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がんばる加西を全国に情報発信　　　　　　　　　　　ふるさと営業課
　ふるさと営業課は加西市の地域資源を最大限に活用し、その魅力を全国に売り込むため、中川市長の発案で 2年前に
発足。これまで「北条の宿はくらんかい」「かさい夢フェスタ」「かさい満載市場」「加西ブランドフォーラム」「自慢の
レシピコンテスト」等を開催し、新しい加西スタイルを発信してきました。また、市長を先頭に加西の産品を市外にも
売り込み、神戸のフランス料理店で鹿・猪肉をジビエ料理として提供されるようになったのをはじめ、東京・大阪のデ
パートやお店などでの米の販売、加工品の試作、市内飲食店での特産品フェアの開催、加西市初の地域特産物マイスタ
ー誕生への支援などを行いました。本年度も引き続き様々な観光イベントや施策を実施します。

■さらに魅力的となった加西市のふるさと納税

■新品種栽培モニターの募集
　「作れるものをつくるのではなく、売れるものをつくる」をコンセプトに、
新品種の試験栽培にご協力いただける方を募集しています。
　この取り組みは、加西市が市場関係者・種苗会社・肥料会社等に呼びか
け、公民連携で進めた事業です。市場では時期的にも産地としても不足し
ている野菜が多く存在しますので、新品種栽培を通して “売れる ” 農産物
作りを目指します。
　モニター農家は、栽培管理や土壌調査に基づいた適正施肥などのアドバ
イスを受けることができ、青果卸会社への出荷ルートも確保しています。

■事業内容
・種を支給します。※肥料代は自己負担
・種苗会社による栽培管理に関するアドバイス
・土壌調査に基づいた適正施肥のアドバイス
・規格適合品については、独自の出荷ルートを確保

■募集対象
・市内で作付けできる方（3畝から 1反程度）
・新品種開発に積極的な方（個人、団体、法人、営農
組合など）
■申込締切日／ 4月 30 日（金）

■おもてなしフォーラム in かさい

　加西市には、磨けば光る魅力的な自然や歴史といった観光資源がたくさんあります。しかし、観光目的も時代の経過
とともに多様化され、その地域でしか体験できないものや、自然や人との触れ合いを志向する旅行者ニーズが高まりつ
つあります。そこでこのようなニーズに対応する上で重要な「おもてなし」の心を学ぶフォーラムを開催します。
※参加費無料。事前の申し込みが必要ですが、当日参加も可能です。詳しくは市ホームページをご覧下さい。

■ 1回目「私が考えるおもてなしの心」
日時／ 5月 12 日（水）18:30 ～ 20:00
場所／アスティアかさい 3階集会室
講師／森崎清登さん（近畿タクシー㈱代表取締役）

神戸市長田区を中心に、地域活性
化を図るユニークな企画で町に元
気と笑いを運ぶ名物社長。神戸長
田 TMO商業活性事業部長も兼任。

【問合・申込先】　ふるさと営業課☎428740ふるさと納税カタログ

■昨年度までに実施した主な事業

東京日本橋でのイベントに出店（H21.11/6） 北条の宿はくらんかい（H21.10/17・18） 自慢のレシピコンテストで郷土料理の開発（H21.10/31）

かさい満載市場  加西 SA（H20.11/2） 北条の宿ひな飾りみてあるき（H22.3/7） 新たな観光資源の開発（エコツーリズム推進アドバイザ
ー事業）（H21.12/12）

大谷山荘 1号館

■ 2回目「明日から実践。満足度アップのおもてなし」
日時／ 5月 19 日（水）18:30 ～ 20:00
場所／アスティアかさい 3階多目的ホール
講師／矢島正枝さん（ひょうごツーリズム協会ホスピタ

リティマネージャー）
県内各地の数多くの企業等
で、おもてなしの心を伝え
るなど幅広く活躍中。

■新しい大谷山荘がオープン
　上万願寺町内の空き民家をリニューアルして都市住民などが宿泊できる
施設が完成しました。
　この事業は、ふるさと営業課の仕掛けで、国土交通省の「地域住宅モデ
ル普及推進事業」の採択を受け実施。日本の伝統家屋の魅力を充分に楽し
める造りにリフォームしています。
　田舎暮らし人気が高まる中、「大谷山荘」は移住前のお試し住宅として
の利用も期待されます。

■オープン日程
　内覧会／ 4月 18 日（日）～ 25 日（日）　10:00 ～ 15:00
　グランドオープン／ 4月 28 日（水）

■場所
　大谷山荘 1号館　加西市上万願寺町 551-2
　大谷山荘 2号館　加西市上万願寺町 857

1 号館内部

　加西市では、寄付していただいた方へのお礼として、カタログ
からご希望の品を選んでいただく仕組みを開発しました。
　寄付額に応じて最大 1割程度のお礼の品やサービスが好評を
博しており、平成 20 年度は 579 万 5 千円、21 年度は 1,607 万
円のふるさと納税をいただきました。
　これまでは、お米・ぶどう・トマト・ワインなど、加西市が選
んだ季節ごとの特産品をお礼品として贈ってきましたが、それだ
けでなく、実際に加西市にお越しいただき、食事や各種体験を通
して加西市の素晴らしい自然環境や景観を実感していただけるよ
うに、様々なメニューを用意しました。
　今回の「ふるさと納税カタログ」には、イチゴやハチミツをは
じめ、地酒、お菓子、花、食事券等々、加西市が自慢できる逸品、
市内事業者から提供希望のあった品々など、選りすぐりの 50 点
を掲載しています。これからもメニューを増やしていきます。

■カタログ掲載例（50万円以上の高額納税者用）
　イオン発生機やファンヒーター、和会席お食事券（ペア）、　
　ぼたん鍋セット、ゴルフプレー券（ペア）など
■特別メニュー
　「市立加西病院」の人間ドック利用、「加西球場」の 1日貸切、
　「北条節句まつり」の屋台かつぎ、「北条鉄道」の車両1日貸切、
　「ぶどう」の木のオーナー、乗馬レッスンなど

■運営・問合先／ NPO法人原始人の会☎ 0790 44 0150

作付品種

かぼちゃ（ダークホ
ース）／冬至に出荷
可能（播種 8月）

黒豆・茶豆／端境期
に出荷、新規需要開
拓（播種 6月）
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子ども手当の支給が始まります（4月から）
　次代を担う子どもの成長を支援するため、中学校修了までの子どものいる家庭に 4月分から「児童手当」に代わり、「子
ども手当」が支給されます。

3 月分まで  ← →  4 月分から
児童手当 子ども手当

所得制限（受給者） あり なし

対象年齢（子ども）
小学校卒業まで
（12 歳到達後、最初の 3月 31 日まで）

中学校卒業まで
（15 歳到達後、最初の 3月 31 日まで）

対象児童一人あたりの手当
3 歳未満、第 3子目以降　月額 10,000 円
上記以外の児童　 月額 5,000 円

一律　月額 13,000 円

■申請の手続き（認定請求の方法）
　児童手当から子ども手当への移行にともない、新たに申請手続きが必要になる場合があります。申請が必要かどうか
を次の質問でご確認ください。

■制度の概要

平成 7年 4 月 2 日以後に生まれたお子様
がいますか？

受給者（主たる生計維持者【父又は母】）
は公務員ですか？

現在、児童手当を受けていますか？
または、中学校1年生のお子様がいますか？

中学校 2・3年生のお子様もいますか？

子ども手当の支給には該当
しません。

支給方法が異なりますので
職場にお問合せ下さい。

申請が必要です。
（市から申請書を送ります）

申請は不要です。
（自動的に継続認定となります）

申請が必要です。
（市から申請書を送ります）

新規申請／児童手当での所得超過者
又は未申請者、中学校 2・3年生のみ
の家庭が対象

増額請求／中学校 2・3年生の分の手
当増額が生じる家庭が対象

※ 6 月に現況届の手続きをお願いす
ることになります。改めて市から通
知します。

▼

▼

▼

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

▼
▼

▼
▼

▼

いいえ

いいえ

はい

申請受付期間／ 4月 26 日（月）に申請書送付。9月 30 日（木）まで
　通常は申請した翌月からの支給ですが、「児童手当から子ども手当への移行時期」のため、上記にて申請の必要な方は、
今年度に限り、期間内に申請すれば 4月分から支給されます。ただし、子どもを出産した場合や転入された場合などは、
通常の申請の取り扱いになりますので、申請のあった月の翌月からの支給となります。

申請に必要なもの／指定の申請書、年金加入証明又は健康保険証の写し
　指定の申請書は、住民票登録の状況を基に送付します。子どもと別居されている場合は、個別に申請書送付を下記の
問合先まで申し出て下さい。

【問合先】　社会福祉課☎428709

　児童手当からの継続受給者には 4～ 6月にかけて、新規申請者には 6月期の手当振込み前
に、「子ども手当認定通知」を送付します。

　子ども手当への移行後も、児童手当と同様に 6月・10 月・2月の支給となります。最初の支払い期（6月 10 日）の振
込み金額は「2・3月分の児童手当」と「4・5月分の子ども手当」の合計金額となります。

幼稚園夏季預かり保育　園児募集

【申込先】　各幼稚園・幼児園、こども未来課☎428726

　夏休み期間中の預かり保育を北条幼稚園・九会幼稚園において実施します。希望される方はお申し込みください。

実 施 日／ 7月 21 日（水）～ 8月 31 日（火）
　　　　　（土日並びに 8月 13 ～ 15 日を除く）
保育時間／ 8:30 ～ 18:00
場 所／北条幼稚園、九会幼稚園
対 象／市立幼稚園に在籍している園児
開園条件／両園 ( 北条・九会幼稚園 ) 各 15 人以上の希
　　　　　望がある場合。両園とも 15 人に満たない場
　　　　　合は北条幼稚園で実施します。

申込み期限／ 5月 31 日（月）
預かり保育料／ 7月分は１人 6,000 円

8 月分は１人 16,000 円
　　　　　　　おやつ代は、別途集金します。
　　　　　　　保育料は、各自金融機関へ納付願います。

市県民税
（普通徴収）

固定資産税 軽自動車税
国民健康
保 険 税

介護保険料
（普通徴収）

後期高齢者
医療保険料
（普通徴収）

平成 22 年 4月 30 日（金） 全・1期

平成 22 年 5月 31 日（月） 全期

平成 22 年 6月 30 日（水） 全・1期

平成 22 年 8月 2日（月） 2期 1期 1期 1期

平成 22 年 8月 31 日（火） 2期 2期 2期 2期

平成 22 年 9月 30 日（木） 3期 3期 3期

平成 22 年 11 月 1日（月） 3期 4期 4期 4期

平成 22 年 11 月 30 日（火） 5期 5期 5期

平成 22 年 12 月 27 日（月） 3期 6期 6期 6期

平成 23 年 1月 31 日（月） 4期 7期 7期 7期

平成 23 年 2月 28 日（月） 4期 8期 8期 8期

平成 23 年 3月 31 日（木） 9期

　平成 22年度固定資産税全期及び第 1期分の納期限は 4月 30日（金）です。納期内完納にご協力をお願いします。

【問合先】
　市税（市県民税・軽自動車税・国民健康保険税）　・・・　税務課税制担当　　　　　☎42 8712
　 （固定資産税） ・・・　税務課資産税担当　　　　☎42 8713
　介護保険料 ・・・　長寿介護課介護保険担当　☎42 8788
　後期高齢者医療保険料 ・・・　国保健康課国保医療担当　☎42 8721

平成22年度　市税等納期限一覧表

■ 65歳以上の方の介護保険料について

　現在、普通徴収（納付書または口座振替）で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、6月支給の年金から開始します。

特別徴収移行該当者／平成 21 年 10 月および 11 月に、次の①から③のいずれかに該当される方で、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られた方
　　　　　　　　　　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

　該当者には、5月中旬にお知らせの文書を送付しますので、ご確認ください。
※長寿医療制度と異なり、介護保険料は任意に納付方法を選択することができません。

■認定結果通知

■支払い時期

　「児童手当」との主な相違点は、次のとおりです。
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国民年金の保険料が変わります

【問合先】　市民課年金担当☎428722

　4月から国民年金の保険料が次のとおり改定となりました。

■学生のみなさんは「学生納付特例」も忘れずに手続き下さい

平成 22年度第 1号被保険者の保険料額／定額保険料　15,100 円（月額）
付加保険料　 400 円（月額）

　国民年金保険料が変更されることに伴い、前納の保険料額も次のとおり変わります。

納付方法 1ヶ月分 6ヶ月分 1年分

現金支払（月々） 15,100 円 90,600 円 181,200 円

現金支払（前納）、クレジット納付（前納）
【割引額】

―
89,860 円
【740 円】

177,980 円
【3,220 円】

口座振替（前納）
【割引額】

15,050 円
【50 円】

89,570 円
【1,030 円】

177,400 円
【3,800 円】

※口座前納は 2月までに金融機関へ手続きが必要です。

　国民年金制度には、学生で前年所得が基準額以下の人を対象に、手続きをして承認されますと保険料を納めることが
猶予される「学生納付特例制度」があります。学生納付特例制度をご希望の方は、忘れずに手続きしましょう。
※平成 21 年度分の学生納付特例申請受付は、本年 4月末日までとなっていますのでご注意下さい。

対象者／大学（大学院）・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校などに在籍する学生（各種学校の場合、
修業年限が 1年以上であることが必要です）
所得の基準額／学生本人の前年所得 118 万円以下（扶養親族等がいる場合は、その数に応じて加算されます）
手続きに必要な物／学生証または在学証明書、年金手帳、印鑑
※会社等を退職し学生になられた方は、雇用保険被保険者離職票が必要です。

非自発的な理由で失業された方へ（国民健康保険）

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎428721

　平成 22 年 4月から会社倒産・解雇・雇い止めなど非自発的理由により離職し、国民健康保険へ加入された方について、
申請により国民健康保険税を軽減する等の制度が始まりました。

■軽減の内容
　非自発的理由により離職された方の所得のうち給与所得
を30/100として①国民健康保険税所得割額を計算、また、
同均等割額と平等割額を軽減判定（7割、5割、2割軽減）し、
国民健康保険税を算定します。②高額療養費の所得区分（上
位所得者、一般、住民税非課税世帯）の判定を行います。
■軽減の期間
　離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度
の翌年度末までで、社保加入など、国民健康保険資格
喪失以外は翌年度末まで継続します。また高額療養費
の所得区分の判定は離職日の翌日において所得判定を
行いその翌月診療分から適用します。

■軽減の対象者（下記のすべてに該当する方）
・前年中に給与所得がある
・離職日が平成 21 年 3月 31 日以降である
・64 歳以下（離職日時点）である
・雇用保険受給資格者で、公共職業安定所（ハローワー
ク）が発行する「雇用保険受給資格者証」に記載の離
職理由コードが 11.12.21.22.23.31.32.33.34 の場合
■申請方法
　上記内容にすべて該当する場合は、雇用保険受給資
格者証、印鑑を持参のうえ、国保健康課⑥～⑧窓口で
申請してください。

人間ドック等の受診費用を助成（国民健康保険、後期高齢者医療制度）

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎428721

　加西市国民健康保険に加入している方の人間ドック等の利用には、次のとおり受診費用を助成します。

助成対象 助成額
日帰り人間ドック 7割相当額（28,000 円が上限）
1泊 2日人間ドック 7割相当額（46,000 円が上限）
脳ドック 7割相当額（35,000 円が上限）
レディース検診（※ 1） 6,250 円

※ 1　 市立加西病院において受診する乳がん及び子宮が
　　　んのセット検診のみが助成対象。40 歳以上の女性
　　　が対象で、2年に 1回に限ります。

■助成金の請求方法
　人間ドック等を受診後に市役所１階⑥番国保健康課窓口で手続き下さい。
申請に必要な物／領収書、保険証、印鑑、預金通帳など口座番号のわかるもの、受診結果の資料（人間ドックの場合のみ） 

※この助成は国民健康保険税の滞納のない方に行っています。

※人間ドック受診費用の助成を申請した場合、特定健診を重複して受けることはできません。また、人間ドックの結果データ

　については、特定健診・特定保健指導のデータとして活用しますので、提出いただくことになります。

■国民健康保険からの助成

　本年 4月から、後期高齢者医療制度に加入している方への人間ドック等の受診費用助成が始まります。助成額は次の
とおりです。

■早期発見を。新たに後期高齢者の方へ人間ドック・脳ドック受診費用を助成

■助成金の請求方法
　人間ドック等を受診後、市役所１階⑥番国保健康課
窓口までお越しください。 
申請に必要なもの／領収書、保険証、印鑑、預金通帳

※助成は、年度に1人1回限り。人間ドックか脳ドックのどちらかになります。また、町ぐるみ健診等と重複して受診できません。

■上記の両助成について、市立加西病院での受診に限り「人間ドック等施設利用助成券」を事前に発行します。
　加西病院（☎42 2200）へ予約申し込み後、市役所国保健康課へ助成申請して下さい。

中学生の入院費の助成が始まります

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎428721

　従来の小学校 4年生から 6年生までの入院費（保険診療分）の助成に加え、4月入院分より中学生の入院費（保険診療分）
も助成の対象となります。

助成対象者／小学校 4学年～中学校学年終了時までの
　　　　　　児童生徒で、その保護者の所得から各種
　　　　　　控除をした額が下記の所得基準を満たす方

所得基準
扶養親族の数 所得基準額

0 人
1 人
2人
3人
4人

532 万円
570 万円
608 万円
646 万円
684 万円

申請方法／受給者証は交付しませんので、先ず医療機関
　　　　　窓口では 3割負担してください。その後、領
　　　　　収書・印鑑・健康保険証・振込先がわかるも
　　　　　のを持参の上、申請ください。
　　　　　最終的な自己負担額は0円です。

※健康保険より高額療養費等が支給される場合は、先に保険
　者に高額医療費等の支給申請をしていただく必要があります。
※母子家庭等・及び重度障害者医療費受給者証をお持ちの方
　は、上記申請により、医療機関窓口で負担された一部負担
　金を支給します。

■新型インフルエンザワクチン予防接種
　新型インフルエンザワクチン予防接種は、4月以降も国から接種終了指示があるまで、希望する
方はどなたでも受けることができます。（詳細は広報かさい 3月号をご覧ください）
※生活保護世帯及び市民税非課税世帯に属する方は、接種料金を全額助成します。下記窓口にて申請してください。

申請場所／市役所 1階国保健康課☎42 8723（平日 9:00 ～ 17:00 受付 )

助成対象 助成額
日帰り人間ドック 7割相当額（28,000 円が上限）
1泊 2日人間ドック 7割相当額（46,000 円が上限）
脳ドック 7割相当額（35,000 円が上限）
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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/

『年度初めに思うこと』 す。機器の性能も大きな影響を及ぼします。病状の悪

い患者さんには、迅速で正確な結果が必要とされます。

性能の落ちた医療機器をいつまでも使用することは、

それを使って結果を出す技師にとってストレスですし、

それに基づいて診断や治療方針を決める医師にとって

はもっとストレスです。それは医療者自身のためにス

トレスなのではなく、患者のためにストレスなのです。

　医療機器の老朽化を避けるには、多額の費用を要しま

す。しかし、救急や高度医療を担う加西市唯一の病院

として、医療機能を落とさないことは経営収支だけで

は語れない病院使命の問題です。平成 22年度、加西病

院はCT装置、血管造影装置、核医学画像装置、心臓超

音波などイメージングシステムの更新を行います。こ

れによって、利益を受けるのは市民患者です。

■加西市民の理解に感謝
　このように加西病院が地域中核機能を維持する上で

多額の費用を要することを行政、議会、市民の方々が

理解して下さることに、この場を借りて感謝を申し上

げます。また、個人や団体の方々から病院に現金のご

寄付を頂くことが最近起こるようになりました。加西

病院を応援してくださる気持ちに深く感謝すると共に、

一層良い病院を作っていけるよう決意を新たにする次

第です。

　（ 病院事業管理者兼院長　山邊裕 ）

■医療の輪
　病院にとって 4月は新しい年度の初めです。今回は

年度初めに当たって医療における病院の位置づけを考

えてみたいと思います。

　医療を行う機関として病院と診療所が目に映りがち

です。しかし、回復期から慢性期の医療やリハビリ、あ

るいは介護を行う療養施設などが連携の輪を構成しな

ければ、市民へのトータルな医療提供は機能しません。

加西市では、病院で急性期医療が終了した後の後方医

療施設が不足しているのが実情です。

■病院の位置づけ
　病院医療の一番の特徴は何かと考えますと、診療所

や他の施設では治療できない重い病気や急な病気に対

し、入院して治療できることにあります。病院には夜間・

休日に重い病状に陥った方が救急で運び込まれますし、

入院中は深夜も治療や看護が行われます。このため医

療者は眠らずに働いています。もちろん夜間・休日の

医療体制は平日に比べて手薄で、極めて限定された力

しか発揮できないことは避けられません。この意味で

救急医療の本質は「応急措置」であると言えます。

　そのように限定された乏しい資源は、大切に使ってこ

そ長持ちします。日中に来院できるのに夜間救急を利

用する「コンビニ受診」が間違った利用法であるのと

同じように、夜間・休日に平日と同じ医療を要求する

のも間違いです。ある夜、内科医が担当の深夜に来院し、

喧嘩で骨折した足を治療しろと医師を取り囲んで凄み、

警察に助けを求めるという事態がありました。地域社

会全体が病院を守る姿勢が望まれます。

■病院医療に必要な機器の充実
　夜間・休日の医療機能は限定されるとは言え、市に唯

一の加西病院としては機器や人員を 24時間稼動できる

ようにしておかなければなりません。夜間で、かつ責任

の重い業務は生身の人間には負担ですし、費用も嵩みま

【写真】JA兵庫みらいからご寄付を頂く（3/30）
病院へのご寄付は、社会全体への尊い貢献として感謝の念に堪え
ません。病院をより良く発展させるための資金として、また職員
一同に頂いた支援のお志として十二分に活用させて頂きます。本
当に有難うございます。

女性特有のがん検診推進事業

【問合先】　国保健康課☎428723

　次の対象者に、子宮頸がん検診・乳がん検診の無料クーポン券と手帳を送付する「女性特有のがん検診推進事業」を
実施します。無料クーポン券を使用すると、市が実施する子宮頸がん検診又は乳がん検診が無料で受けられます。
　対象者の方には、無料クーポン券と手帳を送付いたします。

　対象者の方が、平成 22 年 4月以降に、券が届くまでに市が実施する検診を受診された場合は、返金の案内をしますの
で、必ず領収書を保管して下さい。
※市が実施する検診については、広報かさい 4月号に同封しています健診特集号を参照ください。

■平成 22年度対象者
子宮頸がん検診対象者 乳がん検診対象者

平成元年 4月 2日生～平成 2年４月１月生 昭和 44 年 4月 2日生～昭和 45 年 4月 1日生
昭和 59 年 4月 2日生～昭和 60 年 4月 1日生 昭和 39 年 4月 2日生～昭和 40 年 4月 1日生
昭和 54 年 4月 2日生～昭和 55 年 4月 1日生 昭和 34 年 4月 2日生～昭和 35 年 4月 1日生
昭和 49 年 4月 2日生～昭和 50 年 4月 1日生 昭和 29 年 4月 2日生～昭和 30 年 4月 1日生
昭和 44 年 4月 2日生～昭和 45 年 4月 1日生 昭和 24 年 4月 2日生～昭和 25 年 4月 1日生

後期高齢者医療の保険料率が決定

【問合先】　国保健康課国保医療担当☎428721　兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局☎078-326-2021

　後期高齢者医療制度の保険料を決める基準である保険料率（均等割額と所得割率）は 2年ごとに見直され、兵庫県後
期高齢者医療保険広域連合でも平成 22 年度からの新しい保険料率が次のとおり決定しました。

■保険料率（平成 22・23 年度） 均等割額 所得割率
43,924 円（変更なし） 8.23％（0.16%増）

■兵庫県の平成 22・23 年度保険料の計算方法
　年間の保険料は一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料額（年額）
=

均等割額
＋

所得割額
上限 50 万円 43,924 円 （※総所得金額等－ 33 万円）×所得割率 8.23％

※総所得金額等とは収入額から控除額を引いた金額です。（ここでいう控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要
　経費のことをいい、所得控除【社会保険料控除、扶養控除等】は含みません）

■所得の低い方の軽減
均等割額／平成 21 年中の世帯（世帯主と世帯内の被保険者）の総所得金額等が一定の金額以下の方

総所得金額等（被保険者＋世帯主）が次の基準以下の世帯 軽減割合（軽減後均等割額）
基礎控除額
(33 万円）

被保険者全員の各所得（年金所得は控除額を 80 万円として計算）が 0円 9割（ 4,392 円）
上記以外 8.5 割（ 6,588 円）

基礎控除額（33 万円）＋ 24.5 万円×被保険者の数（被保険者である世帯主を除く） 5割（21,962 円）
基礎控除額（33 万円）＋ 35 万円×被保険者の数 2割（35,139 円）

※ 65 歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大 15 万円を控除し、軽減判定されます。

所得割額／所得割額算定にかかる所得（総所得金額等－基礎控除額 33 万円）が 58 万円（年金収入のみの場合は 211 万円）
以下の方は所得割額が５割軽減されます。

■被扶養者だった方の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、均等割額が
9割軽減され、年額 4,392 円となります。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりま
せん。

妊婦健康診査費助成事業を拡充

【問合先】　国保健康課☎428723

　4月 1日より、妊婦健康診査費助成額が増額しました。
　妊婦健康診査にかかる費用負担が少なくなり、妊婦
健康診査がさらに受診しやすくなります。
　妊婦健康診査は、母子の健康を守る上で非常に大切
な健診です。必ず受けるようにしましょう。

改正点
旧制度 新制度（4/1 以降対象）

62,000 円　14 回分 70,000 円　14 回分

申請手続き／母子健康手帳交付時に、印鑑・加西市民
と確認できる書類（免許証等）を持参ください。



1110

KASAI データバンク 人口／ 48,405（－ 128） 世帯数／ 16,969（＋ 13）
男／ 23,580（－ 60） 女／ 24,825（－ 68）
3 月の出生数／ 33 人 死亡数／ 49 人

H22.3.31 現在（前月比）

▲塩川会長（右）から最終報告書を受け取る中川市長

　加西市における公民連携や行財政改革のあり方につい
て、昨秋より研究を進めてきた地方自治体公民連携研究会
（会長／塩川正十郎元財務相）から 3 月 29 日、中川市長あ
て最終報告書が提出されました。
　現在の市の負債だけでなく、老朽化した公共施設の更新
負担も「隠れた負債」と位置付け、それらをどう解消して
いくかという視点から、非正規職員等が担っている市役所
業務の包括委託や老朽化施設の更新等に民間活力を活用す
ることなどに具体的提案が示されました。
　同研究会のご厚意により調査報告は無償で引き受けてい
ただきました。詳しい内容については、市ホームページを
ご覧下さい。

地方自治体公民連携研究会から最終報告書提出

　北播磨 3 市 1 町（西脇、加西、加東、多可町）の消防本部
統合に向けた法定協議会が、4 月 1 日発足しました。
　消防広域化のための協議会設置は県内でも初めてで、事務
所を加東市滝野庁舎内に設置。加西市からも課長補佐級の職
員を１人派遣しています。 
　地域の消防力を増強するため平成 24 年度中の業務開始を目
指し、運営計画の策定や一部事務組合設立に向けた作業が進
められます。

北播磨3市1町消防広域化協議会を設置

　今年で 7回目を迎える市体育協会主催の「加西ロマンの里ウォーキング」が 3
月 21 日に開催され、市内外から 350 人が参加しました。
　参加者は善防中学校西側にあるぜんぼうグリーンパークから、日本最古の石
仏のある古法華自然公園内をゆっくりめぐる初心者向け 6㎞コースと、同公園か
ら国宝の三重塔がある法華山一乗寺を回る中上級者向け 15㎞のコースに分かれ、
緑あふれる自然と歴史を満喫しながら、ウォーキング仲間との交流を深めました。

加西ロマンの里ウォーキング

古法華自然公園でのハイキング▶

　桜の季節の訪れとともに 4 月 3・4 日、｢北条節句まつり｣
が北条町北条の住吉神社周辺で開催されました。
　｢北条節句まつり｣ は、優美さと勇壮さが織りなす華やか
な春の祭りとして有名で、播磨三大まつりの一つに数えられ
900 年近い歴史と伝統を引き継いでいます。東西の神輿、13
台の豪華な屋台が街中での巡行と勇壮な宮入を行い、古式ゆ
かしい鶏合せ神事や龍王の舞などを奉納。晴天にも恵まれ、
祭りは終日大勢の人出でにぎわいました。

伝統と心意気。北条節句祭り

　玉丘町の長倉池が、農林水産省の「ため池百選」に選定されました。
　ため池が地域活性化の核として保全・活用されるきっかけになるよ
うにと、農林水産省が全国公募。620 ヶ所の応募の中で兵庫県内では
6 ヶ所の池が選定されました。
　長倉池は農業用ため池として大きく貢献、加えてミズトラノオをは
じめとした貴重種の宝庫で、生物多様性に大きく関わっているとして
評価されました。

長倉池が ｢ため池百選｣に選定

　段下町出身の異色の民俗学者、赤松啓介氏（本名：栗山一夫）の著書・
資料展が、市立図書館のオープンミュージアムで 3 月 30 日まで開催
されました。赤松氏は、独自の「非常民の民俗学」を主張し、近年学
会などで再評価が進んでいます。昨年、生誕 100 年を迎え、今年は没
後 10 年にあたり、加西郷土研究会（藤原昭三会長）が「郷土の異色
の学者の功績を地元にもっと知ってもらいたい」と同展を企画。3 月
13 日には記念講演会も開催されました。

異色の民俗学者、赤松啓介氏の「著書・資料展」開催

　兵庫県中学校バレーボール男女大会で準優勝に輝いた加西市立泉
中学校女子バレー部に 3 月 12 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。主将の篠倉菜緒さん（3 年）は、「気持
ちを一つにすることで、良い結果となりました」と大会をふり返り
ました。また、この県大会準優勝により、3 月 25・26 日に開催さ
れた「第 42 回近畿中学生バ
レーボール選抜優勝大会」に
出場。ベスト 8 に進出し、試
合態度も評価され「さわやか
マナー賞」を受賞するなど活
躍しました。

泉中学校バレー部に加西市代表賞賜金を授与

▲ため池百選に選定された長倉池

　開業 25 周年を迎えた北条鉄道は 4月 1 日、創立記念日を祝
い記念特別列車を 2 往復運行しました。市内在住のハープ奏
者川下笑里歌さんがグランド・ハープを演奏し、延べ約 140
人の乗客がその優しい音色に耳を澄ましました。乗客全員に
は北条鉄道車両を模したチョロＱ付きの同日限定の記念乗車
証明書が贈られました。 
　北条鉄道は、昭和 60 年に国鉄北条線を引き継ぎ加西市な
どが出資する第三セクター鉄道として営業を開始。この 25
周年を記念して北条鉄道では様々な行事を企画しており、10
月には一大イベントが予定されています。ご期待下さい。

北条鉄道開業25周年「グランド・ハープ列車」運行

消防広域化協議会の開所式。自治体の首長や議長が出席▶

▲左から篠倉菜緒主将と山本理沙副主将。教育長から
　賞賜金を授与

最終日の住吉神社への宮入▶

　大正 4 年 3 月 3 日に北条・粟生間の北条線が開通し、今年で
95 年を迎えます。これを記念して、北条鉄道ボランティア駅長
の上谷昭夫さんの企画で「北条線の歩み」展が 4 月 3 日から 11
日の間、アスティアかさい 1 階で開催されました。
　北条線開通式に住吉神社の屋台 19 台が繰り出し、北条町駅周
辺は大変賑わったことを伝える当時の新聞や、北条線を SL が走
る写真などが展示され、来場者は懐かしげに見入っていました。

播磨路を走った 95年「北条線の歩み」展

▲貴重な直筆原稿や著書

▲走る列車内での川下さんのハープ演奏

新聞記事や写真を展示▶
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加西市国際交流協会からのお知らせ

【問合先】　地域交流センター☎420106　主催／加西市国際交流協会　共催／加西市・北条鉄道株式会社

　市ホームページに（財）自治体国際化協会の「多言語生活情報」をリンクしました。日常生活に必要な情報を多言語
で案内されていますので、外国人の方も日本人の方もご活用ください。今後も、多文化子育て交流を推進するなど、国
籍や民族などを異にする人々が互いの文化的違いや共通点を認め合い共生できるまちにしていきます。

■「フィエスタ・ラテン・アメリカ」開催と映画上映

　映画「パチャママの贈りもの」は、南米ボリビアのアンデス高地・ウユニ塩湖を舞
台に描いた雄大な自然と先住民家族の素朴で優しい生活の物語です。この映画上映を
記念して、オープニングイベント「フィエスタ・ラテン・アメリカ」を開催します。
　映画中にも流れる、美しいフォルクローレ（ラテンアメリカ諸国の民族音楽）の楽
器による生演奏や、艶やかな衣装をまとっての壮大なダンス。南米の料理やグッズの
店頭販売を通して、アンデスの風を感じてみませんか。

■オープニングイベント／ 4月 29 日（木・祝）11:00 ～ 13:30
■上映期間／ 4月 29 日（木・祝）～ 5月 16 日（日）
■時間／昼の部 13:30 ～、夜の部 18:30 ～※夜の部は 5月 6日（木）から
■会場／アスティアかさい 3階　加西市ねひめホール
■料金／特別鑑賞券 1,000 円※地域交流センター、イオン加西北条店、西村書店等で販売 北条小学校出身の松下俊文監督の作品

■議会改革についての市民フォーラムのご案内
　議会改革についてのフォーラムを次の通り開催します。広く市民の皆様を対象としていますので、多くの方のご参
加をお持ちしております。
日時・場所／ 4月 24 日 ( 土 ) 18:30 ～ 20:00・アスティアかさい 3階多目的ホール
内容／基調講演「議会基本条例～どう変わる加西市議会～」中尾　修さん（早稲田大学政策研究所客員研究員）
　　　加西市議会基本条例の素案説明、質疑応答
問合先／議会事務局☎42 8790

■地上デジタル放送関連相談窓口

地上デジタルテレビ（地デジ）放送の電波が受信できないときは？

【問合先】　経営戦略室☎428700※2011年（平成23年）7月24日までにアナログ放送は終了し、デジタル放送に移行します。

　これまで個別アンテナでアナログ放送を受信できたが、デジタル放送の電波が受信できない（テレビを買い替えたの
に地デジが映らないなど）と思われる世帯は、アナログ放送終了後にテレビが見られなくなる「新たな難視聴地域」の
可能性があります。そのような方は、下記の問い合わせ先までご相談ください。

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
受付時間／平日 9:00 ～ 21:00
　　　　　土日・祝日 9:00 ～ 18:00
☎ 0570-07-0101　※ IP 電話等、ナビダイヤルがつな
がらない方は、☎ 03-4334-1111 まで

加西市経営戦略室
受付時間／平日 8:30 ～正午、13:00 ～ 17:15
☎ 0790-42-8700　℻ 0790-43-1800　
keiei@city.kasai.lg.jp

地デジ化推進キャラクター「地デジカ」

住民基本台帳カードの発行手数料が無料になりました

【問合先】　市民課☎428720

　住基カードの発行手数料が平成 22 年度（H22.4/1 ～ H23.3/31 まで）
のみ無料になります。写真付の住基カードなら本人確認書類として使
用できます。この機会に作成されませんか。

■写真付の住基カードを作成される場合、次のものをご持参下さい。
・6ヶ月以内に撮影した縦4.5センチ横3.5センチの写真（無帽・無背景）１枚
・官公署発行の顔写真つき本人確認書類（無い場合は下記までご相談
ください）

住基カード

加西市教育振興基本計画審議会委員の公募

【問合先】　教育委員会教育総務課☎428770　※公募の要綱は市ホームページに掲載しています。

　全国的に教育の一層の充実が求められており、教育関係法の改正や
制度改革が進んでいます。
　加西市においても、教育基本法第 17 条第 2項の規定に基づき、目
指すべき教育の姿を明らかにし、今後に取り組むべき施策を総合的・
計画的に整理するため、教育振興基本計画を策定します。加西市の教
育の質を向上し、教育環境の整備を図り、全国に誇ることのできる素
晴らしい学校教育・社会教育を計画的に創りあげるため、この審議会
を立ち上げるものです。
　つきましては、市民の皆さまのご意見をお聞きするため、右記のと
おり審議会委員を公募します。

公募人数／ 2人程度
選　　考／履歴書と面接による選考。面接日
　　　　　は後日、別途連絡。
公募期間／ 5月 15 日（土）まで
任　　命／ 5月下旬
開催日数／ 6月から 12 月頃にかけ平日の午
　　　　　後に数回開催する予定
申 込 先／〒 675-2395（住所表記不要）
　　　　　加西市教育委員会教育総務課
※郵送もしくは申込先まで持参下さい。

3月議会を振り返って
　第231回加西市議会定例会の議案採決が3月 25日に行わ
れました。平成22年度一般会計予算案が修正可決（※男女
共同参画推進助成金150万円を削除、予備費に加算）された
ほか、左記の2議案が否決されました。
　否決された議案は、本来、市長の執行権や裁量権に委ねら
れるべき次元のことについて、表面的かつ些末な議論で結論
を出されたように受け止めています。区長アンケートの好意
的な結果を踏まえて提案し、国や他市も結果を注目していた
自治体初の男女共同参画推進助成金（手始めとして自治会三
役に女性を登用した町に10万円を助成する制度）が認めら
れなかったのは誠に残念で、次の議会で再提案させていただ
くことを考えています。

議案

議員名

平成22年度一
般会計予算の
修正案（※）

人権推進課を
総務部に所管
替えする案

玉丘史跡公園
の施設占有使
用料の徴収案

井上智章 ○ ○ ×
別府　直 × ○ ○
丸岡弘満 ○ ○ ○
小谷安富 × ○ ○
繁田　基 ○ × ×
土本昌幸 ○ × ×
高橋佐代子 ○ × ×
黒田秀一 ○ × ×
吉田　稔 ○ × ×
後藤千明 議長 議長 議長
森元清蔵 ○ × ×
井上芳弘 ○ ○ ×
西川正一 × ○ ○
三宅利弘 ○ × ×
高見　忍 ○ × ×
森田博美 ○ × ×
桜井光男 ○ × ×
山下光昭 × ○ ○

採決結果 修正可決
( 賛成 13、反対 4)

否決
( 賛成 7、反対 10）

否決
( 賛成 5、反対 12)

■早くも平成 22年度ふるさと納税に 150 万円
　上記助成金の予算案が加西市議会で否決されたことを知
った神戸市在住の女性経営者から、「新しいことにチャレ
ンジしたり、物事を変えようとすることを周囲で潰してし
まう加西の封建的で閉鎖的な風土は、自分が育った昔と全
く変わっていない。是非とも女性の社会参画や政治参加へ
のきっかけになるよう助成金制度を成功させてほしい」と
150万円の寄付をいただきました。　　　　　　　　（市長）議席順で敬称略。○は賛成、×は反対を表しています。
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元気な体は明るい笑顔
と健康から。硬式、軟
式テニスを経験された
方、初めてテニスをす
る人も最初はみんなが一年生。楽し
い仲間が待っています。
日時：入門体験コース 5/12 ～ 26
毎週水曜日 3 回 19:30 ～ 21:30
以降発展コースもあり　会費無料
場所：北条中学校体育館
主催：スポーツ 21 北条・北条東
申込先：福和☎42 3492
事務局☎ 090-8468-8024

バウンドテニス教室生募集

日時：5/8（土）受付10:30 ～
11:00 ～ 12:00民族歌舞団花こま公演
12:30 ～ 14:00子ども市、バザー
場所：いこいの村芝生広場
※雨天時善防公民館
参加協力費：午前500円、午後300円
申込締切：4/27（火）
問合先：加西おやこ劇場☎430830
（火木金10:00 ～ 15:00）

創立30周年記念イベント
加西おやこ劇場
第26回おやこまつり

楽しく栄養や健康について学び、み
んなで地域に健康づくりの輪を広げ
ていきましょう。
日程：6月～ 12月　原則第2・4木曜
日全15回　午前　
場所：社総合庁舎
対象：家庭と地域の健康づくりに実
践意欲のある方（男女・年齢を問い
ません。）
参加費：無料( テキスト代・調理実
習費等は実費負担)
定員：40名※先着
締切：5/28（金）
申込先：国保健康課☎428723

平成22年度いずみ会リーダー
養成講座受講生募集

講座・イベント
■たのしみいっぱい
善防公民館の自主グループ「ゆうゆ
う」さんの絵本の読み聞かせなど、
楽しみがいっぱい。
日時：5/14（金）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳児さんおいでおいで！
毎週月曜日 13:30 から 14:30 まで年
齢に応じた遊びをします。
対象児：平成 18 年 4 月から平成 20
年 3 月生まれ
■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：5/22（土）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！
日時：5/18（火）10:30 ～ 11:30

ねひめキッズからのお知らせ

上記問合先：ねひめキッズ☎42 5710
開園日時：月～土 10:00 ～ 15:00 
登録、利用料は不要です。
※ 5/21（金）は臨時休園（清掃のため）

膝痛の中で最も多い「変形性膝関節
症」その対処方法は、日常生活の
ちょっとした注意や運動療法などの
自己管理が大変重要。手術までせず
にできるだけ長く自分の足で歩ける
よう心掛ける事をお話します。
日時：4/25（日）
11:00～ほねホネ定食（先着30食、400円）
12:15 ～健康体操
13:00 ～講座（講師：神戸労災病院
山崎京子先生）
14:00 ～ 15:00 健康相談
場所：コミュニティ・カフェ「ぶらり」
（上道山町 681）
問合先：ぶらり☎ 090-7968-0922
※駐車スペースが狭いので、出来る
だけお乗り合わせでお越し下さい。

健康講座「骨と日常生活」

市民会館からのお知らせ
■島津亜矢コンサート～熱情～
日時：5/16（日）開場各 30 分前
開演① 14:00 ～② 18:00 ～　
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　チケット発売中
■ 6代目「三遊亭円楽」襲名披露落語会
日時：6/20（日）開演 14:00 ～ 
場所：市民会館文化ホール
入場料：全席指定　S 席 4,500 円　
A 席 4,000 円※当日 500 円増、友の
会会員 10％引チケット発売中
【チケット発売先】市民会館他、市
内プレイガイド
問合先：市民会館☎43 0160

北部公民館からのお知らせ
■がんばれ！おやじ講座生募集
定年後はライフスタイルを見直すい
いチャンス。いろんな事にチャレン
ジしてみませんか？全 6回シリーズ
第 1回講座「第 2の人生の楽しみ方
～定年後を健康で、心豊かに生きる～」
講師：吉田清彦さん
日時：5/9（日）13:30 ～ 16:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室
定員：50 名
※第2回講座（6/27）では燻製づくりを予定
北部公民館・自治参画課（男女共同
参画センター）共同事業
■旅倶楽部
より旅行を楽しむために専門家から
のアドバイスや各地域の文化を学
び、自分らしい旅を再発見。旅行企
画にも挑戦します。全 6 回シリーズ
第 1 回「より旅行を楽しむための
準備と旅の四方山話」
講師：大西洋平さん（大西洋ツーリスト）
日時：5/20（木）10:00 ～ 11:30
場所：北部公民館
定員：20 名
参加費：館外実習費などの実費
申込先：北部公民館☎45 0103

北播磨 5 市 1 町の地場産品、特産
品などが勢ぞろい。様々なブースの
出展をはじめ、プロ職人による金物
実演や、金物体験コーナー、ステー
ジイベントなどが盛りだくさん。5
月にオープンする「かじやの里メッ
セみき」で開催。
日時：5/8（土）、9（日）
10:00 ～ 16:00　※雨天決行
場所：かじやの里メッセみき
（当日入場料・駐車料無料）
問合先：三木商工会議所
☎ 0794-82-3190

北播磨じばさん元気市

播磨風土記にも登場する根日女伝
説。その伝説を今に伝える玉丘古墳
などを巡ります。※少雨決行・弁当
各自持参・当日参加可
日時：5/12（水）9:30 ～ 15:00
コース：笹塚古墳、亀山古墳など。
往復約10km
集合：加西市観光案内所（北条町駅内）
参加費：300円（保険代）
申込先：加西市観光案内所
☎428823

ふるさとのロマンを訪ねて
「古墳めぐりハイキング」

迫力満点の太鼓さばきで、会場を盛
り上げます。こども太鼓や特別ゲス
ト出演あり。入場料無料
日時：4/25（日）13:00開演
場所：市民会館文化ホール
問合先：ふるさと営業課☎428740

播州加西あばれ太鼓
20周年記念演奏会

テレビ等で見る世界での争いや環境
問題等と私達との関係は？そんな疑
問を国際理解教育の講師が分かり易
くお話します。わがまち加西から見
える世界を皆で考えます。
日時：5/16、6/6、6/27、7/11
すべて日曜日全4回　14:00 ～ 15:30
場所：アスティアかさい 3階会議室
対象：大学生以上の方※外国語が出
来なくても大丈夫
受講料：500円（4回分）
定員：15名
申込先：MORE地球家族（村上）
☎090-7340-0888

国際理解講座　宇宙船「かさ
い号」から世界をみよう

加西初。ゲーム感
覚で健康増進につ
ながる生涯スポー
ツ。指導員となっ
て地域で活動して
みませんか。5 月から実施。若干名
募集します。
日時：第 1 回 5/7（金）毎月第 1・3
金曜日 9:30 ～ 11:30
場所：南部公民館
講師：県スポーツ吹矢協会会長　四
ノ宮晃ほか
参加費：1,200 円（全 10 回分）
持ち物：屋内シューズ
問合先：南部公民館☎49 0041

スポーツ吹矢 指導者養成講座

7世紀末に大和を中心とした古代国
家ができたことにより、加西地域に
住んでいた古代人たちの生活も大き
く変化しました。
今回は、人々に課せられた税や兵役
の制度に注目して解説します。
日時：4/24（土）10:30 ～ 12:00
会場：アスティアかさい 3階集会室
定員：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：市史編集室☎430161

第14回加西市史を読む会
古代5 人々の負担―税制度の成立

日時：5/13 ～ 7/15
毎週木曜日全 10 回
10:00 ～ 12:00
場所：加西勤労者体
育センター
定員：約 30 名
参加費：1 人 300 円と、初回申込時
のみ登録料 1 人 300 円
申込：当日参加費をそえて（随時参
加も可）
持参物：ラケット、シューズ、ゼッ
ケン 1 枚（名前記入）
主催：指定管理者㈱ホープ
問合先：加西勤労者体育センター
☎47 1420（水曜定休日）

卓球教室

日時：4/18（日）9:00 ～ 11:00
場所：玉丘史跡公園（集合場所）か
ら3つのコースに別れてゴミを拾う。
参加者：誰でも参加可。ただし、小
学生以下は保護者同伴。
申込：当日、現地受付。9:00 集合
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎43 8133

加西市社会福祉協議会
クリーンキャンペーン

聴覚障害者（耳が聞こ
えない人）の言葉であ
る「手話」を習ってみま
せんか。興味のある方、
ぜひこの機会にお申し込み下さい。
日時：6/5 ～ H23.3/12　毎週土曜日
19:00 ～ 21:00
場所：加西市健康福祉会館
会費：テキスト代等
定員：20名
締切：5/31（月）
申込先：社会福祉課☎428725

手話奉仕員養成講座
（入門課程）受講生募集

日時：5/5（水・祝）
10:00 から 14:00 まで受付し、順次
スタート※雨天5/9（日）順延
場所：いこいの村はりま　芝生広場
参加費：1 コース（8 ホール )300円
参加者：誰でも参加可。賞品多数
申込：葉書に住所・氏名・年齢・電
話番号を書いて下記まで。FAXでも可。
※当日受付も可能です。
申込先：〒675-2312北 条 町 北条
1044-2大西庸雄宛
☎430313（20:00以降）　℻  20-7197

花のフェスティバルいこいの
村はりまグランドゴルフ大会

スポーツ吹き矢
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くらし

4 月 10 日（土）より 4 月 30 日（金）
までの間、ニホンジカ有害捕獲（シ
カ個体群管理事業）を、猟友会加西
支部 ( 銃器 ) により実施します。　
次のことに留意いただき、事故防止
にご協力をお願いします。
■土曜、日曜日に実施しますので、
　特に注意をして下さい。
■不要の入山は控え、入山する場合
　は目立つ服装で。
問合先：農政課☎42 8741

H22年度シカ個体群管理事業
（前期）に伴う事故防止について

この時期、気候の変化などで体調を
崩しやすく、献血協力者が減少しま
す。安全な血液製剤の安定確保のた
め皆様のご協力をお願いします。
※本人確認のため、運転免許証など
の提示をお願いすることがあります。
日時：5/1（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

■平成 22 年度危険物取扱者試験
試験日：6/20（日 )、10/24（日 )、
H23.2/6（日 )
試験種類：甲種、乙種第１類～第 6
類、丙種
■平成 22 年度消防設備士試験
試験日・種類：8/7（土）甲種第１
類～第5類、乙種第１類～第5類
8/8（日）甲種特類、乙種第 6 類・
第 7 類、11/21（日）甲種第１類～
第 5 類、乙種第１類～第 7 類
※本年度から電子申請（インターネッ
ト申請）ができるようになりました。
電子申請方法、願書受付など詳細は
( 財 ) 消防試験研究センター兵庫県支
部ホームページまたは消防本部まで
問合先：消防本部予防課☎42 9119

危険物取扱者試験等のご案内

外国人のための日本語レッスン。市
内在住外国人の方なら、どなたでも
ご参加いただけます。
日時：毎週日曜日 10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター
参加費：無料
申込先：加西市国際交流協会（自治
参画課内）☎42 8706　℻43 1800

かさい日本語クラス
「しあわせの星」生徒募集

日本の生活で、何か困ったことはあ
りませんか。市内在住外国人のため
の生活相談を受け付けしています。
日時：毎週日曜日※ 時間は要予約
場所：アスティアかさい 3 階　地域
交流センター※相談料無料
申込先：加西市国際交流協会（自治
参画課内）☎42 8706　℻43 1800

在住外国人のための
「生活相談」

建て替え工事により、仮移転してい
た宇仁駐在所の工事が完了し、元の
位置で新しい駐在所の運用を開始し
ています。
問合先：加西警察署警備係☎42 0110

新しい宇仁駐在所運用開始

対象者：8月1日以降も医療受給者証
の継続交付を希望される、8月1日時
点で満20歳未満の方。引き続いて一
定の医学的基準を満たす方が対象。
詳しくは主治医にご相談下さい。
受付期間：5/6（木）～ 6/30（水）
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
※土日祝除く
提出書類：更新交付申請書、医療意
見書（診断書）、世帯全員の住民票な
ど※申請書類は県加東健康福祉事務
所から対象者宅へ郵送しています
問合先：兵庫県北播磨県民局加東健
康福祉事務所地域保健課
☎0795-42-5111

平成22年度小児慢性特定疾患
「医療受給者証」更新交付申請
の手続き開始

高齢者のみなさんが、いきいきと自
分らしく生活し続ける「元気」のた
めの教室です。健康体操を中心に、
レクリエーションや講話などで楽し
く心と体を動かしましょう。今回、
新たに善防公民館でもスタート。
日時・場所：5月～ 9月、
各公民館全10回
■中央公民館(定員25名)
　第1・3木曜日（初回5/6）9:30 ～ 11:30
■南部公民館(定員20名)
　第2・4金曜日（初回5/14）13:30 ～ 15:30
■善防公民館(定員25名)
　第2・4火曜日（初回5/11）10:00 ～ 12:00
参加費：1回300円（善防公民館のみ、
初回に教材費350円別途）
持ち物：タオル、飲み物
申込期間：4/19（月）から。先着順
申込先：中央公民館☎422151
　　　　南部公民館☎490041
　　　　善防公民館☎482643

高齢者健康教室
「生き活き元気塾」

加西市では、介護サービス利用者の
声を聞き、サービス提供事業者にそ
の思いをつなげる橋渡し役「あった
か介護相談員」を市内の高齢者施設
に派遣しています。介護サービスの
質の維持と向上を図るための重要な
活動で、現在11名の方々が活動中。
あなたも養成研修を受講して、介護
サービスや福祉のまちづくりのた
め、「あったか介護相談員」として
活動してみませんか。
日時：5/26（水）、27（木）
10:00 ～ 16:00
内容：介護相談員の意義と役割、介
護保険制度、高齢者の身体的・精神
的特徴、認知症の理解・接し方、利
用者の権利擁護について等を研修し
ます。※実際の活動は月2回（2時間程
度）、活動費として交通費程度を支給
いたします。
申込期限：5/7（金）まで
申込先：長寿介護課☎428788

あったか介護相談員養成研修
受講者募集 日時：6/2 ～ 7/7 毎週水曜日全 6 回

13:30 ～ 15:30
場所：社納税協会　2 階会議室
講師：藤原京子　税理士
定員：24 人
受講料：社納税協会会員無料、非会
員 3,000 円（テキスト代含む）
締切：5/14（金）まで。先着順
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360　℻ 0795-42-4449

簿記教室開催

「子育てしながら仕事がしたい。何
か新しい活動をはじめたい」
出産・育児などのために
一度退職し、再就職や地
域活動にチャレンジしよ
うとする女性をサポート
するための無料相談を実
施します。社会保険労務
士やキャリアコンサルタント等の資
格を持つ女性相談員が、あなたのラ
イフプランにそった専門的なアドバ
イスをします。
日時：5/22（土）1人50分以内※予約
制①14:00 ～②15:00 ～③16:00 ～
無料一時保育あり（1歳半以上）※相
談日の３日前までに要予約
会場：アスティアかさい3階加西市男
女共同参画センター「ワークルーム」
対象：女性
問合先：男女共同参画センター
☎420105　℻420133

無料・個別カウンセリング
女性のための「出前チャレン
ジ相談」

e-TAX（国税電子申告・納税システ
ム）の正しい知識とメリットについ
て落語家の桂きん太郎さんが楽しく
分かり易くお話します。
日時：5/11（火）14:00 ～ 16:00
場所：小野市うるおい交流館エクラ
問合先：社納税協会☎ 0795-42-0360

e-Tax クスクス説明会

ポリオウイルスに感染すると手足の
運動麻痺による後遺症を残すことが
あります。予防に努めましょう
対象者：生後 3 ～
90 ヶ 月（7 歳 半 ）
未満の児
接種回数：41 日以
上の間隔をあけて
2 回接種
接種日・地区：
5/10（月）九会・在田・西在田・多
　　　　　加野
5/20（木）富田・賀茂・下里・富合
5/27（木）北条
5/31（月）全地区
接種場所：健康増進センター
受付時間：13:00 ～ 13:45
持ち物：母子健康手帳、予診票、体
温計
問合先：国保健康課☎42 8723

ポリオ予防接種

平成 22 年度から、24 時間営業の全
国 4万店舗のコンビニで「いつでも」
「どこでも」市税等の納付が可能と
なります。（30 万円以下に限る）
バーコード
表示がある
ことを確認
の上、ご利
用 く だ さ
い。上下水
道料金のコンビニ収納については、
平成 20 年 1 月から開始しています。
コンビニで納付できる市税等：
　市県民税
　固定資産税・都市計画税
　軽自動車税
　国民健康保険税
　し尿収集手数料
　保育園の保育料
問合先：会計室☎42 8783

市税等のコンビニ収納開始

「立つ・座る・歩く」の生活活動が
スムーズにできるよう、持久力、筋
力、柔軟力を向上させる運動を行い
ます。運動は苦手だけれど健康は気
になる方や、体力の低下、膝腰の弱
さが気になる方にお勧めです。
日時：6/7 ～ 8/30 毎週月曜日
全 12 回 10:00 ～ 11:30
場所：健康増進センター
募集人数：20 名
申込期間：4/20（火）～ 5/20（木）
参加費：1 回 150 円
申込先：加西市健康増進センター　
☎42 3621
※健康増進センター施設利用証をお
持ちでない方は、事前に健診が必要
になります。健康増進センターを初
めて利用される方を優先します。

カラダのびのび教室

たばこは、「百害あって一
利なし」。自分の体のため、
大切なご家族のために禁煙
しませんか？家族や友人の喫煙をや
めさせたい方等、ご自身が喫煙され
ない方にも役立つ情報があります。

日時：6/3（木）18:30 ～ 20:00（受付
18:00 ～）
場所：健康福祉会館2階　研修室
定員：100名※参加費無料
主催：加西市医師会、加西市
申込：電話、FAX、E メールのいず
れかで「氏名、年齢、住所、電話番号、
1日の喫煙本数、喫煙年数」を下記
までお知らせ下さい。
締切：5/31（月）まで
問合先：国保健康課☎428723
℻427521　kenko@city.kasai.lg.jp

市民公開講座「たばこの真実」
禁煙成功への道

講師：猪股工矣先生（加古川市い
のまた循環器科内科院長）
加古川市加古郡医師会内に「禁煙
ひろめ隊」を結成し、地域の小中
学校のみならず企業、地域の集会
等に出向きたばこ情報や禁煙防煙
の重要性を講義されています。

バーコード表示のある納付書



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 
4/26（月）     13:00 ～ 13:45
H22. 2月生まれの乳児　
■4か月児健診  5/ 11（火）13:00 ～ 13:45
H21. 12月生まれの乳児
■1歳6か月健診  5/ 18（火）
 13:00 ～ 13:45 H20. 11月生まれの幼児
■2歳児教室　4/28（水）
13:00 ～ 13:15、14:00 ～ 14:15  
H20. 4月生まれの幼児
■3歳児健診 5/25（火）   13:00 ～ 13:45 
H19. 3月生まれの幼児　
■乳幼児保健相談  4/22（木）、5/21（金）
 13:00 ～ 13:30    希望者　　
■離乳食講習会( 予約制)  5/14（金）  
 13:00 ～ 13:30  
3 ～ 6 ヶ月の乳児の保護者（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）  
5/ 13（木） 13:00 ～ 13:30  
妊娠5 ヶ月以降のママ、育児協力者 

■人権相談　10:00 ～ 12:00　 13:00 ～ 15:30  　（☎428727）
　5/6（木）　市民会館
■行政相談　 13:30 ～ 15:30  　（☎428739）
　今月は18ページをご覧下さい。
■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  
　4/22（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  
    5/13（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  ℻427521）
■ボランティア相談　 13:30 ～ 15:30  
　5/6（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  
　4/19、5/10・17（月）　加東健康福祉事務所  （予約制、匿名、原則無料）
　加東健康福祉事務所健康管理課（☎0795429365）
■税理士による無料税務相談　 13:00 ～ 16:00  
　5/6・20（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（市役所1階）
■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（市役所1階）
※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

4月18日（日）　佐 竹 医 院　（北条町☎424057）
4月25日（日）　あ さ じ 医 院　（若井町☎440225）
4月29日（木）　米 田 病 院　（尾崎町☎483591）
5月 2日（日）　横 田 内 科 医 院　（北条町☎425715）
5月 3日（月）　大 杉 内 科 医 院　（別府町☎470023）
5月 4日（火）　坂 部 整 形 外 科　（北条町☎431444）
5月 5日（水）　荒 木 医 院　（北条町☎439711）
5月 9日（日）　おりた外科胃腸科医院　（北条町☎426000）
5月16日（日）　つ つ み 神 経 内 科　（野上町☎452050）

休日のお医者さん

変更になる場合がありますので電話で確認して下さい。
消防本部（☎420119）で確認することもできます。

敬称略。3月1日～ 31日掲載希望届出分

死亡者 年齢 喪主 町名

前田覺治 87 前田文夫 牛居町
岡本正之 70 岡本征祥 北条町笠屋
中川利一 81 中川浩幸 三口町
小堀英昭 59 小堀英三 畑町
小川善真 91 小川博三 山下町
永野修身 73 永野美代子 鶉野町
岡田一三 84 岡田和哉 青野町
西村咲紀 11 西村信哉 別府町甲
奥隅邦子 84 奥隅和義 山下町
石田文男 84 石田　彰 畑町
髙見光義 80 髙見雅彦 戸田井町
遠藤かつゑ 87 遠藤誠一 馬渡谷町
髙見忠雄 92 髙見髙廣 中富町
松岡つや子 74 松岡信夫 若井町
山田　勲 85 山田敏和 笹倉町
堀谷　保 62 堀谷秀子 畑町
下山晴夫 67 下山晴一郎 北条町福吉
渡部　昭 68 渡部眞澄 北条町栗田
木下いと 101 木下　勉 畑町
本玉元治 97 本玉　元 玉野町
垣内豊治 77 垣内一夫 谷町
森本末美 79 森本哲郎 殿原町
外山　進 78 外山　聡 吉野町
辰己幸一 64 辰己英太郎 殿原町
國田一郎 73 國田さよ子 上万願寺町
荒木清美 76 荒木　満 山下町
松尾今市 81 松尾政次 河内町
小林文子 59 小林英徳 福住町
大西まさゑ 89 大西　信 朝妻町
北尾由美 49 北尾誠祥 北条町南町
西田　保 88 西田保正 下宮木町
奥畑　覺 83 奥畑眞一 山田町
𠮷見志づ江 102 𠮷見作夫 国正町
横田美佐子 76 横田大二郎 西横田町
田中せつ子 81 田中利則 吉野町
後藤よしの 89 後藤文男 福住町
杉本弘子 74 杉本　稔 岸呂町
釜坂　薫 91 釜坂明廣 若井町
大橋福一 90 大橋千代子 田原町
譽田とみ子 85 譽田清和 池上町
内藤しづゑ 100 内藤滋子 山田町
中倉　孝 80 嶋田靖弘 坂本町

※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。

子どもの急な病気に困ったら

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

小児救急電話相談 ＃  ８   ０  ０  ０

健康でいきいきと過ごせる地域の実
現に向け、保健福祉の推進施策を審
議していただく委員を募集します。
募集人数：2人以内　
資格：市内在住の 20歳以上で、保
健福祉の推進に関心を持っている方
報酬：日額8,300円
任期：平成22年7月から平成24年6
月末まで
内容：会議（約2時間) を年2回程度
申込締切：5/28（金）
応募方法：自己PR・応募動機を 400
字程度にまとめて下記まで。
申込先：国保健康課☎428723

加西市保健福祉推進協議会
及び加西市健康増進センター
運営審議会委員　募集

募　集

納税者が市の固定資産評価台帳の内
容に不満がある場合に開催される固
定資産評価審査委員会に出席し、審議
を行います。不定期開催、任期3年
募集人数：1 名
報酬：日額 8,300 円
申込：市販の履歴書に必要事項を記
入のうえ、郵送又は持参
募集期限：5/7（金）
申込先：行政課☎42 8702

固定資産評価審査委員会委員
の募集

行政相談は、役所等の仕事に関する
苦情やご意見などを受付け、その解
決を通じ行政の改善を図っていく制
度です。相談は無料、秘密は固く守
られます。お気軽にご利用ください。
日時・場所：各日とも13:30 ～ 15:30
5/ 6（木）市民会館
5/14（金）南部公民館
5/20（木）北部公民館
相談担当者：行政相談委員（総務大
臣委嘱）藤原久司・井上嘉代子
問合先：市民相談室 ☎42 8739

行政相談所の開設

地域団体活動の活
性化や魅力ある北
播磨づくりをめざ
して、地域団体等
が連携を図りなが
ら “絆” を深め、主
体的に取り組む活動に対して、経費
の一部を助成します。
応募方法など、詳細は下記までお問
い合せ下さい。
募集期間：4/23（金）～ 5/21（金）
対象事業：地域団体等が平成22年度
に新たに実施する地域づくりを目的
とした事業
助成金額：1件あたり上限50万円以内
問合先：こころ豊かな美しい北播磨
推進会議（北播磨県民局県民協働課
内）加東市社字西柿1075-2兵庫県社
総合庁舎内☎0795-42-9350

北はりま絆プロジェクト
平成22年度北播磨地域づくり
活動応援事業　実施団体募集

社会貢献支援財団では、みだしの候
補者の推薦を受付けています。
対象者：自薦他薦を問わず、次に該
当する方
①人命救助の功績／ H21.4 .1以降、
　自らの危険を冒して救助救援に尽
　くされた方（該当行為により亡く
　なられた方を含む）
②社会貢献の功績／困難な状況の中
　で多年にわたり努力し、人びとの
　幸福のために尽くされた方
③海の貢献賞／海の安全確保、環境
　保護、海に関わる産業分野、文化
　の発展等に貢献された方
※副賞あり
締切：5/31（月）財団事務局へ必着
問合先：社会貢献支援財団事務局
〒105-0001東京都港区虎ノ門1-15-
16　海洋船舶ビル２階
☎03-3502-0910　℻03-3502-7190
fesco@mve.biglobe.ne.jp
市役所秘書課☎428701

平成22年度社会貢献者表彰
（日本財団賞）候補者を
ご推薦ください

絆シンボルマーク
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● 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。

【問合先】　自己実現サポート課☎428773　℻431803　koryu@city.kasai.lg.jp

国の登録有形文化財（建造物）に「水田家住宅」と「大信寺本堂」
　加西市にある 2ヵ所（5件）の建造物が国登録文化財として登録される運びになりました。平成 22 年 3月 19 日に国の
文化審議会が文部科学大臣に登録するよう答申。これまで市内では 3ヵ所（11 件）が登録されています。

ふるさと納税は加西市に

さくら草（坂本町）

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。ご寄付の手続きや特典など
については市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ下さい。

問合先  財政課☎ 0790 42 8710

　加西市教育委員会は 3月 19 日、文化財の保護のため、次の 2件の物件を市指定文化財に指定しました。

■加西市指定文化財に指定

指定理由／奥行きのある頭体と穏やかで円満な容姿なら
びに浅く整えられた衣文表現などから観て平安後期の作
風を示しています。左胸や右肩の肉身部を袈裟が大きく
覆い、翻波式衣文の名残がみられることから古様もしく
は地方作の様式と思われます。後補の部分は目立ちます
が、当市における優品です。

阿弥陀如来坐像

所 在 地／金剛院
　　　　　（上万願寺町）
像　　高／ 85.5cm
材　　質／木造
製作年代／平安時代後期
作 者 名／不明

不動明王立像

所 在 地／個人所蔵
　　　　　（西長町）
像　　高／ 89.1cm
材　　質／木造
製作年代／平安時代後期
作 者 名／不　明

指定理由／図像的に近い像として
は、滋賀・神照寺像（県指定文化財）
や東京国立博物館像（重要文化財）
があげられ、本像はこれらに次ぐ古

い像と考えられます。定型化する以前の個性的で優れた
不動明王像です。

水田家住宅（4件：主屋・書院・内蔵・北蔵／北条町横尾）
大正 11（1922）年に建てられた主屋は、旧丹波往来に
面する木造 2階建の入母屋造り。1階西側は座敷で前面
に格子を備え、2階は漆喰で塗り込められ、屋根の東西
端に装飾と防火を兼ねた袖卯建を設置。旧街道の面影を
感じさせる町家建築です。

大信寺本堂（北条町北条）
弘化 2（1845）年建立。深くせり出した庇を支える組物
が建立当時のまま残り、礼拝を行う外陣と本尊を安置す
る内陣の間に段差がない造りが特徴。標準的な浄土宗本
堂で、幕末らしい内部構成が見られます。貞享3（1686）年、
小田原藩領になった際、城主大久保氏の菩提寺となりました。
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