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加西市勤労者住宅資金融資の案内

　加西市は、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増改築等に
必要な資金融資のあっせんを行っています。ご利用ください。

対象 住宅の建築・購入・増改築

限度額 2,000 万円以内

期間 35 年以内

利率 固定金利型　年 1.95％（10 月 1 日～）
※ただし資金交付時の金利を適用

取扱金融機関 近畿労働金庫北播支店

【問合先】　商工観光課・商工振興係☎㊷8715　℻㊸1802　shokokanko@city.kasai.lg.jp　

■融資の内容

■融資を受けることができる方（①～⑤全てに該当する方）
①市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主及び家族従業員
　は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務している方。又は、
　市外在住の勤労者で、同一事業所に 3 年以上勤務している方
②市内に自己の住宅を建築・購入・増改築しようとする方
③年齢が 20 歳以上 60 歳未満の方（但し、完済時に 76 歳未満の方）
④市税を滞納していない方
⑤取扱金融機関の指定する保証機関の保証が受けられる方

12月からインターネットの就職情報サイトに市内企業を掲載します

　加西市にはモノづくりに携わっている企業が多数あり、高度な技術力でグローバルに活躍し、商業やサービス業とも
に国内外の産業振興に大きく貢献しています。
　このような企業の情報を、より多くの大学生に発信するために、12 月からインターネットの就
職情報サイトに市内企業の採用情報を掲載します（https://job.nikkei.co.jp/2014/corp/00057873/
index/index?navi_hplink）。
　加西市は商工会議所と連携して、市内企業の採用情報を発信することで、ＵＪＩターン就職者
を増やすことをめざし、定住人口の増加を図ります。

第46回加西市文化祭「美術公募展」入賞者の皆さん

■洋画
市長賞 喜多村裕子 たつの市
議長賞 嵐　悠子 姫路市
教育委員会賞 淀川安生 尼崎市
文化連盟会長賞 大須賀幸子 小野市
美術家協会長賞 姫路市

■版画
市長賞 六車幸紀 宝塚市

議長賞 姫路市

教育委員会賞 渡辺朋子 西宮市
文化連盟会長賞 西川彰一 加古川市
美術家協会長賞 垣内庸孝 西脇市

■写真
市長賞 垣内欣哲 姫路市
議長賞 福田明美 明石市
教育委員会賞 藤澤昌信 市川町
文化連盟会長賞 粂田尚子 神戸市
美術家協会長賞 佐想善克 神河町

■日本画
市長賞 髙橋宏江 岡山県
議長賞 浜田和子 姫路市
教育委員会賞 野村咲絵 播磨町
文化連盟会長賞 東道弘美 姫路市
美術家協会長賞 加古和代 姫路市

■書道
市長賞 志方香華 加西市
議長賞 竹内千立 加西市
教育委員会賞 三木彩生 姫路市
文化連盟会長賞 竹位洋美 加古川市
美術家協会長賞 内藤こころ 加西市

■水墨画
市長賞 杉野柏蓉 西宮市
議長賞 大内青水 市川町
教育委員会賞 有吉柏眞 神戸市
文化連盟会長賞 上野美紀乃 三木市
美術家協会長賞 井上柏耿 姫路市

■彫塑・工芸
市長賞 大久保　修 朝来市
議長賞 西村真由美 福崎町
教育委員会賞 山家　清 姫路市
文化連盟会長賞 鈴木健司 姫路市
美術家協会長賞 岡井光代 西脇市

　7 部門に延べ 294 人から総数 311 点の出品がありました。入賞者は次の皆さんです。

各部門の出品作品を展示した加西市美術公
募展が 11/21 ～ 25 の期間、市民会館で開催
されました。

【問合先】　文化スポーツ課・芸術文化係☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp
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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（土）～ 1 月 3 日（木）

■出生届、婚姻届、死亡届、斎場の
予約は、休業中も市役所東側宿直
室（※ 1）で受付しています。

■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。

斎場 ☎㊹ 0760 1 月 1 日（日）・2 日（月） ■ 3 日以降の予約は休業中も上記※ 1 で受付

加西病院 ☎㊷ 2200 12 月 29 日（土）～ 1 月 3 日（木）
■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 1 月 1 日（火）～ 1 月 3 日（木）
■各地区のごみカレンダーでご確認

ください。

し尿収集 ☎㊻ 0334 12 月 29 日（土）～ 1 月 3 日（木）
■し尿収集を 12 月 28 日（金）に希

望される方は、午前中までにお申
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 30 日（日）～ 1 月 3 日（木）は、
一般の方の持ち込み出来ません。

※ 12 月 29 日（土）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 、
　2t 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。

地域交流センター ☎㊷ 0106 12 月 28 日（金）～ 1 月 4 日（金）
■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（土）～ 1 月 4 日（金）
■期間中、本を返すときは、入口付

近の返却ポストへ。

健康福祉会館 ☎㊷ 6700 12 月 28 日（金）～ 1 月 3 日（木）
■各種サービスについてはお問い合

わせください。

勤労者体育センター
加西テニスコート
アラジンスタジアム
市民グラウンド
多目的グラウンド
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（金）～ 1 月 4 日（金）

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

市民会館 ☎㊸ 0160 12 月 28 日（金）～ 1 月 4 日（金）

中央公民館☎㊷ 2151 善防公民館☎㊽ 2643
南部公民館☎㊾ 0041 北部公民館☎㊺ 0103

12 月 28 日（金）～ 1 月 4 日（金）

年末年始の各施設休業のお知らせ

■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 29 日（土）～ 1 月 3 日（木）は、土・休日ダイヤで運行します。
■コミバス KASAI ねっぴ～号（人口増政策課☎㊷ 8700）／ 12 月 29 日（土）～ 1 月 3 日（木）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（土）～ 1 月 3 日（木）は、運休します。

【問合先】　加西市雇用開発福祉協議会事務局・加西商工会議所内☎㊷0416
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