第22回参議院議員通常選挙の投票所の変更について

永年の善行を讃えて。善意の表彰

7 月に執行予定の参議院議員通常選挙において、投票所を下記のとおり変更させていただきます。なお、一部の投票
区を合併しています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

地域交流センター多目的ホールで行われました。

■次回選挙（参院選）から変更する投票所
変更前（H21 衆議院選挙）←
投票区

投票区

1

南町公会堂

4

横尾公民館

5

コミュニティーセンター

22

→ 変更後（H22 参議院選挙から）

投票所

繁昌町公会堂

29

宇仁小学校体育館

30

青野町公会堂

6 月 1 日の善意の日にちなみ、奉仕活動を通じてこころ豊かな地域づ
くりに貢献された方々を表彰する「善意の表彰」の贈呈式が 5 月 30 日、

■かしの木賞（個人の部）

投票所

関係町名
本町、南町、駅前、御旅町、御幸町、住屋町、
栄町

1

アスティアかさい

5

加西市役所多目的ホール

横尾、古坂
古坂 1・2・3 丁目自治区

22

繁昌町公民館（旧児童館） 繁陽町、繁昌町・繁昌団地自治区

29

宇仁小学校体育館

鍛治屋町、油谷町、田谷町、国正町
小印南町、青野町

第 6 投票所は、東高室公会堂（東高室、西高室、清水団地自治会、カナダ村自治会、荒神山住宅自治区）
第 12 投票所は、旧鎮岩町公民館（西横田町、東横田町、鎮岩町）
第 14 投票所は、大柳町公会堂（中山町、大柳町）

【問合先】 加西市選挙管理委員会☎㊷8781

℻㊷4612

senkyo@city.kasai.lg.jp

阿部嘉代子
岩佐仁美
大西克美
神田 榮
是常より子
西面光夫
鈴木匡子
高田 要
高部庸子
高見芳和
田中春子
藤田頼弘
吉田文代

（64 歳・北条町北条）
（58 歳・豊倉町）
（59 歳・繁昌町）
（77 歳・大工町）
（76 歳・上芥田町）
（73 歳・小野市三和町）
（46 歳・河内町）
（62 歳・笹倉町）
（65 歳・北条町古坂）
（69 歳・河内町）
（63 歳・西笠原町）
（74 歳・北条町古坂）
（70 歳・中野町）

敬称略。五十音順

給食調理ボランティア活動
給食調理ボランティア活動
献血奉仕活動
地域の環境美化活動
福祉施設訪問ボランティア活動
点訳ボランティア活動
給食調理ボランティア活動
青少年健全育成活動
給食調理ボランティア活動
青少年健全育成活動
洋裁ボランティア活動
車いす普及推進活動
給食配達ボランティア活動

かしの木賞を受賞された皆さん

■サルビア賞（団体の部）
かさい夢っ子クラブ
紙芝居ボランティアグループ

加西市の水道管耐震化率は、水道管全体で 78％です

青少年健全育成活動
紙芝居ボランティア活動
サルビア賞を受賞された皆さん

全国の主要水道管のうち震度 6 強相当の揺れに耐えられる「耐震適合性」を持つ水道管は、平成 20 年度末時点で
28.1%であったと厚生労働省の調査結果が公表され、それに関連して、加西市の耐震化率は 0%であるとの誤解を招く報

【問合先】 秘書課☎㊷8701

℻㊸0291

hisho@city.kasai.lg.jp

道がありました。この調査で対象となったのは主要水道管（導水管、送水管、配水本管）であり、加西市での対象管路は、
瀬加送水ポンプ場から釜坂第二配水池などの約 6㎞のみとなっています。この管路については、水道事業開始当時の管
路であり、その後耐震化工事がなされていないため、その部分については耐震化率 0%と報道されました。
しかし、加西市の水道管については、下水道工事に併せて計画的に更新しており、水道管の総延長約 448㎞のうち、
すでに 351㎞は耐震管路であり、水道管全体の耐震化率は約 78%となっています。
今後も、計画的に耐震化工事を施工し、安心、安全な水を安定的に供給してまいります。

【問合先】 業務管理課☎㊷8791

℻㊷2558

（生活環境部長）

gyomu@city.kasai.lg.jp

エコアクション 21(EA21)自治体イニシャティブプログラム参加事業者を募集
加西市は、平成 19 年 6 月に EA21 の認証を取得しました。それを契機として市内
企業においても環境にやさしい経営を行っていただく取り組みを進めており、平成
19 年から「EA21 自治体イニシャティブプログラム」を実施しています。
「EA21 自治体イニシャティブプログラム」とは、自治体（加西市）が EA21 の認証・
登録を目指す事業者を取りまとめ、一斉に認証・登録を目指すプログラムです。事

10月から市県民税の年金からの天引き（特別徴収）が始まります
65 歳以上の年金受給者で市県民税の納税義務がある方（今月お届しております「市県民税納税通知書」3 枚目「納付
明細」の「公的年金からの特別徴収税額」に金額の記載がある方）は、平成 22 年 10 月支給分の年金から市県民税の天
引き（特別徴収）が始まります。そのため、平成 22 年度の市県民税については、年税額の 1/2 を平成 22 年 6 月と 8 月
にこれまでどおり納付書または口座振替（普通徴収）で納めていただくこととなり、残りの 1/2 を平成 22 年 10 月と 12

業者が単独で取り組むよりもスムーズに、また、専門家の派遣費用負担なども少なく、
認証・登録を得ることができます。
このプログラムを利用して、これまで市内外 15 事業者（見込含む）が EA21 を認証・
登録しました。
この機会に是非、環境に貢献する企業の証として EA21 を取得されてはいかがで
しょうか。
■応募期限／ 7 月 31 日（土）までに下記までお申し込みください。

月、平成 23 年 2 月に特別徴収で納めていただくことなります。

エコアクション 21（EA21）の認証・
登録を受けることによって、環境省が
策定したガイドラインに適合している
ことを環境省の外郭団体である（財）
地球環境戦略研究機関が証明します。
ISO14001 並の認証が低額な費用で取
得可能。上記のロゴマークが使用でき、
企業イメージの向上が望めます。

■例えば、市県民税の年税額が 6 万円（年金所得のみ）の場合は次のとおりとなります。

平成 22 年度

納付方法
月
税額

普通徴収
6月
8月
1 万 5 千円
1 万 5 千円
年税額の 1/4
年税額の 1/4

特別徴収（年金からの引き落とし）
10 月
12 月
2月
1 万円
1 万円
1 万円
年税額の 1/6
年税額の 1/6
年税額の 1/6

平成 22 年度市県民税（普通徴収）全・1 期の納期限は 6 月 30 日（水）です。納期内完納にご協力をお願いします。
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【問合先】 税務課税制担当☎㊷8712

℻㊷5700

zeimu@city.kasai.lg.jp

■エコアクション 21普及セミナーを開催します
EA21 についてや、認証・登録のメリット等を詳しく説明します。環境にやさしい経営に興味はあるが、EA21 は
よくわからない、といった事業者の皆さまの参加をお待ちしています。
日時・場所／ 7 月 12 日（月）14:00 〜 16:00

・

加西商工会議所 2 階会議室

問合・申込先／加西商工会議所☎㊷ 0416

【問合・申込先】 環境創造課☎㊷6620

℻㊷6269

kankyo@city.kasai.lg.jp
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