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　年末年始の市役所業務の休業は次の通りです。住民票や各種証明書などが必要な場合は、早めにお手続きください。

施設（電話番号：市外局番 0790） 休業期間 備考

市役所 ☎42 1110 12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）

○出生届・婚姻届・死亡届・斎場の
　使用は、市役所東側宿直室で休業
　中も受付しています。※ 1
○市役所設置の住民票・印鑑登録証
　明書等の自動交付機は、期間中は
　休止します。

加西病院 ☎42 2200 12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火） ○救急外来は通常どおり行なってい
　ます。

収集カレンダー
による収集

ごみ収集 ☎46 0602 12 月 28 日（水）～ 1月 3日（火） ○詳細は、各地区のごみ収集カレン
　ダーをご確認ください。

し尿収集 ☎46 0334 12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）
○し尿収集を 12 月 28 日（水）に希
　望される方は、前日までにお申し
　込みください。

クリーンセンターへの
ごみの持ち込み

・燃やすごみ
・燃やせないごみ
・埋め立てごみ
・粗大ごみ

☎46 0602

12 月 28 日（水）及び、
12 月 30 日（金）～ 1月 4日（水）
は一般の方の持ち込み出来ません。

※ 12 月 29 日（木）は年末特別開場
日で受け入れを行っています。

○クリーンセンターへの受入時間は
　8:30 ～ 16:30（12:00 ～ 13:00 除く）
　です。年末は混雑しますので、
　4t 車以上での持ち込みはご遠慮く
　ださい。また、排出元（家庭、事
　業所）での、ゴミ分別にも、ご協
　力をお願いします。

斎場 ☎44 0760 1 月 1日（日）・2日（月） ○ 3日以降の使用は休業中も※1で受付

市民会館 ☎43 0160 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

地域交流センター ☎42 0106 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）
○地域交流センター設置の住民票・
　印鑑登録証明書等の自動交付機
　は、期間中は休止します。

図書館 ☎42 3722 12 月 29 日（木）～ 1月 4日（水） ○期間中、資料を返すときは、入口
　付近の返却ポストへ。

健康福祉会館 ☎42 6700 12 月 28 日（水）～ 1月 3日（火） ○各種サービスについてはお問い合
　わせください。

体育センター
すぱーく加西
アクアスかさい
加西南テニスコート

☎47 1420
☎42 6302
☎42 3465
☎49 3870

12 月 28 日（水）～ 1月４日（水）

○体育センターには、体育館、テニ
　スコート、球場（アラジンスタジ
　アム）を含みます。

オークタウンかさい ☎44 2595 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

中央公民館 ☎42 2151 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

善防公民館 ☎48 2643 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

南部公民館 ☎49 0041 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

北部公民館 ☎45 0103 12 月 28 日（水）～ 1月 4日（水）

年末年始の各施設休業のお知らせ障害児タイムケア事業の来年度のご案内

　加西市は、放課後や長期休業中に、保護者が就労等で
不在となる家庭の障害児を対象に、遊びを中心とした活
動の場を提供しています（タイムケア事業）。
　利用資格などは次の通りです。

【申込先】　社会福祉課障害者支援担当（市役所1階）☎428725　℻431801　fukushi@city.kasai.lg.jp

■利用資格
　市内在住の特別支援学校の児童・生徒
※申し込み多数の場合等、受け入れできない場合がありま

す。

■実施場所
　加西市健康福祉会館デイルーム

■開所予定
　平成24年4月2日（月）から25年3月29日（金）まで
授業のある日／授業終了後～ 18:00（月～金曜日）
長期休業など／ 8:30 ～ 18:00（土日祝日を除く）
■利用料
　月 6,000 円（８月分のみ 12,000 円）
※おやつ代・雑費は別途必要
■申込方法
　12 月 27 日（火）までに、所定の申請書に必要事項を
記入の上、下記までお申し込みください。
　申請書等は社会福祉課窓口で配付しています。

【問合先】　市民課☎428720　℻438045　shimin@city.kasai.lg.jp

公的な身分証明書となる住民基本台帳カード

■発行場所／市役所 1階市民課
■発行手数料／ 500 円
■有効期間／ 10 年

■発行に必要な物
　印鑑と次の①か②を持参してください。

　住民基本台帳カードは、全国の市区町村が交付する安
全性に優れた IC カードで、全国どこの市町村でも住民票
の写し（本籍の表示を省略したもの）の交付が受けられ
ます。
　特に「写真付住民基本台帳カード」は、運転免許証等
と同様に公的な身分証明書として利用可能で、運転免許
証をお持ちでない方には、とても便利です。顔写真は、
市役所窓口で無料撮影できますので、下記までお問い合
わせください。

①

運転免許証、
パスポート、
身体障害者手帳
等のいずれか 1点

＋

健康保険証、
病院等診察券、
預金通帳
等のいずれか 1点

②

健康保険証、
介護保険証、
年金手帳
等のいずれか 1点

＋

病院等診察券、
預金通帳
等のいずれか 1点

　①の場合は、即日カードを発行、②の場合は、受付後、
申請者へ照会文書を送付し、後日回答確認時にカードを
発行します。住基カード

【問合先】　市民課☎428720　℻438045　shimin@city.kasai.lg.jp

住民票・印鑑登録証明書などは自動交付機をご利用ください

■市役所設置機
設置場所／市役所 1階正面玄関付近
利用日／月～金曜日 7:30 ～ 20:00、土曜日 8:30 ～ 17:00
休業日／日曜日、祝日、年末年始（12 月 29 日～ 1月 3日） 

■アスティアかさい設置機
設置場所／アスティアかさい 3階
地域交流センター入口付近
利用日／ 9:00 ～ 19:00 土日祝日も稼動
休業日／年末年始（12 月 28 日～ 1月 4日）

　市役所 1階とアスティアかさい 3階に設置している自
動交付機は、次の証明書を発行するのに窓口発行と比べ
手数料が 50 円安く（1 件 250 円。住民票は 5 人まで）
なります。アスティアかさい設置機では、年末年始以外
の土日祝日も利用可能です。ぜひご利用ください。

■発行できる証明書／登録者の印鑑登録証明書、世帯員の
住民票の写し、登録者の税証明（課税証明、所得証明、納税
証明）※利用には、印鑑登録証「しみんカードKASAI」が必要。
暗証番号は、市役所窓口で、本人申請にて登録できます。

■市内公共交通の年末年始の運行予定
　年末年始の市内公共交通の運行予定は次の通りです。詳細は各問合先でご確認ください。
■北条鉄道（北条町駅☎42 0036）／ 12 月 30 日（金）～ 1月 3日（火）は、土・休日ダイヤで運行します。
■市コミュニティバス（経営戦略室☎42 8700）／ 12 月 30 日（金）～ 1月 3日（火）は、運休します。
■はっぴーバス（NPO法人原始人の会☎44 0150）／ 12 月 29 日（木）～ 1月 3日（火）は、運休します。

しみんカードKASAI


