
■第2回議会報告会開催のご案内

日時・場所 ／開催時間はいずれも 19:00 ～ 20:30
　　　　　　10 月 28 日（木）　南部公民館　　　　（加西中学校区）
　　　　　　10 月 29 日（金）　コミセン小ホール    （北条中学校区）
　　　　　　11 月 1日（月）　善防公民館　　　　（善防中学校区）
　　　　　　11 月 2日（火）　北部公民館　　　　（泉中学校区）
内容／１部　9月議会報告
　　　２部　意見交換「加西市の未来像（少子高齢化社会における人口増対策等）」
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　下記の日程で議会報告会を開催します。是非ご参加ください。

問合先／議会事務局☎42 8790
北部公民館で開催された
第1回議会報告会（7/20）

「加西市事業仕分け 2010」を開催します

　事業仕分けとは、市役所が行っているあらゆる行政サービスについて、
そもそも必要なのか、誰がするべきなのか、もっと改善する余地はない
かなど、外部の視点で検証を行い、事業のあり方を洗い直すものです。
　今年の事業仕分けでは、仕分け人と市職員が公開の場で議論し、「市
民判定員」が事業の必要性、妥当性などの評価を行います。

提出書類 市所定の受験申込書、エントリーシート及び受験票（詳細は募集要項をご覧ください）
受付期間 10月 18日（月）～11月 12日（金）※土日祝除く　8:30～ 17:15　 持参または郵送でお申し込みください
申込先 〒 675-2395 加西市北条町横尾 1000 番地　加西市役所総務部人事課（庁舎 3階）

※詳細は募集要項をご覧ください。募集要項等は市ホームページからダウンロードできます（市役所でも配布しています）。

【問合先】　国保健康課健康担当☎428723　℻427521　kenko@city.kasai.lg.jp

日本脳炎予防接種のお知らせ
　平成 17 年度から接種が自粛されていた日本脳炎 1期の予防接種が、本年 4月から再開しています。この度、さらに 2
期の接種も可能となりました。また、1期接種が規定回数できなかった方は、2期対象年齢（9歳～ 13 歳未満）間に不
足分の接種ができるようになりました。

■標準的な接種
種類 接種年齢　（　）内は接種可能年齢 接種方法

1 期初回 3歳（6か月～ 7歳 6か月未満） 6～ 28 日の間隔をあけて 2回接種
1期追加 4歳（6か月～ 7歳 6か月未満） 1期初回の終了から約 1年後に 1回接種
2期 9歳（9歳～ 13 歳未満） 1回接種（今回より接種可能）

日本脳炎一期の接種回数 接種方法
1 回も受けていない場合 下記までお問い合わせ下さい
1回だけ受けたことがある場合 2期対象年齢内で残り 2回接種（6日以上の接種間隔をあける）
2回だけ受けたことがある場合 2期対象年齢内で残り 1回接種

接種費用・場所／無料、市内予防接種指定医療機関
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（医療機関及び市役所国保健康課にあります）

乳がん検診・子宮がん検診のお知らせ
　乳がん・子宮がんは、若い世代の女性を中心に発症が増加しています。検診を定期的に受け、早期に発見することで
治る可能性が高いがんですが、加西市では「乳がん」が約 11％、「子宮がん」が約 13％と非常に低い検診受診率となっ
ています。まだ検診を受けていない方は検診を受け、自身の健康を確認する機会にしましょう。

■乳がん検診　対象／ 40 歳以上（昭和 46 年 4月 1日以前生まれ）の女性市民（昨年度受診されていない方）

【問合先】　〒675-2395（住所表記不要）国保健康課健康担当☎428723　℻427521　kenko@city.kasai.lg.jp

【個別検診】
実施日程 実施場所 定員 料金 申込先

平成 23 年 2月までの月・水・木曜日
※年末年始、祝日除く 市立加西病院 各日 5名 3,700 円 市立加西病院地域医療室

（☎42 2200）へ電話予約

【集団検診】
実施日程 実施場所 定員 料金 申込先

12 月 1 日（水）、2日（木）、3日（金）
※申し込み受付中 健康福祉会館 各日 60 名 40 歳代

3,000 円
50 歳以上
2,800 円

市国保健康課（☎42 8723）へ
電話予約平成 23 年 1月 19 日（水）、2月 7日（月）

※ 11 月 4日（木）から受付開始 健康増進センター 各日 30 名

■子宮がん検診　対象／ 20 歳以上（平成 3年 4月 1日以前生まれ）の女性市民

【個別検診】
実施日程 実施場所 料金 申込先

平成 23 年 2月まで
三宅医院☎49 0067
小野レディースクリニック☎ 0794-62-1103
わかば・産婦人科☎ 0794-62-6111

2,000 円 希望の医院へ電話予約

【集団検診】まちぐるみ健診で実施
実施日程 実施場所 料金 申込先

10 月 22 日（金）、31 日（日） 農協会館（JA本店横） 1,700 円 町ぐるみ健診申込書を国保健康
課窓口に持参か郵送

【問合先】　人事課☎428702　℻431800　jinji@city.kasai.lg.jp

平成23年度市職員採用試験のご案内

■市職員採用試験（消防職の追加募集）
　加西市では、平成 23 年 4月 1日採用の市職員（消防）を次の通り募集します。

募集職種 採用予定人数 受験資格

消防 若干名

昭和 61 年 4 月 2日から平成元年 4月 1日までに生まれ、学校教育法による 4年制大学を卒
業した人または平成 23 年 3月に卒業見込みの人で、次の要件をいずれも満たす人
・色覚、聴覚、言語及び運動機能等に消防職務遂行上の障害が無いこと
・両眼視力 1.0（矯正視力を含む）以上であること。ただし、裸眼視力は 0.3 以上であること
・加西市内に居住できる人もしくは通勤可能な人

■任期付職員（保育士・幼稚園教諭）採用
　加西市では、当面する重要課題に対応するため、最長 5年間の任期付で平成 23 年 4月 1日採用の市職員（保育士・幼
稚園教諭）を次の通り募集します。

募集職種 採用予定人数 受験資格

保育士
幼稚園教諭

3名程度
昭和 30 年 4月 2日から昭和 50 年 4月 1日までに生まれ、次の要件をいずれも満たす人
・保育士資格及び幼稚園教諭免許を有し、保育所又は幼稚園の職務経験が 10 年以上ある方
・主任以上の管理的経験のある方

■上記受験申込

【問合先】　財政課財政担当☎428710　℻421586　zaisei@city.kasai.lg.jp

　市の業務改善の一環として、「事業仕分け」を開催します。
日時・場所／ 11 月 20 日（土）10:00 ～ 17:00（予定）　健康福祉会館

■市民判定員にご協力を
　無作為抽出した 18 歳以上の市民の皆
さん 1,000 人に、市民判定員への協力を
依頼します。ご協力いただける人の中か
ら、抽選で 40 人を市民判定員として選
任します。案内が届きましたら、ご協力
ください。

■ 1期の接種を規定回数接種ができなかった方の 1期接種方法
　2期対象年齢（9歳～ 13 歳未満）の間に接種できます


