳児さんあつまれ！
日時：3/3（水）・30（火）
11:00 ～ 11:30
■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：3/23（火）10:30 ～ 11:30
■家庭教育講座⑤

「人間性が育つ親子のふれあい」
「しらさぎ家庭教育研究所」より講
師の方が来られます。託児あり。
日時：3/9（火）11:00 ～ 12:00
≪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：3/16（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

北播保護区保護司会主催により、家
庭環境問題・青少年問題に関わる犯
罪予防活動の一環として下記の通り
講演会を開催します。
日時：2/27（土）13:30 ～
会場：アスティアかさい 3階多目的
ホール
講師：柿谷正期さん（立正大学心理
学部教授）演題「選択理論を使った
非行・犯罪の予防」
問合先：市民相談室☎㊷8739

講演会
「あれる子のこころをさぐる」

健康増進センターや地域に出て、健
康づくりのための運動指導を実施し
ていただける方を募集いたします。
募集条件：健康運動指導士または、
健康運動実践指導者の資格をお持ち
の方。年齢 60 歳未満
賃金単価：時間給 1,300 ～ 1,510 円
（実務経験年数による）

受付期間：3 月 1 日までに以下の書
類を持参または郵送
提出書類：①市販の履歴書　②資格
証の写し
面接日程：後日連絡します
申込先：総務課☎㊷ 8702

臨時職員（運動指導員）募集

募　集

加西や近隣に住む
外国人と好きな食
べ物を持ち寄って
楽しい時間を過ご
しながら、生活習
慣や食べもの・考え方の違いなどを
面白おかしくおしゃべりするパー
ティーです。※ ポ ッ ト ラ ッ ク と は、
料理を持ち寄るという意味。
日時：2/21（日）11:30 ～ 14:30
場所：健康福祉会館 3階研修室 3・4
対象者：食べることとおしゃべりが
好きな方※子供だけの参加はご遠慮下さい
持ち物：お箸、お皿、コップ、1人一
品の食べ物※手作りでなくても構いません
申込先：MORE 地球家族（村上）
☎ 090-7340-0888

ポットラックパーティー

歩いても楽しい街道通りへ。地域住
民による町興しイベント開催。
■まちかどギャラリー
街道沿い民家の縁側や土間をギャラ
リーに、雛飾りや古道具など我が家
の自慢品を展示。
会期：3/3（水）～ 4/4（日）
場所：横尾歴史街道（北条町横尾西
端から東の地蔵さん辺りまで）
■まちかど 1日イベント
・横尾東公園でクイズや昔遊び等の
お楽しみ会（軽食や花等の販売あり）

・国登録文化財高井家見学会
日時：3/7（日）10:00 ～ 16:00
問合先：横尾歴史街道つどいの会
（水田）☎㊷0057

まちかどイベント
「横尾歴史街道みてあるき」

児童手当を受給されている方の手当
（平成21年10月～平成22年1月分）
を、2 月 10 日（水）に指定口座に
振込みましたのでご確認ください。
問合先：こども未来課
☎㊷ 8726

児童手当2月期振込のお知らせ

日時：3/20（土）13:30 開演
場所：福祉会館文化ホール
曲目：日本の名曲とミニミュージカ
ル「1/2 成人式」
問合先：さるびあっ子（前田）
☎㊷ 0980

第28回加西児童合唱団
定期演奏会（入場無料）

ごみ有料シール券

２月中旬から市内全域に光ファイ
バー網を構築するためのルート（線
路）調査を開始します。調査業者は
㈱ケイ・オプティコムの工事会社で名
札を着用しています。民地内電柱に立
入る際は、ご協力お願いいたします。
問合先：情報政策課☎㊷8703

光ファイバーのルート調査を
実施します

NPO の基礎講座や市内 NPO の活動
報告など多彩なイベントを開催しま
す。NPOブースも出現。各ブースを
まわってガラポン抽選券で素敵な景
品をゲットしよう。
日時：2/21（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
■ NPO の基礎 10:00 ～ 12:00
・基調講演「チャレンジしませんか
地域貢献」講師／特定非営利活動
法人コムサロン 21 理事長前川裕
司さん

■市内 NPO 法人の活動事例報告
　12:00 ～ 15:00
■その他、NPO 体験コーナー、多
　国籍フードコーナーなど
問合先：地域交流センター
☎㊷ 0106

「かさい NPO フェスタ」の開催
「多文化」をテーマにした子育てひ
ろばがいっぱい。※参加費無料
日時：3/2（火）10:00 ～ 14:00
場所：アスティアかさい 3 階ねひめ
ホール
■ 6,000 個の積み木コーナー 10:00
～ 14:00 ／積み木いっぱいの自由に
遊べる創造空間
■乳幼児からのグローバルな環境づ
く り 11:00 ～ 12:00 ※要予約／外国
人の異文化子育てトークショー
■民族料理の大試食会／中南米料理
カウサを試食※数量限定
■おばちゃんカフェ／連合婦人会メ
ンバーによるカフェの登場※数量限定
協賛：加西市国際交流協会
主催及び問合先：自治参画課
☎㊷ 8751

多文化交流で子育てしよう

広報かさい 1 月号 7 頁に掲載しまし
た日本年金機構加古川年金事務所の
問合先は、正しくは、「☎ 079-427-
4740」でした。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

加西市新婚世帯向け家賃補助制度は
平成22年3月31日をもって申し込み
の受付けを終了します。
対象は、平成19年4月1日以降に新
たに市内の民間賃貸住宅を契約され
継続してお住まいの結婚3年以内の
ご夫婦です。（その他所得要件等あ
り。詳しくはお問合せください。）
申込先：ふるさと営業課☎㊷8715

お急ぎください！
新婚世帯向け家賃補助申し込み

全国各地の自治体先進事例を加西市
職員が研究発表します。どなたでも
参加できます。
日時：2/22（月）18:30 ～
場所：加西市役所 1 階多目的ホール
問合先：総務課☎㊷ 8702

第1回先進地事例研究会



特に記載のないものは、健康増進セン
ターで実施します。

■2か月児（先天性股関節脱臼）健診	
2/22（月）					13:00 ～ 13:45
H21.	12月生まれの乳児　
■4か月児健診		3/	2（火）13:00 ～ 13:45
H21.	10月生まれの乳児
■1歳6か月健診		3/	9（火）
	13:00 ～ 13:45	H20.	9月生まれの幼児
■2歳児教室　2/24（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15		
H20.	2月生まれの幼児
■3歳児健診	3/16（火）			13:00 ～ 13:45	
H19.	1月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談			3/18（木）　
	13:00 ～ 13:30				希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)		3/25（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。
■パパママクラブ（予約制）		
3/	4（木）	13:00 ～ 13:30		
妊娠5 ヶ月以降のママ、育児協力者	

■人権相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8727）
　3/2（火）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎㊷8739）
　3/2（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  
　2/25（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  
    3/11（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）
■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  
　3/4（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  
　2/15、3/1・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）
■21年度思春期・ひきこもり相談　 14:00 ～  
　3/24（水）　加東健康福祉事務所( 県総合庁舎内) 相談室（予約制）
　加東健康福祉事務所地域保健課☎0795㊷5111

18 19

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

2月21日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎㊺2050）
2月28日（日）　みのりクリニック　（下宮木町☎㊾8470）
3月 7日（日）　西 村 医 院　（中野町☎㊾0001）
3月14日（日）　小 野 寺 医 院　（王子町☎㊽3737）
3月21日（日）　北 条 田 仲 病 院　（北条町☎㊷4950）
3月22日（月）　安 積 医 院　（西剣坂町☎㊻0361）

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 年度固定資産税 4 期・国民健
康保険税 8期の納期限は

　　　　　　　　　　　　　　です  3 月 1 日（月）
問合先：税務課税制担当☎㊷ 8712

敬称略。1月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

三船しづ子 84 三船秀夫 上宮木町
髙見三和子 79 渡辺寿一 中富町
小林久男 84 小林　巧 福住町
髙田幸代 51 高田光好 下道山町
常峰ふみ子 86 常峰皓一 青野原町
藤原輝夫 85 藤原　堅 常吉町
玉田きぬ子 97 玉田　忍 鍛治屋町
東後節夫 86 東後吉晶 朝妻町
鈴木愛子 86 鈴木　彰 河内町
井上千鶴子 85 井上照彌 北条町本町
國田愛子 86 國田正信 北条町住屋町
杉本スガノ 90 杉本哲己 岸呂町
松井榮作 83 松井章紡 笹倉町
岡田ふみゑ 89 岡田敎三 青野町
衣笠成人 49 衣笠節夫 大村町
富永浩司 50 富永律子 中富町
中尾敏子 89 中尾　焯 畑町
後藤正次 84 後藤政明 鶉野町
𠮷本秀一 73 𠮷本貴雄 西笠原町
高田貞子 88 高田昌一 下道山町
中右𠮷郎 85 中右克昌 北条町南町
廣瀬兼次 88 廣瀬正二 北条町栄町
小岩末子 90 藤後重樹 田原町
筧　惠美子 87 筧　一義 下宮木町
東郷光代 98 東郷数市 大村町
増田　巽 69 増田英樹 西谷町
髙井健之祐 81 髙井政英 北条町古坂
田井幸雄 72 田井知子 田原町
能瀬益男 78 能瀬テルミ 上野町
長谷川せつ子 85 松島福一 繁昌町
森本貞子 84 森本勝彦 北町
大橋秋子 89 大橋　貢 田原町
石野　茂 78 石野浩行 中西町

※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。

かしの木学園は、高齢者による「い
きいきとした地域生活」を目指し、
4公民館で新しい教養や健康づくり
等の講座を開催しています。仲間と
ともに学びと交流の輪を広げ、その
力を生かした新たな活動を始めてみ
ませんか？
講座：5 ～ 3月の期間に、月1回（各
公民館とも全10回程度）
対象：60歳以上の市民
申込先：中央公民館☎㊷2151　
　　　　善防公民館☎㊽2643　
　　　　南部公民館☎㊾0041　
　　　　北部公民館☎㊺0103
詳しくは各公民館までお問い合わせ
さい。（受付月～土曜日9:00 ～ 17:00）

公民館かしの木学園生募集

募集人員：
①常勤　　2 名（緊急雇用創出事業）
②常勤　　2 名
③非常勤　2 名　　
仕事内容：カウンター業務、資料整
理、資料登録、読書相談など
労働条件：
・9:30 ～ 18:15（休憩 1 時間）
・日額 6,600 円（時給 825 円）
・通勤手当なし
以下、①②のみ
・週休 2 日制
・有給休暇あり
・健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災保険あり

採 用 期 間：H22.4/1 ～ 9/30（但し、
年度末まで更新あり）
応募条件：
・土日祝日に優先して勤務できる方
・パソコン操作ができる方
・司書資格のある方歓迎
応募方法：2/28（日）までに履歴書
（写真貼付）を市立図書館に提出く
ださい。郵送可
選考方法：1 次選考　書類審査
　　　　　2 次選考　面接※3月下旬
( 詳しい日時は、1 次選考結果通知
の時にお知らせします。)
問合先：加西市立図書館☎㊷ 3722

図書館臨時職員募集

募集講座：
①「高齢者大学（4年制）」
②「地域活動指導者養成講座（2年
　	制）」
定員：①440名、②50名
応募資格：県内在住で①60歳以上の
方、②56歳以上の方
受付締切：3/3（水）まで
問合先：兵庫県いなみ野学園
☎079-424-3342

兵庫県いなみ野学園（高齢者大
学等）の平成22年度入学生募集

募集職種／賃金単価：
①事務補助／日額6,600円
②看護師／時間給1,260円～1,700円
③看護補助員／時間給940円
年齢：60歳未満
受付期間：2/26(金)までに次の書類を
持参。郵送可
提出書類：市販の履歴書
面接予定日：①は3月2日(火)18:00～、
②③は随時。
申込先：病院経営推進室
☎㊷2200（内2489）

平成22年4月1日採用
市立加西病院・臨時職員募集

今、子どもたちにとって必要なのは、
自然を愛し、他人を思いやる心です。
ボーイスカウトは、忙しすぎる現在の
子どもたちが忘れかけた人間の成長
に一番大切なものを育んでくれます。
募集対象：
ビーバー隊（幼稚園年長組～小2）
カブ隊（小2 ～小5）
ボーイ隊（小5 ～中3）
ベンチャー隊（中3 ～ 20歳未満）
リーダー（20歳以上）
※女子も参加できます
費用：入団費　3,000円／ 1人
　　　隊費　月額1,000円程度／ 1人
　　　団費　月額500円／ 1世帯
※その他詳細は下記まで
問合先：団委員長山田ゆかり☎㊷1990

ボーイスカウト加西第1団
新規隊員募集



■北条石仏・五百羅漢の懐かしの写真を募集

発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790㊷1110（代）
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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。

第7回　加西ロマンの里ウォーキング

【申込・問合先】　〒675-2395（住所表記不要）加西市体育協会事務局☎㊷8773　ＦＡＸ㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

　日本を代表する古塔の一つ法華山一乗寺三重塔、日本最古の石仏がある緑あふれる古
法華自然公園など、加西の豊かな自然と歴史を満喫しながら、健康づくりやウォーキン
グ仲間と交流しませんか。

　五百羅漢保存委員会では、北条石仏・五百羅漢の写真展を開催します。
　現在、整然と並べられている約 400 体の石仏は、一昔前、草が生い
茂った荒れ地に無造作に置かれた状態でした。そんな懐かしい風景など、
あなたの思い出のつまった五百羅漢の写真をお寄せ下さい。昔の写真が
入った本なども可。羅漢寺ギャラリーにて 4月に展示予定です。

■募集期間／ 3月 15 日（月）まで
■応募方法／題名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号等を記入した用紙を写真・本の裏側にテープで貼り付け、下記
　　　　　　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／加西市役所ふるさと営業課☎㊷ 8740

大正時代末期の様子

胡蝶ワビスケ（北条町：羅漢寺）

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

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

■日　　時／ 3月 21 日（日・祝日）　小雨決行
　　　　　　受付 9:30 ～　開始 10:30 ～ 16:00（予定）
■集合場所／ぜんぼうグリーンパーク（善防中学校西側、駐車場あり）
　　　　　　北条鉄道「播磨下里」下車　徒歩 10 分
　　　　　　※ぜひ、北条鉄道の利用をお願いします。

■参加費用／一般 300 円、中学生以下 200 円（保険料含む、当日徴収）
■募集期間／ 3月 5日（金）まで
　　　　　　※大会当日も受付しますが、記念品がなくなる場合もあります。

■参加申込／申込書、または、ハガキに代表者・参加者の氏名、年齢、住所、電
　　　　　　話番号、交通手段、希望コースを記入して、加西市体育協会事務局
　　　　　　まで。電話、FAX、Ｅメールも可
■コ ー ス／①春色コース（古法華石仏と自然公園をゆっくり巡る）・・・ 6km
　　　　　　②いにしえコース（古法華から法華山一乗寺を回る）・・・・15km
　　　　　　※法華山一条寺拝観料 400 円は各自負担

　　　　　　※どちらのコースもボランティアガイドの説明あり

■そ の 他／終了後には、地元産やさい等の販売があります。
　　　　　　また、記念品、豚汁のサービス（昼食時）もあります。

石造浮彫如来及両脇
侍像（古法華石仏）
約 1300 年前に彫ら
れた日本最古の石造
彫刻。国指定文化財

一乗寺三重塔（国宝）
建立は平安時代に遡
るといわれる兵庫県
下に現存する最古の
塔婆。国指定文化財


