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■郷土愛を深める東京加西会、盛大に開催。
　関東在住の加西市出身者や加西市にゆかりのある方が集う、東京加
西会（竹本進一会長）総会が平成 23 年 10 月 30 日に開催されました。
同会は、郷土の発展に寄与することを目的に平成元年に発足、今回で
23 回目の開催です。

　東京都のほか、千葉県や茨城県からの参加もあり、1年ぶりに再会
する方、高校卒業以来約 40 年ぶりに再会する方など、来賓やゲスト
を含めた約 50 人がふるさと談義に花を咲かせました。
　加西市からは西村和平・市長

や森田博美・議長、北条高校の小田毅・同窓会長らが来賓として参加し、近況
を報告するとともに、ふるさと納税をお願いしました。また、ふるさとへの愛
着や誇りを深めてもらうために、加西民謡研究会の別所孝さんが三味線と民謡
を披露。北条鉄道からは佐伯武彦取締役が、鉄道の活性化に向けた取り組みな
どを報告しました。
　毎年大好評のふるさと産品の抽選会では、市内協賛各社からいただいた、加
西産の新米や酒、佃煮、せんべい、宿泊券などが贈られ、参加者に喜ばれました。

三味線を披露する民謡研究会の別所さん

来年の再会を約束して記念撮影

利用者増に向けて北条鉄道がトイレを改築

【問合先】　経営戦略室☎428700　℻431800　keiei@city.kasai.lg.jp

　これら事業の第一弾として 11 月 5日には、一乗寺などの観光名所を
訪れる方が利用する法華口駅で、改築工事に伴う地鎮祭が行われ、播磨
下里駅のボランティア駅長・畦田清祐（東大阪市・額田寺住職）さんが
安全祈願をしました。改築に要する原材料費などを鉄道が負担し、地元
住民らのボランティアで工事が進められます。
　鉄道の活性化に役立ててくださいと、10 月下旬に市民の方から寄付
のあった 100 万円はこれらの事業に使われます。

■各駅の改築事業内容

法華口駅での地鎮祭。駅の隣に建設予定。

　北条鉄道は、10 月 19 日に取締役らによる経営会議を開催し、駅のトイレ改築など活性化に向けた新たな取り組みを
決定しました。
　主な内容は下の表の通りで、建て替えでくみ取り式を水洗化したり、和式を洋式に変更したりします。また、トイレ
のない田原駅に新設するほか、ほとんどの駅の駐車場を整備します。

　北条鉄道は、大正 4年（1915 年）3 月に播州鉄道株式会社が粟生、
北条町間を開通して以来、あと 3年少しで 100 周年を迎えます。

■北条鉄道で貸切列車を走らせませんか

　北条町駅から粟生駅までを貸切列車で
走らせることができます。忘年会やクリ
スマス会など楽しいイベ
ントに使ってみませんか。
■貸切料金
・1往復 22,000 円 （片道の場合も同額） 
※往復後の車両使用は 1時間 2,000 円 
・1 時間（往復運転なし）11,000 円
※延長料金 1時間 2,000 円 
問合先／北条鉄道北条町駅☎42 5211

ふるさと納税は加西市に

　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。
　「ふるさと納税制度」（ご寄付）は、出身地や応援した
い自治体に寄付する場合、居住する自治体に納める住民
税を軽減するもので、納税者が税金の納付先を選択でき
る制度です。

　ふるさと納税を本年中にされた場合、平成 23年分所得
税・24年度住民税の控除対象となります。軽減される額
（一例）は、右の表を参考にしてください。

　一定額以上をご寄付いただいた方に、季節に応じて、
又は一年を通して加西の産品（加西ぶどう、トマト、日
本酒、ワインなど）をお送りしています。

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

■ふるさと納税の受け入れ状況

　加西市は今年度、11 月 21 日現在で 38 名から 787 万
円のご寄付をいただいています。ふるさと納税を開始し
た平成 20 年度から合計すると 4,958 万円（212 名）に
なります。
　皆様からいただいた寄付金は、順次予算計上し、魅力
あるまちづくりに活用させていただきます。活用内容に
ついては、市ホームページでご紹介しています。

■年度別ふるさと納税の受け入れ状況
寄付年度 寄付者数 寄付金額

平成 20 年度 40 名 5,795,000 円
平成 21 年度 54 名 16,070,000 円
平成 22 年度 80 名 19,845,000 円
平成 23 年度（4/1 ～ 11/21） 38 名 7,870,000 円

合計 212 名 49,580,000 円

平成22年国勢調査の結果を公表

【問合先】　行政課☎428702　℻431800　somu@city.kasai.lg.jp

　平成 22 年 10 月 1日現在で実施された「平成 22 年国勢調査」の人口等基本集計結果が平成 23 年 10 月 26 日に総務省
から公表されました。加西市の概要は次の通りです。詳細については、市ホームページに掲載しています。

■国勢調査人口

世帯数
人口（人） 対前回人口増減 人口密度

（人 /k㎡）総数 男 女 数（人） 率（%）
15,188 47,993 23,392 24,601 △ 1,403 △ 2.84 317.9

　総人口は、47,993 人とな
り、平成17年と比べ 1,403
人（2.84％）の減少となり
ました。世帯数は、15,188
世帯となり、平成 17 年と
比べ 150 世帯（1.0％）の
増加となりました。
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寄付者の
年収 寄付金額 軽減額合計

（①+②） 住民税
軽減額①

所得税
軽減額②

300 万円
1万円 8,000 円 7,600 円 400 円
5 万円 16,300 円 13,900 円 2,400 円
10 万円 23,800 円 18,900 円 4,900 円

500 万円
1万円 8,000 円 7,200 円 800 円
5 万円 32,350 円 27,550 円 4,800 円
10 万円 42,350 円 32,550 円 9,800 円

700 万円
1万円 8,000 円 6,400 円 1,600 円
5 万円 48,000 円 38,400 円 9,600 円
10 万円 66,550 円 46,950 円 19,600 円

■平成 23年に寄付した場合の控除額（例）

※表は総務省広報誌より引用。控除額は一例であり、実
際の軽減額とは異なる場合があります。

駅名 内容 時期
北条町駅 和式を洋式トイレに変更 23 年 11 月完成
法華口駅

建て替え（バリアフリー）・水洗化 23 年度中網引駅
播磨下里駅
田原駅 トイレ（水洗化）の新設

24 年度中長駅 建て替え（バリアフリー）・水洗化
播磨横田駅 和式を洋式トイレに変更


