
北条鉄道に新デザイン車両デビュー
加西市と小野市を結ぶ北条鉄道で 3月 20 日、沿線の田園風景をイメージした緑をベースに、加西市の新しいキャラクター「ねっぴー」を描いた
車両が運行を開始しました。北条町駅でのお披露目式には 200 人近い市民らが駆けつけ、新デザイン車両のデビューを祝いました。

■平成24年度予算の概要
■市役所の部や課の名称が変わります
■市街化調整区域のまちづくりにご協力を
■国民年金の保険料が変わります
■高額な外来診療を受ける皆さまへ
■高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費を助成します
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■タウントピックス
■住宅リフォームを商品券で助成します
■口座振替推進キャンペーン
■講座・イベント、くらし、募集情報
■休日当直医　乳幼児健診
■加西市オリジナル介護予防体操が完成しました
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■平成24年度   市長施政方針（要旨） p2
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　平成 24 年度当初予算は、厳しい財政運営の中でも市
民の期待の大きい施策に重点配分した積極型予算です。
　特に人口増対策に主眼をおき、5万人都市再生に向け
た総合的な施策を展開します。

平成24年度予算の概要平成24年度   市長施政方針（要旨）

　2月 29 日開会の第 241 回加西市議会定例会で、西村
市長は平成 24 年度施政方針を述べました。
　施政方針は市の基本指針となるもので、担当部署はこ
れに基づき施策を実施します。

　施政方針の全文は、市ホームページに掲載しています。

【問合先】　財政課☎428710　※その他詳細は市ホームページをご覧ください

　加西市は、今年、市制施行45周年を迎えます。 
　いにしえの時代から営々と栄えてきたふるさと加西を、
心豊かな成熟社会とするべく、未来への希望を持続させる
ためには、新たな社会の担い手となる子どもたちがたくさ
ん生まれ、人口減少を止めねばなりません。
　「5万人都市再生」は、私たちの一人ひとりの心を繋ぐ
目標であり、地域再生のキーワードです。 

■市政運営の 3つの基本方針

①未来へ持続可能なまちづくり
　持続可能なまちづくりは、まず、人口の流出を止める
施策が必要です。そのためには、市街化調整区域におけ
る地域の特性に応じた土地利用や、新たな住宅地域づく
り、雇用の創出に向けた産業の活性化、未来を担う元気
あふれる子どもを育て、教育する環境等々を整えなけれ
ばなりません。

②住民が輝く地域づくり
　地域づくりの主役は、その地域に暮らす老若男女を問わ
ず一人ひとりの住民です。一人ひとりの住民の声や思いが
地域の中で生きるまちづくりが、住みやすく暮らしやすい
地域をつくると信じます。
 
③ 5万人都市再生に向けた総合計画、行財政改革プラン
の着実な実行
　平成 23 年 9月に策定した第 5次加西市総合計画では、
加西の元気力を引き出しつつ 5万人都市の再生を目指す
こととし、その具体化を図るために 30 の施策を掲げて
います。本年度策定しようとする行財政改革プランは、
その実施計画としての性格を併せ持つもので、健全な財
政基盤を確立し、行政サービスの向上と効率的な行政運
営を図りつつ、総合計画に定めた施策群の着実な実施を
図ろうとするものです。 
　さらに、市民サービスの充実のため、将来を見据えた
加西市のグランドデザインを描きながら、施設の再配置
や、事業の広域化に向けても検討を加えていきます。

■新年度の 5つの基本施策

①子どもが元気に育ちいきいきと活動する加西
　安全安心な学校づくりのために老朽施設の整備や耐震補
強工事を推進して行きます。学校給食については、市内4
中学校全てで実施するための新しい給食センターの設計に
着手します。

②雇用と経済が元気を取り戻す加西
　若者の市内企業への就職意欲の高揚と回帰志向を高める
ための「ふるさと就職支援事業」、市内事業者を利用して
個人の住宅リフォームを行った場合の「産業活性化支援事
業」を新規事業として取り組みます。

③誰もがみんな元気で安心して暮らせる加西
　子育て支援施策として、中学 3年生までの子どもの医
療費無料化を実現します。また、第 2子以降の保育料の
負担の軽減を図ります。

④地球に優しい環境都市加西
　自然と調和した多様なクリーンエネルギーのまちを推
進すべく、「加西市グリーンエナジー地域推進構想」を策
定のもと、「グリーンエナジーシティ宣言」を行います。

⑤パートナーシップによる地域経営
　「加西ふるさと創造会議」として、地域の住民が自らの
意思で地域の課題に取り組み、その支援を行政が果たし
ていく新しい仕組みを構築します。

　「5万人都市再生」は高い目標であり至難の業です。 
　しかし、私は「現状維持は、後退に等しい」と思ってい
ます。行政も変化を恐れず果断に変革していくことが、未
来に続く加西市を築くために必要なことです。
　前例を踏襲することで、なんとかなった時代は、すでに
過去です。加西市の未来に、「本気」が求められています。
地域再生のため、子どもたちの未来のため、市民の皆様と
共に全身全霊をかけて変化に挑んでまいります。

■一般会計　183 億 5,000 万円　（対前年　2.2%増）
■特別会計　 94 億 1,082 万円　（　同　　1.5%増）
■企業会計　142 億 7,972 万円　（　同　　1.1%増）
■総　　額　420 億 4,054 万円　（　同　　1.7%増）

■市民 1人あたりの予算の使い道
　一般会計予算 ÷ 人口 47,412 人（1月末現在）

区分 市民１人あたり
民生費（福祉の充実） 11 万 3千円
衛生費（保健・環境） 5万 2千円
労働・農林業・商工費（産業・観光） 4万 4千円
公債費（借金の返済） 4万 1千円
議会費・総務費（行政の運営） 4万円
教育費（学校施設・スポーツ振興） 3万 5千円
土木費（道路・まちづくり） 2万 3千円
消防・災害復旧費（消防・防災） 1万 5千円
その他（諸支出金・予備費） 2万 4千円

計 38 万 7 千円

歳出
183.5 億円

29.3%

13.4%

11.3%

民生費
53 億 7,200 万円

衛生費
24 億 5,300 万円

公債費
19 億 6,800 万円

議会費・総務費
18 億 8,700 万円

教育費
16 億 6,100 万円

土木費
10 億 9,000 万円

消防費・災害復旧費
7 億 2,000 万円

労働・農林業・商工費
20 億 6,600 万円

10.7%

10.3%

その他
11 億 3,300 万円

9.0%

5.9%
3.9%
6.2%

■平成 24年度一般会計予算

■平成 24年度予算の主な施策

■子育て支援・教育
○こども医療費助成
　中学 3年までの医療費を無料化。7月から実施。
○学校施設耐震化
　善防・泉中学校校舎耐震補強工事設計、宇仁小学校地
　震改築工事実施設計・工事。
○保育料の一部助成
　第 2子以降の保育料を一部助成。
○学校給食センターの設計委託
　4中学校の給食実施に向けた、新しい給食センターの設
　計委託。25年 12月完成・26年 1月から給食開始予定。

・・・・・・・・ 1億 5,961 万円

・・・・・・・・・・・ 7,363 万円

・・・・・・・・・・ 1,348 万円

・・・・・ 1,200 万円

■まちづくり
○ふるさと創造事業
　住民自身による主体的な参画と協働による地域づくり
　ができる仕組みづくりを推進。
○宅地開発促進補助
　特別指定区域制度を活用した「新規居住者の住宅区域」
　の整備計画策定等の費用について、住民団体に助成。
○まちづくり支援補助
　市民の自主的なまちづくり勉強会等に専門家を派遣す
　る費用を助成。

・・・・・・・・・・・ 434 万円

・・・・・・・・・・・ 400 万円

・・・・・・・・・・ 200 万円

■道路・施設の整備
○クリーンセンター整備工事
　ごみ焼却施設の整備工事を実施。
○市道・街路整備
　市道等の改修、舗装、ガードレール等安全施策の整備事業。
○ため池整備
　ため池を整備し、災害の未然防止を図る。

・・・・ 1億 2,000 万円

・・・・・・・・・・・ 8,685 万円

・・・・・・・・・・・・・ 5,933 万円

■健康・医療
○高齢者肺炎球菌助成
　65 歳以上の高齢者の肺炎球菌ワクチン接種に助成。
○ 41歳節目年齢がん検診推進
　41 歳の市民に、がん検診無料クーポン券送付。

・・・・・・・・・・ 480 万円

・・・・・・ 313 万円

施政方針を述べる西村市長

■商工・観光の振興
○産業活性化支援（住宅リフォーム助成）
　市内事業者で住宅リフォームした市民に、市内で利用で
　きる商品券を交付。詳しくは12頁をご覧ください。
○観光基本計画策定
　加西市が目指す観光ビジョンを策定。
○ふるさと就職支援
　市内企業の見学ツアーを実施する等して若者雇用を支援。

・・ 500 万円

・・・・・・・・・・・ 420 万円

・・・・・・・・・・・・ 80万円



　加西市は3月13日、文化やスポーツなどで輝かしい活躍をされた次の皆さんに「さ
わやか市民賞」をお贈りしました。
■畑中晴太朗（北条小1年）写真①
　平成23年度兵庫県交通安全ポスターコンクールで最優秀賞の兵庫県知事賞を受賞
■金澤妃菜（北条小4年）写真②
　平成23年度 JA共済小・中学生書道コンクールで最優秀賞の兵庫県知事賞を受賞
■北田ナオミ（北条東小6年）写真③
　第23回全国児童水辺の風景画コンテストでジャパンゲームフィッシュ協会会長賞を受賞
■岡本ちあり（善防中2年）写真④
　第84回兵庫県小・中・高校絵画展で学年最優秀賞の学年優秀作品賞を受賞
■武藤愛珠佳（北条中3年）写真⑤
　第61回社会を明るくする運動作文コンテストで兵庫県最優秀賞の兵庫県推進委員会委員長（県知事）賞と全国優秀
　賞の日本BBS連盟会長賞を受賞
■松本武彦（鶉野町）写真⑥
　第 11回全国障害者スポーツ大会おいでませ！山口大会でソフトボール投（男子）1位、立幅跳（男子）1位（記録
　2m53cm：大会新記録）

54

広報かさい　2012.4月号 広報かさい　2012.4月号

　加西市は、市域の 3分の 2が開発を抑制する市街化調
整区域に定められています。建築制限等により、農家住
宅や農業用倉庫などを除いて、原則、一般住宅や工場の
建設ができません。

　このため、市街化調整区域の出身者が実家近くに住宅
を構えられず、居住者が減少して、集落の活力が低下す
るなどの問題があらわれています。
　このような市街化調整区域の課題に対
応するため、兵庫県は平成14年に、右の
9つのメニューからなる特別指定区域制
度を創設しました。

　加西市は、特別指定区域制度を活用し、平成 19 年に
市内 104 地区で「①地縁者の住宅区域」の区域指定を行
い、平成 23 年には宇仁地区で「②新規居住者の住宅区域」
の区域指定を行いました。
　今後、更なる地域の課題の解決に向け、特別指定区域
制度を活用した建築制限の緩和を図り、市街化調整区域
内の土地の有効利用を進めていきます。

市街化調整区域のまちづくりにご協力を

■自治会の皆さまにお願い
　「①地縁者の住宅区域」の区域拡大や、「②新規居住者
の住宅区域」の区域指定などのご希望があれば、下記ま
で情報提供をお願いします。

■事業所の皆さまにお願い
　「③地縁者の小規模事業所区域」「④既存事業所の拡張
区域」や「⑤既存工場の用途変更区域」などの区域指定
で建築制限の緩和に努めますので、数年内に今ある事業
所の敷地を広げたい、今の事業の業種を変えたいなどの
意向があれば、下記まで情報提供をお願いします。

■特別指定区域制度
　特別指定区域制度には、次のメニューがあり、指定
された区域内では、建築制限が緩和され地域に必要な
建築物が建築できるようになる制度です。

①地縁者の住宅区域
　集落周辺の市街化調整区域に 10 年以上居住したこ
　とのある人の住宅が建築できる区域
②新規居住者の住宅区域
　人口が減少している集落において誰でも住宅が建築
　できる区域
③地縁者の小規模事業所区域
　集落周辺の市街化調整区域に 10 年以上居住したこ
　とのある人が営む小規模な事業所が建築できる区域
④既存事業所の拡張区域
　建築後 10 年以上経つ工場などの事業所が敷地を拡
　張して増改築できる区域
⑤既存工場の用途変更区域
　廃業などのため使用されなくなった工場が他の業種
　の工場へ用途変更できる区域
⑥資材置き場等の区域
　資材置き場や駐車場などの管理事務所が建築できる
　区域
⑦地域振興のための工場区域
　産業が停滞している地域の振興に資する工場又は研
　究所が建築できる区域
⑧流通業務施設区域
　幹線道路沿道で流通業務施設が建築できる区域
⑨市町公営住宅区域
　市町公営住宅（新たに設置するものを含む）が建築
　できる区域

【問合先】　都市計画課☎428753　℻421998　toshi@city.kasai.lg.jp

　職員の能力を最大限活用する組織の構築と、市の重点施策「5万人都市再生」を明確にするため組織機構を見直し、
４月１日から次のとおり、6つの課を新設し、12 の部・課で名称変更しました。新組織では、組織の命令系統の統一、
職員の権限・責任の明確化を図るなど、業務の効率化やスピードアップをめざします。

市役所の部や課の名称が変わります

■新設課と主な仕事内容

名称 設置場所 内容
人口増政策課 本庁舎 3階北側 各部署が行う人口増政策全体の相互調整を行い、総合的に政策を推進する。
管財課 本庁舎 2階北側 入札事務、市有財産の管理・活用の強化、入札制度改革、公契約条例の制定に取り組む。
福祉企画課 本庁舎 1階東側 福祉部門全般を横断する計画・業務の立案・進行と統括管理を行う。
健康課 議会棟 1階北側 まちぐるみ健診、高齢者インフルエンザ予防などの窓口として市民の健康増進を推進する。
管理共済課 本庁舎 4階南側 地域振興部の管理業務と農業共済業務を統合・強化する。
用地課 本庁舎 5階南側 用地買収、地籍調査、道路内民地処理、登記事務など用地関係業務を統合・強化する。

■名称変更した部・課／市民に分かりやすくとの観点から、部・課名を見直し、短く呼びやすい名称に変更しました。

旧名称 新名称
経営戦略室 ふるさと創造部
市民福祉部 健康福祉部
都市開発部 都市整備部
自治参画課 ふるさと創造課
安全防災課 危機管理課
国保健康課 市民課（国保医療業務を統合）

旧名称 新名称
社会福祉課 地域福祉課
ダイバーシティ推進課 人権推進課
ふるさと営業課 商工観光課
環境創造課 環境課
資源リサイクル課 環境整備課
自己実現サポート課 文化スポーツ課

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

森林の所有者届出制度が4月から開始します

【問合先】　農政課☎428741　℻431802　nosei@city.kasai.lg.jp

　平成 23 年４月の森林法改正により、24 年４月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長
への事後届出が義務付けられました。

■届出対象者
　個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地
を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなけ
ればなりません。

■届出期間
　土地の所有者となった日から 90 日以内に、取得した
土地のある市町村の長に届出をしてください。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

　加西市は2月 24日、播磨農業高等学校の郷土伝統文化継承クラブに3年間在籍した次の2名に、加西市発祥である
播州歌舞伎の継承保存の努力をたたえ、「市長感謝状」をお贈りしました。
■前田彩、正木章裕

■市長感謝状

■さわやか市民賞

①

② ③④⑤
⑥ 受賞者6名

と市長ら
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　４月１日から、高額な外来診療を受けるとき「認定証」などを提示すれば、それぞれの医療機関で
自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります（限度額適用と言います）。
これまでは、入院診療にのみ適用されていました。

高額な外来診療を受ける皆さまへ

■外来診療で限度額適用を受けるために
高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などでの手続き（保険証提示に加えて）
○ 70 歳未満の方
○ 70 歳以上の
　住民税非課税世帯の方

加入する健康保険組合などに
「限度額適用認定証」の交付を
申請してください。

「限度額適用認定証」を窓口に提示してください（既に限度
額適用認定証をお持ちの方は、有効期限までお使いくださ
い）。

○70歳以上75歳未満で、
　住民税課税世帯の方 必要ありません。 「高齢受給者証」を窓口に提示してください。

○ 75 歳以上で、
　住民税課税世帯の方 必要ありません。 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください。

※上記表の 70 歳は、誕生日月の翌月をいいます。75 歳は、満年齢をいいます。
※「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。高額療養費の支給申請をしていただき、支払った
窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組合などから支給されます。

■ 70歳以上の方の 1か月あたりの自己負担限度額
適用区分 外来（個人） 外来＋入院（世帯）

低所得者
（住民税非課税世帯） 8,000 円 24,600 円（年金収入 80 万円未満で、それぞれの所得が 0の世帯は、15,000 円）

一般 12,000 円 44,400 円
現役並み所得者
（3割負担の方） 44,400 円 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）×１%（過去 12 か月間に限度額を超えた支給が

4回以上あった場合、4回目以降は 44,400 円）

■ 70歳未満の方の 1か月あたりの自己負担限度額
世帯区分 一医療機関あたりの限度額（入院・外来は、別計算）

住民税非課税世帯 35,400 円（過去 12 か月間に限度額を超えた支給が 4回以上あった場合、4回目以降は 24,600 円）

一般世帯 80,100 円＋（医療費－ 267,000 円）× 1％
（過去 12 か月間に限度額を超えた支給が 4回以上あった場合、4回目以降は 44,400 円）

上位所得者 150,000 円＋（医療費－ 500,000 円）× 1％
（過去 12 か月間に限度額を超えた支給が 4回以上あった場合、4回目以降は 83,400 円）

※事前の申請など、詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、国保組合、共済組合まで、後期高齢者
医療および加西市国民健康保険にご加入の方は、下記までお問い合わせください。

【問合先】　市民課福祉医療係☎428721　℻421792

　平成 24 年 6 月 1 日に任期満了となる農業委員会委員
選挙を、次のとおり行います。
※立候補者が選出委員数（15 名）を
超えない場合は無投票となります。

加西市農業委員会委員選挙のお知らせ

■投票日／平成 24 年 5月 20 日（日）7:00 ～ 20:00
■告示日／平成 24 年 5月 13 日（日）
■期日前投票
日時／ 5月 14 日（月）～ 19 日（土）8:30 ～ 20:00
場所／加西市役所議会棟１階　多目的ホール
※同選挙ではイオンモール加西北条での期日前投票は行
いません。
■選出委員数／ 15 名

■選挙資格
　次の要件をすべて備え、平成 24 年 3月 31 日に確定し
た加西市農業委員会委員選挙人名簿に登録されている方
○ 10 アール以上の農地を耕作している人と、年間耕作
　従事日数が 60 日以上の同居の親族、同居の親族の配
　偶者
○加西市内に住所を有する方
○ 20 歳以上の方
【立候補を予定している方へ】
　次の日程で農業委員会委員選挙立候補に必要な書類
（候補者届出書、宣誓書など）を配布します。
日時／ 4月 23 日（月）・24 日（火）8:30 ～ 17:00
場所／加西市選挙管理委員会事務局（市役所 4階北側）

■期日前投票立会人の登録者を募集

　加西市選挙管理委員会は、期日前投票立会人を募集しています。応募いただいた方を「期日前投票立会人台帳」に
登録し、今後、選挙が行われるごとに従事していただけるかを確認していきます。

■応募資格／市内在住の選挙権を有する方
■従事期間／選挙の公示（告示）日の翌日から投票日
の前日まで※選挙によって期間が異なります。
■応募方法
　「期日前投票立会人申込書」（市ホームページから入
手可能）に必要事項を明記のうえ、身分証明書の写し
を添えて下記まで郵送または持参してください。
■応募先
　〒675-2395加西市北条町横尾1000番地
　加西市選挙管理委員会事務局（加西市役所4階北側）

■従事場所・時間・報酬
場所 時間 報酬

市役所1階多目的ホール 8:30 ～ 20:00 1 日 11,200 円
イオンモール加西北条 9:45 ～ 20:00 1 日 10,200 円

※１日のみや半日での従事も可能です。
※半日の場合、報酬は半額になります。
※従事場所は変更となる場合もあります。
■その他
　申し込みは随時、下記で受け付けしています。
※応募者数によってはご希望に添えない場合がありま
すのでご了承ください。

【問合先】　加西市選挙管理委員会事務局（市役所4階北側）☎428781　℻424612　senkyo@city.kasai.lg.jp

　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。

平成 24年度第 1号被保険者の保険料額／定額保険料 14,980 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か月分 【割引額】 6か月分 【割引額】 1年分 【割引額】
現金支払（月々） 14,980 円 ― 89,880 円 ― 179,760 円 ―
現金支払（前納）、クレジット納付（前納） ― ― 89,150 円 【 730 円】 176,570 円 【3,190 円】
口座振替（前納） 14,930 円 【 50 円】 88,860 円 【1,020 円】 175,990 円 【3,770 円】

国民年金の保険料が変わります

【問合先】　市民課☎428722　℻438045　shimin@city.kasai.lg.jp

※口座振替（前納）の 1年分と 6か月分（4～ 9月）は、平成 24 年 2月末までに金融機関へ手続きをされた方が対象です。

　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ると、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、忘れずに手続きをしましょう。

■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 20 歳以上の学生

【問合先】　市民課☎428722　℻438045　shimin@city.kasai.lg.jp

国民年金「学生納付特例」の手続きを忘れずに

■所得の基準額／学生本人の前年所得が 118 万円以下
■手続きに必要な物
　学生証または在学証明書（平成 24 年 4月以降の在学
期間がわかるもの）、年金手帳、印鑑
※詳細は下記までお問い合わせください。
※平成 23 年度分の学生納付特例申請受付は、24 年 5 月
1日（火）までです。在学証明書は平成 23年 4月以降の
在学期間がわかるものをご用意ください。
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が働く職場としての魅力につながり、人材と患者が集ま
る病院に伸びていかなければなりません。それが成功す
るには教育の力が必要です。当然教育費は増大します。
しかしそれ以上に、職員全員が学びと研鑽の気概を持つ
ことが前提になります。
　学びの意欲を高めるに
は、学びの時間や教育費の
確保と、学びの結果が評価
され仕事の充実に結びつ
く環境が必要です。それを
担保するのは、結局、人と
制度です。加西病院では、
今年度、看護部に教育専従の指導者を置きます。また薬
剤師を外来の調剤業務から入院中の患者のチーム医療に
関わる病棟薬剤師へ移動させます。事務職においては、
終身病院事務だけを職務とするプロパー職員を導入しま
す。これらの事業を成功させるには教育へのエネルギー
注入が必用であり、それが上手くいけば今度はそれが院
内の人の育成の潮流を強める作用を起こします。

■最後は市民の意志と協力
　このように教育に関する多くの課題が平成24年度に
集中しています。本年度の病院目標を「教育体制の更な
る充実を図ろう！」とする所以です。加西病院は市民の
ための病院です。教育への投資は最初目に見えなくても、
やがて大きな価値を創造します。市民の皆さんには、病
院職員が教育のための時間的余裕とお金を確保できます
よう、できるだけの支援をお願いする次第です。

（ 病院事業管理者・院長　山邊裕 ）

■年度と目標
　病院では毎年4月に新しい目標を立て、医療と病院を
良くするために達成の努力を行っています。今年度の加
西病院の年度目標は「教育体制の更なる充実を図ろう！」
です。

■加西病院を巡る状況
　国レベルの問題としまして、社会保障費の増大と財
源不足から、社会保障体制の改革が行われようとして
います。医療は社会保障制度の主要な一つです。しか
も近年高齢化や技術革新に伴い大幅な費用の増大を続
けています。医療と介護にわたる制度改変が避けられ
ない情勢です。これまでの国の施策を見る限り、加西
病院のような多くの診療科を揃えた中規模病院への財
政的風当たりは強くなるでしょう。
　次に北播磨圏の問題としまして、来年の秋、規模の
大きい北播磨総合医療センターがオープンします。現
状でも医師や看護師の獲得競争が過熱する中、病院間
の人材争奪戦が激化するのは必至です。加西病院が生
き残れるかどうかは、優秀な病院人材を持つことがで
きるかどうかに、かかっています。そのために本院が
患者にとってのみならず医療者にとっても安心な場で
あるよう、全ての人の意識改革が欠かせません。

■教育が新年度の目標
　以上の状況を踏まえますと、病院としては職員の専門
的な職能を深め、医療のレベルを高め、そのような充実

子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種事業

　国のワクチン接種緊急促進事業の改正のため、次の 3
種ワクチンの接種事業が延長さ
れることになりました（任意接
種のため法的接種義務はありま
せん）。

■接種料金／無料
■接種期間／平成 24 年 4月 1日～平成 25 年 3月 31 日
■必要な物／母子手帳、体温計、健康保険証（本人確認のため）
■接種方法／広報かさい4月号と一緒に配布している「親
　　　　　　と子の健康づくりカレンダー」をご確認の
　　　　　　上、接種希望医療機関へ予約してください。

■ヒブワクチン接種
　小児のかかる細菌性髄膜炎の半数以上の原因となる細菌「ヒブ（Hib）」による感染症を防ぎます。

接種開始年齢 初回 追加
生後 2か月以上～ 7か月未満 4～ 8週間間隔で 3回接種 初回終了から約 1年後 1回接種
生後 7か月以上～ 12 か月未満 4～ 8週間間隔で 2回接種 初回終了から約 1年後 1回接種
1歳以上～ 5歳未満 1回接種

■小児用肺炎球菌ワクチン接種
　細菌性髄膜炎など、肺炎球菌による重い感染症を予防する、子ども用のワクチンです。

接種開始年齢 初回 追加
生後 2か月以上～ 7か月未満 27 日以上間隔で 3回接種 初回終了から 60 日以上あけ 12 ～ 15 か月齢で 1回接種
生後 7か月以上～ 12 か月未満 27 日以上間隔で 2回接種 初回終了から 60 日以上あけ 1歳以降に 1回接種
1歳以上～ 2歳未満 60 日以上間隔で 2回接種
2歳以上～ 5歳未満 1回接種

■子宮頸がん予防ワクチン
　発がん性のあるウイルス感染を約 60％防ぐワクチンです。

対象年齢 接種回数と間隔
○平成 8年 4月 2日～ 12 年 4月 1日生まれの女性
○平成 7年 4月 2日～ 8年 4月 1生まれの方で、平成 24 年 3月末までに 1回以上の接種
　を終えている女性

一定の期間で 3回接種

※原則、保護者同伴で接種してください。保護者が同伴できない場合は、事前に下記問合先までご連絡ください。

【問合先】　健康課☎428723　℻427521

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種費を助成します

　加西市は、高齢者の肺炎球菌に起因する肺炎の発症及
び重篤化を予防するため、4月から肺炎球菌ワクチン予
防接種費用の一部を助成します。この予防接種は本人の
希望による任意接種です。接種については事前に医師と
相談し、十分納得した上で行ってください。

■対　象　者／予防接種を受ける日に市内に住所を有する
　　　　　　　　満65歳以上の方で、過去に肺炎球菌ワク
　　　　　　　　チン予防接種費の助成を受けていない方。
■助成の回数／ 1人につき 1回限り
■助成金の額／接種料金の 2分の 1の額（上限 4,000 円）

■申請の方法
接種場所 申請手順 必要な物

市内の
医療機関

接種前に、市役所健康
課で申請し、肺炎球菌
ワクチン接種助成券の
発行を受けてください。

印鑑、健康保険証
等の身分証明

市外の
医療機関

接種後に健康課へ申請
してください。

印鑑、領収書、接
種済証、振込口座
番号等のわかるも
の、健康保険証等
の身分証明

【問合先】　健康課☎428723　℻427521

救急自動車など2車両を更新

　加西消防署は、次の 2車両を更新整備しました。

【問合先】　加西消防署警備係☎420119

■災害対応特殊消防ポンプ自動車
　高い消火能力を有する CAFS 装置（水と消火薬剤の混合液に圧縮空気
を圧入し生成された泡を放射する装置）を搭載。緊急消防援助隊の消火
部隊として登録し、大規模災害時には広域応援出動します。

■高規格救急自動車
　高度化が進む救急業務に対応できるよう、高度救命処置用資機材（気
道確保用資機材・自動体外式除細動器等）を搭載。日々多様化する救急
業務に有効活用し、救命率の向上・高度な救急サービスを提供します。

災害対応特殊消防
ポンプ自動車

高規格救急自動車

※希望する医療機関に、肺炎球菌ワクチン予防接種が可
能かを事前に確認してください。

看護師詰所で医師のレクチャ
ーを受ける職員
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　今年結成 45 年を迎える加西北条ライオンズクラブ
（山下公明会長）の会員 30 人が 3 月 11 日の早朝、丸山
総合公園（北条町西高室）の敷地内に桜の木 35 本を植
樹し、市に寄贈されました。
　これは、「ライオンズクラブ国際協会」の国際会長が
提唱する、100 万本植樹キャンペーンの一環として行
われたもので、地域での環境保護に貢献することを目
的とした奉仕活動です。

▲桜の木を一本ずつ丁寧に植樹。

丸山公園に桜の木を植樹

　泉小学校で 2 月 24 日、市内事業所に勤めるブラジル・
中国の従業員 4 人と 5 年生 46 人が異文化交流をしまし
た。
　児童たちは、練習してきたブラジル語と中国語で 1
人ずつ自己紹介を行い、体育館でなわ飛びやゲームな
どをして、すぐにうちとけました。その後、教室で給
食を一緒に食べ、お互いの文化について積極的に質問
し合うなど、異文化への理解と交流を深めました。

▲中国籍の 2人を囲み談笑する児童たち。

市内に勤める外国人と異文化交流

　東日本大震災の発生から 1 年を迎えた 3 月 11 日、ア
スティアかさい多目的ホールで犠牲者を追悼する式典
が開かれました。
　市民ボランティアらが支援に入った宮城県南三陸町
の佐藤仁町長のビデオメッセージが紹介されたほか、
地震発生時刻には被災地に向かって黙祷をささげまし
た。また、子どもたちの合唱、ボランティアの報告な
どが行われ、参加者は、復興への息の長い支援を誓い
ました。

▲式典の最後に宇仁幼児園児 14 人が東日本大震災の復興応援歌
「やっぺす石巻」を合唱。

東日本大震災の犠牲者を追悼

　五百羅漢がある羅漢寺（北条町北条）の境内で、1 月
21 日から 3 月 17 日の毎週土曜日に石彫り体験講座が開
催され、市民ら 10 人が受講しました。
　受講生が制作に挑んだのは高さ 30㎝・幅 10㎝ほどの
ミニ石仏。北条町東高室にある高室石の石切り場跡で石
材を入手し、ノミと金槌を使って毎週こつこつと彫り、
最終日には個性的な石仏を完成させました。
　作品は 4 月 16 日（月）から 29 日（日）までアスティ
アかさい 3 階ウォールギャラリーで展示されます。

▲ノミと金槌を使ってミニ石仏づくりに取り組む参加者。

かつての石工たちに想いを馳せる石仏づくり

　加西児童合唱団さるびあっ子（前田あつ子代表）の
創立 30 周年を記念する定期演奏会が 3 月 17 日、市民
会館文化ホールで開催されました。
　同合唱団は昭和 57 年に創設され、毎年の定期演奏会
や全国各地での合唱祭に出演、これまで約 600 人の子ど
もたちが活動してきました。平成 23 年度は 19 人が在籍
し、市民会館で毎週土曜日に練習を重ねてきました。
　今回の演奏会では、北条鉄道イメージソング「歌う風」
などを披露、愛らしい歌声を会場いっぱいに響かせました。

▲卒団生とともに合唱する「さるびあっ子」。

児童合唱団さるびあっ子が創立30周年

　古法華自然公園で 3 月 20 日、悪路走行が可能なオフ
ロード自転車の 3 時間耐久レース大会が開催され、小
学生から大人まで男女 52 人が参加しました。
　レースは公園内に 1 週 1.5㎞の特設コースを設置し、
制限時間内に何週走ったかを競うもので、個人の部で
14 人、走者の交代が自由な団体の部で 11 チームが挑戦。
午前 10 時から競技を開始し、午後 1 時までに優勝者は
62 週（93㎞）を走りました。大会は参加者の好評を得て、
来年も同時期に開催される予定です。

▲コースを駆け抜けるレース参加者。

古法華自然公園で3時間耐久自転車レース

　今年で 9回目の市体育協会主催「加西ロマンの里ウォー
キング」が 3月 20日に開催され、市内外から約 400人が
参加しました。
　参加者は、ぜんぼうグリーンパーク（善防中学校西側）
から、日本最古の石仏がある古法華自然公園内をゆっく
りと歩く初心者向け 6㎞コースと、国宝三重塔がある法
華山一乗寺をめぐってから同公園を回る中上級者向け 15
㎞のコースに分かれ、春の訪れを感じながら自然と歴史
を満喫し、ウォーキング仲間との交流を深めました。

▲古法華自然公園内をゆっくりと歩く参加者。

自然と歴史をめぐるウォーキング

　北条鉄道は 3 月 16 日、市、加西警察署、北はりま消
防本部と合同でテロを想定した訓練を行い、関係者約
50 人は、迅速的確な行動と連携を確認しました。
　不審な荷物が置かれた車両が、北条町駅に到着したと
の想定で実施。車外へ避難する際、けがをした乗客役
の男性を消防署員が応急手当てを施し、救急車で搬送、
その後、重さ約 30㎏の防護服を着た機動隊員が、特殊
用具を使って車内の不審物を持ち出し、爆発物の処理
車に収容するなどしました。

▲避難中にけがをした乗客役の男性を担架で運び出す消防職員。

鉄道テロを想定した連携対策訓練
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市県民税
（普通徴収）

固定資産税 
都市計画税 軽自動車税

国民健康
保 険 税

（普通徴収）

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 24 年 5 月 1 日（火） 全期・1 期
平成 24 年 5 月 31 日（木） 全期
平成 24 年 7 月 2 日（月） 全期・1 期
平成 24 年 7 月 31 日（火） 2 期 1 期 1 期 1 期
平成 24 年 8 月 31 日（金） 2 期 2 期 2 期 2 期
平成 24 年 10 月 1 日（月） 3 期 3 期 3 期
平成 24 年 10 月 31 日（水） 3 期 4 期 4 期 4 期
平成 24 年 11 月 30 日（金） 5 期 5 期 5 期
平成 24 年 12 月 25 日（火） 3 期 6 期 6 期 6 期
平成 25 年 1 月 31 日（木） 4 期 7 期 7 期 7 期
平成 25 年 2 月 28 日（木） 4 期 8 期 8 期 8 期
平成 25 年 4 月 1 日（月） 9 期 9 期

　平成 24 年度固定資産税全期及び第 1 期分の納期限は 5 月 1 日（火）です。納期内納付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）　・・・　税務課税制係　　　　　☎㊷ 8712
　　　　　 （固定資産税・都市計画税） ・・・　税務課資産税係　　　　☎㊷ 8713
　　　　　介護保険料 ・・・　長寿介護課介護保険係　☎㊷ 8788
　　　　　後期高齢者医療保険料 ・・・　市民課福祉医療係　　　☎㊷ 8721

平成24年度　市税等納期限一覧表

少子化対策に伴う上下水道基本料金の減免

①上下水道料金免除（20㎥までの使用料）を受けるこ
とができる方
　加西市内に住所があり、現に居住している上下水道
使用者で、世帯内に就学前の子どもがいるひとり親家
庭の方。
※この場合のひとり親家庭とは児童扶養手当又は遺族
基礎年金を受給されている世帯の方です。申請の際に
は、証書の提示が必要です。
※平成 24 年１月の水道料金の改定に伴い、お支払いい
ただく基本料金の基準となる水量は 2 か月あたり 20㎥
から 16㎥に引き下げられましたが、従来どおり 20㎥ま
での使用料を減免します。20㎥を超える分については
減免の対象にはなりません。

②下水道料金免除（基本料金）を受けることができる方
　加西市内に住所があり、現に
居住している下水道使用者で、
世帯内に 3 歳未満の第 3 子以上
の児童がいる方。
※ただし、18 歳以上のお子様は
児童数にカウントしません。

　少子化対策を目的に、次の①または②に該当する方の上下水道料金の減免を行います。

【問合先】　人口増政策課☎㊷8700　℻㊸1800　keiei@city.kasai.lg.jp

■申請締切
　4月23日（月）までに、下記申請場所で手続きしてく
ださい。※市が把握する対象世帯には、4月上旬に申請
書を送付します。締切後も随時受け付けしますが、減
免は次回支払い月以降になります。
■申請場所
　地域福祉課・市民課（市役所1階）、人口増政策課（市
役所3階）、業務管理課（付属棟2階）
※受付は平日の 8:30 ～ 17:15
■申請時に必要な物

・印鑑
・水道使用量等のお知らせ（登録使用者を確認するため

に必要です）
・児童扶養手当又は遺族基礎年金の受給証書（ひとり親

家庭を確認する場合に必要です）

※減免申請者は上下水道使用者です。該当世帯であって
も、以下の場合は減免の対象となりません。

・使用者が同一世帯にいない。
・アパートや集合住宅等でメーターが共同であったり、

登録使用者が住宅管理者名義になっている。
・家庭用以外にかかる基本料金。

口座振替推進キャンペーン

　加西市は、納税者にとって安全で便利な口座振替を推進し、納付に対する利便
性を高めることを目的に、「口座振替推進キャンペーン」を実施します。
　次の期間中、市税・各種料金等の口座振替を新規に申請された方には、特典品
を進呈します。

※新規及び追加の口座振替申請に限ります。
※既に申し込まれている口座の変更は対象外とします。
※平成 23 年度以前に市税・各種料金等の未納が無い方に限ります。
※キャンペーン期間中、1 人 1 回に限ります。

■期　間／ 4 月 16 日（月）～ 8 月 15 日（水）
■特典品／指定ごみ袋 10 枚 1 ロール（市内在住者）、クオカード（市外在住者）

【問合先】　収納課☎㊷8714　℻㊷5700　shuno@city.kasai.lg.jp

住宅リフォームを商品券で助成します

　加西市と加西商工会議所は、地域商工業の活性化や市民の居住環境の向上を図るため、
市民が市内の施工業者を利用して個人住宅のリフォーム（改築、増築、改装）を行う場
合、その経費の一部を市内のみで使用できる商品券として助成します。

■助成対象
　市内の施工業者を利用して住宅をリフォームする市
内在住者
■助成の対象となるリフォーム工事
　住宅本体に係る機能維持・向上、居住環境の向上の
ための修繕、模様替え、増改築等の工事
■対象住宅
　助成対象者が所有し、自ら住んでいる市内の住宅
■助成件数（24 年度）
　50 件（申込者が多数の場合は抽選で助成対象者を決
定します）

■助成額
　50 万円（消費税を除く）以上の助成対象工事に要す
る経費の 10% 相当額（上限 10 万円）を商品券で助成し
ます。
■募集開始
　募集開始は 5 月上旬を予定しています。

【リフォーム事業者説明会】
　事業者向けの説明会は、次のとおり開催します。
日時／ 4 月 13 日（金）13:30 ～
場所／市民会館コミュニティセンター 2 階視聴覚室

【問合先】　加西市商工観光課（助成事業に関すること）　☎㊷8715
　　　　　加西商工会議所（商品券に関すること）　　　☎㊷8823

詳細については、市内金融機関の窓口に
設置しているキャンペーンチラシ、また
は市ホームページをご覧ください。

キャンペー
ンチラシ

北播磨地域づくり活動応援事業・優秀団体表彰

■最優秀賞／鶉野中町老人クラブ（岡本武司会長）
■奨励賞／ mama ねひめ（森千尋代表）

平成 23 年度同事業の助成を受けた団体で、特に優れた取
り組みを行ったとして、こころ豊かな美しい北播磨推進
会議から加西市の次の団体が表彰されました。
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講座・イベント おなかすっきり
シェイプアップ教室

やせるコツを学び夏に向
け て 健 康 的 に シ ェ イ プ
アップしてみませんか？
運動や食事などを保健師、運動指導
員、管理栄養士がサポートします。
※昨年参加者の実績は、最大で体重
3.4㎏減、腹囲 10cm 減。参加者の 9
割以上が減量に成功しました。
日程：毎回月曜 8 回コース
5/14、 5/21、 5/28、 6/4、 6/18、
7/2、7/23、7/30
時間：10:00 ～ 11:30 ※初回のみ 9:30
場所：健康増進センター
定員：15 名（先着順）
対象：40 ～ 64 歳で BMI がおおむね
25 以上で、ほぼ毎回参加できる方。
ただし、高血圧等で医師に運動を禁
止されている方は除きます。
※ BMI の 計 算 方 法 ＝ 体 重（ ㎏） ÷
身長（ｍ）÷身長（ｍ）
申込：4/9（月）から電話にて
申込先：健康課☎㊷ 8723

北部公民館からのお知らせ
■おとなの知的探究シリーズ
序章  知への探究・世相を読み解く

「2012 年問題と日本」
「今知りたいこと・知っておくべきこ

と」をテーマに全 4 回シリーズで開講。
日時：4/22（日）13:30 ～ 15:00
場所：北部公民館視聴覚室
講師：梶山卓司さん（神戸新聞論説顧問）
参加費：300 円（受講料）　
定員：50 名（先着順）　
申込締切：4/17（火）まで
■登録グループ　コール・サルビア

（女性コーラス）お試し講座
5 月の開講に向けて教室生を募集。
懐かしい日本の歌や外国民謡などを
ピアノに合わせて一緒に歌います。
日時：4/11（水）、25（水）
14:00 ～ 15:00
場所：北部公民館 視聴覚室
参加費：無料
指導者：高嶋ひとみ さん

上記問合先：北部公民館☎㊺ 0103

加西市ファミリーサポートク
ラブからのお知らせ

■フォローアップ講習会「こどもの
発達を知ろう」
子どもの発達について知り、それぞれ
の子育てを考えましょう。参加無料。
日時：4/24（火）10:00 ～ 11:30
場所：アスティアかさい 3 階会議室
講師：木村才子（元兵庫教育大学付
属幼稚園園長）※子育てのアドバイ
スもいただけます
定員：15 名程度 
託児：先着 5 名（無料・要予約）
■ファミサポふれあいサロン開設
子育て中の方や子育てベテランの方
たちの交流の場として、月一回開設し
ます。※子どもと一緒の参加も可能
第 1 回「英語であそぼう」
挨拶や簡単な日常会話を英語で話し
てみよう。
日時：4/21（土）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階 OA ルーム
定員：15 名程度
参加費：100 円
■託児室を開放します
アスティアかさい 3 階にある託児室
を無料開放します。子どもを遊ばせ
ながら楽しくおしゃべりしましょう。
開催日時：毎月第 2・第 4 の火・木
曜日 10:00 ～ 16:00
※詳細は下記までお問い合わせくだ
さい。

上記申込先：加西市ファミリーサポー
トクラブ☎㊷ 0111

第 32 回加西市史を読む会
■古代 11 賀茂郡をおそった平安時
代の大地震～災害史を振り返る～

「加西市史を読む会」は、発刊された
加西市史をテキストに、月 1 回のペー
スで加西の歴史について解説を行っ
ています。今回は、古代賀茂郡も被
災したとされている「貞観の大地震」
を中心にとりあげます。平成 23 年 3
月 11 日におきた未曾有の大地震を受
けて、日本各地では、これまでに起
こった大規模地震の歴史を振り返る
取り組みが行われています。その成
果をとりこみながら、古代播磨国の
地震や飢饉などの災害についても解
説していきます。
日時：4/14（土）10:30 ～ 12:00
会場：アスティアかさい 3 階集会室
講師：市史編集室職員
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☎㊸ 0161

ふるさと再発見ハイキング
■笹倉路の史跡と満開の桜
笹倉路は古来より栄え古墳時代前期
の亀山古墳や石部神社の神水井戸跡
など見所も多い。いこいの村・万願
寺川畔の桜並木も歩く。 ( 小雨決行 )
日時：4/10（火）9:00 ～ 12:00
集合地：アラジンスタジアム（加西
球場）東側駐車場
コース：笹倉町・中富町（約 5㎞）
参加費：300 円 ( 保険代ほか）
■鎌倉山行者道全縦走登山
鎌倉山行者道は、明治 35 年に普光
寺の住職が吉野の大峰山を模して鎌
倉山に開いたもので、のぞきや磨崖
仏などに名残がある。( 小雨決行 )
日時：4/22（日）9:00 ～ 14:00
集合地：河内町公会堂駐車場
コース：鎌倉山・大天井（約 7㎞）
参加費：300 円 ( 保険代ほか）

上記申込先：観光案内所☎㊷ 8823

加西市社会福祉協議会
クリーンキャンペーン

日時：4/15（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い
ます。
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

高齢者健康教室
「生き活き ( いきいき )元気塾」
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。
対象者：おおむね 75 歳以上で体力
の低下を感じている方（介護保険の
認定を受けられている方を除く）
場所・日時：5 月～ 9 月、各公民館
で全 10 回
■中央公民館（定員 25 名）
　第 1・3 木曜日（初回のみ金曜、
　初回 5/17）9:30 ～ 11:30
■南部公民館（定員 20 名）
　第 2・4 金曜日（初回 5/11）
　9:30 ～ 11:30
■善防公民館（定員 25 名）
　第 1・3 火曜日（初回 5/15）
　10:00 ～ 12:00
参加費：1 回 300 円（初回に教材費
と し て 中 央・ 南 部 で 300 円、 善 防
で 350 円が別途必要）
持ち物：タオル、飲み物
申込期間：4/2（月）から。先着順
申込先：中央公民館☎㊷ 2151
　　　　南部公民館☎㊾ 0041
　　　　善防公民館☎㊽ 2643

地域交流センターからのお知らせ
■春からチャレンジ 空手入門
空手を通じて親子のコミュニケーショ
ンや健康な心と体作りにチャレンジ。
日時：4/22（日）

・キッズコース（3 歳～小学 4 年生）
13:30 ～ 15:00

・キッズ・一般コース（小学 5 年生
～大人）15:30 ～ 17:00

場所：同センター　ライトスポーツスタジオ
定員：各コース 30 名
※キッズコースの未就学児は保護者
同伴で参加してください。
持ち物：運動のできる格好、飲み物、
タオル
申込：4/5（木）9:00 ～電話予約のみ
主催：同センター登録団体　拳武会
館加西支部
申込先：地域交流センター☎㊷ 0106
■成年後見制度無料相談会
同制度は認知症、知的・精神障害な
どの理由で判断能力が不十分な方を
保護・支援するものです。現在問題
を抱えている方、将来に不安を感じ
ている方、支援をされている方のご
相談を無料で行います。※秘密厳守
日時：4/21（土）13:00 ～ 17:00
場所：同センター　ワークルーム
相談員：村上弘幸（社会福祉士・ぱ
あとなあ兵庫所属）
対象者：本人、家族、福祉関係者など
参加費：無料。要事前予約
問合先：NPO 法人ふきのとう
☎㊼ 2077

緊急時に備えた普通救命講習会
万一の場合に備え心肺蘇生法など実技
を交えての緊急処置方法を学びます。
日時：5/12（土）13:00 ～ 16:00
場所：オークタウン加西体育室
申込締切：5/7（月）
申込：規定の申請書に住所・氏名・
連絡先を下記までお申し込みくださ
い。スポーツ団体などを通じてや、
電話、FAX でも可能です。
問合先：オークタウン加西
☎ & ℻㊹ 2595

スポーツクラブ 21 北条
エアロビクスサークル会員募集

発足 24 年目のサークル。音楽に合
わせて体を動かし日頃の運動不足や
ストレスを解消しましょう。
日時：原則第２・第４月曜日（変更
の場合あり）20:15 開始
会費：スポーツクラブ 21 北条の会
費、スポーツ保険
講師：薫（エアロビクス・ヨガ・フ
ラダンス他のインストラクター）
問合先：☎ 090-5652-5817（小川）

第 2 回加西市グラウンドゴル
フ協会長杯

日時：5/5（土・祝）小雨決行。雨
天時 5/6（日）に順延
競技 9:30 ～ 12:00 頃（受付 8:30）
場所：いこいの村はりま芝生広場
参加費：500 円（当日徴収）
定員：100 名程度（先着順）
募集期間：4/10（火）～ 30（月・振休）
申込方法：規定の申込用紙を下記まで
申込先：〒 675-2334 加西市福住町
57-1 杉本文代☎ & ℻㊻ 0727

ニュースポーツ教室参加者募集
スポンジボールと軽いラケットで、
小さなコートを利用して行う「ショー
トテニス」にチャレンジしてみよう。
参加費無料
日時：5/22 ～ 6/12 毎週火曜日
計 4 回 20:00 ～ 21:30
場所：加西勤労者体育センター
参加資格：小学 4 年生～成人※中学
生以下は保護者同伴
募集人員：30 名（先着順）
持ち物：体育館シューズ、タオル、
水筒（お茶、水）
申込方法：名前、住所、年齢、参加人数、
連絡先を電話、FAX で下記まで
申込期間：4/16（月）～ 5/7（月）
17:00 まで
申込先：教育委員会文化スポーツ課
☎㊷ 8773

市民会館からのお知らせ
■吉本新喜劇 & お笑いバラエティ
日時：6/10（日）2 回公演
①開場 11:30、開演 12:00
②開場 15:00、開演 15:30
場所：市民会館文化ホール
出演者：辻本茂雄、末成由美他
入場料：全席指定。S 席 4,000 円、
A 席 3,500 円※当日 500 円増。
友の会会員は 10% 引
チケット発売日：友の会 4/2（月）、
一般 4/7（土）
チケット発売先：市民会館、地域交
流センター、各公民館他プレイガイド
問合先：市民会館☎㊸ 0160
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くらし

第 4 回加西市定例教育委員会
会議はどなたでも傍聴可能です。
日時：4/20（金）14:30 ～
場所：加西市役所 5 階会議室（大）
問合先：教育総務課☎㊷ 8770

ねひめキッズからのお知らせ
利用日時：毎週月～土曜日 10:00 ～
15:00 ※登録、利用料は不要です。
場所：旧富田幼稚園（西上野町）
イベント情報
■たのしみいっぱい
善防公民館自主グループ「ゆうゆう」
さんが来園。ペープサート（紙人形
劇）や読み聞かせなどを行います。
日時：4/20（金）11:00 ～ 12:00
■ 3 歳さんおいでおいで
対象児：H20.4 月～ H22.3 月生まれ
日時：毎週月曜日 13:30 ～ 14:30
≪まちの子育てひろば応援団≫
■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しましょう。
日時：4/17（火）10:30 ～ 11:30

上記問合先：ねひめキッズ☎㊷ 5710

こころのケア相談
不眠・イライラ・不安・ひきこもり・ア
ルコール・高齢者の心の問題などの相談
会。家族・関係者の方の相談も可能です。
日時・場所：13:30 ～
○ 4/23（月）、5/24（木）加東健康
　福祉事務所（加東市社 1075-2）
○ 5/17（木）加西市健康福祉会館
相談員：精神科医師・保健師
申込先：加東健康福祉事務所地域保
健課☎ 0795-42-5111（代表）

シカの駆除を実施します。
ご注意ください

4 月 1 日（日）から 30 日（月・振休）
までの間、市北部地域（中国道以北）
でニホンジカ有害駆除（シカ個体群
管理事業）を、猟友会加西支部（銃器）
が実施します。
次のことにご留意いただき、事故防
止にご協力をお願いします。
■土曜日・日曜日は、特に注意をし
てください。
■不要の入山は控え、入山される場
合は目立つ服装や鈴・携帯ラジオ等
をかけるなどの工夫をお願いしま
す。
問合先：農政課☎㊷ 8741

市道認定などのお知らせ
次の路線について、新規市道認定と
区域変更を行います。
新規市道認定路線：窪田市村線、栗
田 6 号線
区域変更路線：西谷坂元線、加西南
産業団地 2 号線
※各路線の位置については、市ホーム
ページをご覧いただくか下記までお
問い合わせください。
縦覧期間：4/5（木）まで
縦覧場所：都市整備部施設管理課

（市役所 5 階南側）
※意見書の提出などがなければ 4/11

（水）供用開始予定
問合先：施設管理課☎㊷ 8750

狂犬病予防注射のお知らせ
生後 90 日経過した犬に狂犬病予防注
射を接種してください。お近くの動
物病院で次の期間中にお願いします。
接種期間：4/1（日）～ 6/30（土）
※飼い犬が病気等の理
由で期間中に受けられ
ない場合は、期間後も
接種できます。
持ち物：市から送付し
た「お知らせハガキ」
■新しく犬を飼われた場合は登録を
お願いします。飼い犬が既に死亡や
引越しをしている場合は下記までご
連絡ください。
問合先：環境課☎㊷ 6620

正しいごみの分別にご協力を
最近、ごみターミナル
で の マ ナ ー 違 反 が 多
く見受けられます。
各 戸 に 配 付 し て い る

「家庭ごみ収集カレンダー」をご覧い
ただき、ごみの種類によって正しく
分別し、指定された日・場所に出す
ようにしてください。マナー違反ご
みは収集できませんので、皆さまの
ご協力をよろしくお願いします。
問合先：環境整備課☎㊷ 8719

出生のお祝いに、「ねっぴー」デザインのマイバックを作製
加西市は、地球温暖化防止等のため、平成 21 年
度からレジ袋削減の取り組みを行い、スーパー
などの市内事業者と協力してマイバッグ運動を
推進しています。
この度、加西商工会議所と共同で、新キャラク
ター「ねっぴー」をデザインしたオリジナルの
マイバックを作製しました。平成 24 年 4 月 1
日以降に生まれた子の出生届け時や 3 歳未満の
子がいる世帯の転入届け時に、市民課窓口でマイバックをプレゼントします。
問合先：環境整備課☎㊷ 8719

加西市サッカースポーツ少年
団員募集

市内 5 つのサッカースポーツ少年団
では、24 年度の団員募集を行って
います。随時見学も受付中。入団方
法や練習日等、詳しくは下記まで。
連絡先：北条／蓬莱☎㊷ 4859
　　　　善防／森井☎㊽ 3476
　　　　九会／松本☎㊾ 2811
　　　　富合／初田☎㊼ 0317
　　　　泉／宮内☎ 0795-37-0414

ヴィッセル神戸親子サッカー
クリニック参加者募集

J リーグ 1 部で活躍中のヴィッセル
神戸の協力のもと、親子で楽しめる
サッカークリニックを開催します。
日時：5/27（日）10:40 ～ 12:00
会場：オークタウン加西グラウンド
募集対象：年長（5 歳児）～小学 6
年生とその保護者ペア 50 組 100 名
参加費：ペア 1 組 2,000 円

（大人 1,500 円、小人 500 円）
申込方法：郵便番号、住所、電話番号、
FAX 番号、お子様の氏名（ふりがな）、
学年、年齢（お子様のみ）、生年月日、
保護者氏名を明記の上、
往復ハガキか FAX でお申
し込みください。
申 込 先： 往 復 ハ ガ キ ／ 〒 675-2444
加西市鴨谷町 154-40 オークタウン
加西宛。FAX の場合は下記問合先へ
申込期間：4/11（木）～ 5/10（木）
17:00 必着※応募者多数の場合抽選
問合先：オークタウン加西
☎ & ℻㊹ 2595

社納税協会の簿記教室
日時：6/6 から 7/11 の毎週水曜日
13:30 ～ 15:30
場所：社納税協会 2 階会議室
講師：藤原京子さん（税理士）
受 講 料： 同 協 会 会 員 無 料、 非 会 員
3,000 円（テキスト代含む）
申込締切：4/27（金）先着 24 名
申込先：社納税協会
☎ 0795-42-0360、℻ 0795-42-4449

第 27 回加西市民音楽祭
参加者募集

日時：11/3（土・祝）13:30 ～
場所：市民会館文化ホール
内容：歌（独唱・合唱）、器楽
募集人（団体）数：先着 3 団体
参加資格：市内在住の個人又は団体

（団体は構成員の半数以上が市内に
在住か在勤のこと）
参加費：個人 5,000 円、団体 10,000
円※学生は無料
申込締切：6/29（金）
申込先：加西市音楽協会事務局（田
原）☎㊷ 3522

加西おやこ劇場
第 28 回おやこまつり

午前の部は打楽器のパフォーマンス
やボディパーカッション体験、オリ
ジナル打楽器紹介など。午後の部か
らは子ども市、バザーを開催します。
日時：4/30（月・振休）
10:00 ～受付開始、
10:30 ～ 11:30 ワンダードラムパフォー
マンス・ワークショップ
12:30 ～ 14:00 子ども市・バザー
場所：いこいの村はりま　午前／瑞
祥の間　午後／芝生広場（雨天時は
瑞祥の間）
参加協力費：午前 800 円（ワークシ
ョップ）、午後 300 円（子ども市の
買い物券）、一日券 1,000 円
申込締切：4/24（火）
問合先：加西おやこ劇場☎㊸ 0830

（火木金 10:00 ～ 15:00）

かさい・しあわせセミナー
環境・健康・精神的ケア・社会福祉
サービスなど幸せに暮らすためのヒ
ントをみんなで考えます。
日時：4/19（木）14:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 2 階研修室
講師：鈴木博和さん（神戸 YMCA 理事）
定員：30 名
申込先：居宅介護支援事業所エンゼ
ルみわちゃん（津田）
☎ 0795-48-5598

募 集

食育推進地域づくり会議
の委員募集

市が作成する食育を推進する計画の
市民委員を募集します。
対象：市内在住・在勤で「食」に関
す る 活 動、 事 業 に 従 事 さ れ て い る
方。あるいは取り組みたい方。
期間：5 ～ 7 月の平日午後、市役所
で会議を 2 回開催予定。
報酬：市規定額をお支払いします
応募締切：4/25（水）
応募方法：E-mail、FAX、郵送にて所定
の応募用紙に記入のうえ下記まで応募
してください。市ホームページから応
募用紙をダウンロードできます。
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
人口増政策課☎㊷ 8700　℻㊸ 1800
keiei@city.kasai.lg.jp　

こどもの日料理教室
「こどもの日」料理教室を開催しま

す。子どもが喜ぶ特別メニューで「こ
どもの日」を盛り上げましょう。
日時：4/13（金）10:00 ～ 13:00
場所：オークタウン加西調理室など
講師：岡臣子さん
参加費：1 人 1,000 円
定員：20 名（先着順）
持ち物：エプロン、三角巾、タオル
申込締切：4/9（月）まで
問合先：オークタウン加西
☎ & ℻㊹ 2595

春の全国交通安全運動
4 月 6 日（金）～ 15 日

（日）の間は、「春の全
国交通安全運動」実施
期間です。期間中の 4 月 10 日（火）
は交通事故死ゼロを目指す日です。「子
どもと高齢者の交通事故防止」を運動
の基本に次の重点項目により交通事故
防止に努めましょう。
■自転車の安全利用の推進（特に、
自転車安全利用五則の周知徹底）
■飲酒運転の根絶
■全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
■夕暮れ時の交通事故防止
問合先：危機管理課☎㊷ 8751

オリジナルのマイバック
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■人権相談（人権問題に係る相談）☎㊷8727
日時・場所：4/3（火）　13:30 ～ 15:30　市民会館
日時・場所：5/1（火）　10:00 ～ 12:00、13:30 ～ 15:30

市民会館（午前・午後）、地域交流センター（午前）
■法務局における人権相談所　☎0795㊷0201
日時：月～金曜日（休日を除く）　8:30 ～ 17:15
場所：神戸地方法務局社支局（但し、木曜日は人権擁護委員が対応）
■心配ごと相談・法律相談・身体障害者福祉相談　☎㊸0303
日時：4/26（木）　9:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館内　※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　☎㊸0303
日時：4/12（木）、5/10（木）　13:30 ～ 16:00
場所：健康福祉会館内
■行政相談（行政に係る諸問題）☎㊷8739
日時：4/26（木）　13:30 ～ 15:30
場所：アスティアかさい3階ワークルーム
■市民相談（市民の日常生活上の諸問題）☎㊷8739
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■消費生活相談（商品購入に関するトラブル等）☎㊷8739
日時：月火木金　9:00 ～ 16:30
場所：アスティアかさい3階市民相談室
■教育相談（いじめ・不登校、子どもの教育の悩み等）☎㊷3730
日時：月～金曜日　9:00 ～ 17:00
場所：総合教育センター
■療育・養育相談（0 ～ 18歳までの子をもつ保護者対象）☎㊷6704
日時：月～金曜日　9:00 ～ 16:00
場所：健康福祉会館 家庭児童相談室
■母子・女性・DV 相談（母子家庭等に関する相談）☎㊷8709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階地域福祉課
■児童虐待・養育相談　☎㊷8709
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:15
場所：市役所1階地域福祉課
■高齢者に関する相談（高齢者の介護・医療・保健等）☎㊷7522
日時：月～金曜日　8:30 ～ 17:00
場所：市役所2階地域包括支援センター
■ボランティア相談　☎㊸8133
日時：4/5（木）、5/10（木）　13:30 ～ 15:30
場所：健康福祉会館ふれあいの間１
■税理士による無料税務相談　☎0790-43-1217
日時・場所：4/ 5（木）　13:00 ～ 15:30　市役所5階小会議室
　　　　　　4/19（木）　13:00 ～ 15:30　市役所6階会議室
■エイズ・肝炎ウィルス検査・相談　☎0795-42-9436
日時：4/2（月）、4/16（月）、5/7（月）　13:30 ～ 14:30
場所：加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

相 談 おくやみ

敬称略。2月21日～ 3月20日届出・掲載承諾分

死亡者 年齢 喪主 町名

吉田道弘 79 吉田元昭 常吉町
楠田英富 59 楠田愛子 佐谷町
今西俊三 82 今西利夫 北条町古坂 2 丁目
定行重雄 88 定行素好 鴨谷町
長尾愛子 89 長尾敏昭 北条町小谷
前田寅雄 97 前田千秋 大村町
中野達也 77 中野彰通 北条町北条
丸山一二 85 丸山　明 河内町
野田ふみ子 94 野田　隆 北条町古坂
宮﨑武子 76 宮﨑安雄 北条町北条
市位一之 77 市位卓磨 野上町
玉田榮治 74 玉田勝久 市村町
山下つや子 84 山下　茂 窪田町
吉田　貢 85 吉田つた子 野田町
伊藤順一 83 伊藤　明 和泉町
小林市郎 86 小林克行 北条町黒駒
尾芝むつゑ 98 尾芝浩治 北条町北条
上田ふみ子 80 上田　忍 下宮木町
大西さき子 95 大西勝由 繁昌町
福田ヤス子 86 福田昭宏 上道山町
長濱佐代子 80 長濱政光 笹倉町
藤本　巧 85 藤本敏一 和泉町
木村仲江 69 木村多門 北条町古坂
中川福雄　 87 中川彰博 若井町
小谷繁光 79 小谷明宏 鎮岩町
松永キミ子 76 松永和博 北条町古坂
板井ますゑ 84 板井豊治 網引町
後藤恒夫 95 後藤　勝 鶉野町
小西美智子 77 小西優司 西笠原町
北市たま 87 北市智久 東笠原町
志方義雄 85 志方敏彦 山田町
玉田つや子 81 玉田秀人 北条町横尾
民輪　清 86 西村　修 国正町
吉田みよ子 82 西田君子 北町
頃安正一 84 頃安教介 西野々町
伊藤行男 71 伊藤博之 大村町
橋本幸子 94 橋本嘉智　 田原町
増田よし子 77 増田達美 畑町
安田克彦 84 安田定武 福住町
末金政數 84 末金　実 若井町
前田初子 84 前田一也 王子町
松岡鐵男 87 松岡正義 北条町北条

※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、ふるさと創造部秘書課（☎㊷8701）
までご連絡ください。

■ 2 か月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：4/23（月）13:00 ～ 13:45
対象：平成 24 年 2 月生まれの乳児
■ 4 か月児健診
①日時：4/3（火）13:00 ～ 13:45
①対象：平成 23 年 11 月生まれの乳児
②日時：5/1（火）13:00 ～ 13:45
②対象：平成 23 年 12 月生まれの乳児
■ 1 歳 6 か月児健診 
日時：4/10（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 22 年 10 月生まれの幼児
■ 2 歳児教室
日時：4/18（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15  
対象：平成 22 年 4 月生まれの幼児
■ 3 歳児健診
日時：4/17（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 21 年 2 月生まれの幼児
■乳幼児保健相談
日時：4/26（木）13:00 ～ 13:30 
対象：希望者
■離乳食講習会初期（予約制）
日時：4/19（木）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 か月の乳児の保護者
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）
日時：5/10（木）13:00 ～ 13:30  
対象：妊娠 5 か月以降のママ・育児
協力者

健診実施場所：健康増進センター

乳幼児健診

上記問合先：健康課☎㊷8723

■母子健康手帳の交付申請
【印鑑、妊娠届出書（産院でもらった方のみ）】

■妊婦健康診査費の助成申請
【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）を持参。
母子健康手帳交付時にも申請可】
対象：妊婦
受付時間：開庁日の 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（市役所議会棟 1 階）

休日当直医

※診察時間は 9:00 から 17:00 まで。
※当直医日程は変更になる場合がありますので、必ず医療機関に電話確認
してください。加西消防署（☎㊷ 0119）で確認することもできます。

4 月 1 日（日）　西村医院  　☎㊾ 0001（中野町）　　　　
4 月 8 日（日）　みのりクリニック 　☎㊾ 8470（下宮木町）　　　
4 月 15 日（日）　小野寺医院　  　☎㊽ 3737（王子町）　　　　
4 月 22 日（日）　北条田仲病院  　☎㊷ 4950（北条町）　　　　
4 月 29 日（日）　安積医院  　☎㊻ 0361（西剣坂町）　　　
4 月 30 日（月）　田尻内科循環器科 　☎㊸ 7931（北条町）　　　　
5 月 3 日（木）　徳岡内科  　☎㊷ 0178（北条町）　　　　
5 月 4 日（金）　堀井内科医院  　☎㊾ 0150（網引町）　　　　
5 月 5 日（土）　佐竹医院  　☎㊷ 4057（北条町）　　　　
5 月 6 日（日）　あさじ医院  　☎㊹ 0225（若井町）　　　　 ★健診・相談には必ず母子健康手帳

をお持ちください。

保健福祉推進協議会・健康増進
センター運営審議会委員募集

保健福祉の推進・施策などの審議委
員を募集します。
募集人数：2 名以内
応募資格：次の要件を満たす方。

・20 歳（平成 24 年 4 月 1 日現在）
以上の市内在住の方

・保健福祉の推進に前向きに関心を
持っている方

内容：2 時間程度の会議を年 2 回程
予定※市の規定による報酬あり
任期：H24.7 月から H26.6 月末まで
応募方法：規定の応募用紙に住所・氏
名・年齢・電話番号・自己 PR を記入の上、
応募動機を 400 字程度にまとめ下記応
募先まで郵送してください。※応募用
紙は市ホームページから入手できます。
また、請求いただければ郵送します。
応募締切：5/28（月）
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
健康課☎㊷ 8723

介護認定調査員（臨時職員）
を募集

介 護 保 険 の 認 定 調 査
（被保険者宅等への訪

問調査、調査票作成）
に従事する調査員を次
のとおり募集します。
勤務形態：土日祝を含むフレックス
勤務。事務連絡のため週１回程度出
勤する場合や、市が指定する研修会
等へ参加していただく場合のほかは、
定められた勤務時間はありません。

（兼業不可）
業務内容：在宅からの介護認定調査
の実施
賃金：1 件あたり 4,500 円（交通費
込み）
募集人数：2 名
資格：看護師、介護支援専門員（ケ
アマネジャー）、保健師、社会福祉士、
介護福祉士のいずれかの資格を有す
る方。または、社会福祉施設、医療
機関などで 10 年以上の介護や相談援
助業務の経験がある方。
応募方法：次の書類を添えて、4/27

（金）までに下記まで郵送、または
持参してください。

・市販の履歴書（顔写真貼付）
・必要な資格等を証明する書類の写

し（資格を有する方）
応募先：〒 675-2395（住所表記不要）
長寿介護課☎㊷ 8788

公民館かしの木学園生募集
講座開催日：5 月～ H25.3 月の間、
月 1 回（各公民館とも全 10 回程度）
対象：60 歳以上の市民
申 込 先：受付は月～土曜日 9:00 ～
17:00。詳細は各公民館へ
中央☎㊷ 2151・善防☎㊽ 2643
南部☎㊾ 0041・北部☎㊺ 0103
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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。

KASAI データバンク
H24.2.29 現在（前月比）

人口／ 47,354（－ 58）
2 月の出生数／ 24 人

男／ 23,101（－ 32）
死亡数／ 59 人

女／ 24,253（－ 26）世帯数／ 17,048（＋ 7）｜ ｜ ｜

広報かさい　2012.4月号

市民サービスと業務効率の向上を図るために3月 15日、市役所1階に案内カウンター
を設置し、総合案内窓口を開設しました。
案内担当者が常駐し、市役所内の各部署や市内の交通機関、イベントなどを来庁者に
ご案内します。

市役所1階に総合案内窓口を開設

県立フラワーセンターが4月21日、リニューアルオープン

　昭和51年の開園から36年間、多くの人々に親しまれてきた「県立フラ
ワーセンター」が、メインゲートや中央花壇を新しくデザインするなどして、
リニューアルオープンします。
　記念のオープニングイベントが、次のとおり開催されます。

■日　時／ 4月 21 日（土）9:30 ～ 17:00、22 日（日）9:00 ～ 17:00
■内　容／「花」のイベント：寄せ植え教室、フラワーアレンジメント、
　　　　　　　　　　　　　　寄せ植えのハンキングバスケット展示等

「食」のイベント：お茶会、農産物販売
その他、花の中の音楽会（おやじジャズバンド、太鼓演奏等）

■入園料／一般 500 円、高校生 250 円、中学生以下無料

■オープニングイベント（2日間）

【問合先】　兵庫県立フラワーセンター☎471182

加西市オリジナル介護予防体操が完成しました

　加西市は、高齢者の健康増進のための介護予防体操を作成しました。
　「ハッピーすまいる」とオリジナル曲「彩花（さいか）」のリズムに合わせ、
市花サルビアや風に揺れる稲穂など、加西を連想させる動きを取り入れ
た、高齢者が取り組みやすい体操です。
　足踏みや足上げ、上半身の伸び、肩回しなど、5種類程度のシンプル
な動きで、高齢者の筋力・バランス能力を高め、脳を活性化させて、転
倒や認知症の予防につなげます。
　現在、市ホームページで体操の動画を配信中。また、市立加西図書館
でDVD・CDを貸し出します。今後、イベントなどでも披露していきます。

　多くの方に親しまれる体操となるよう、愛称を募集したところ、全国から 213点の応募があり
選考の結果、伊丹市在住の近藤千草さん作「いきいきサルビア体操」に決定しました。
　サルビアのように、華やいでいきいきした日々を送れるようにとの願いが込められています。

■愛称は「いきいきサルビア体操」

【問合先】　長寿介護課☎428728　℻428955　kaigo@city.kasai.lg.jp

体操は、立った状態と座ったままの 2種類。写真は
サルビアのポーズで、脚の筋力などを高めます。

市花サルビア

入園しなくても自
由にショップを利
用できるようメイ
ンゲートを改修。

四季折々の花が
咲き誇る花壇に
変身。
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