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【問合先】　控除証明書専用ダイヤル（11/4 ～ H27.3/16）☎0570-058-555
　　　　　050 から始まる電話でかける場合☎03-6700-1144

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です

　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除と
して所得から控除され、所得税・市県民税が減額されま
す。控除の対象は、平成 26 年 1 月から 12 月中に納めた
保険料です（過年度分や追納保険料なども含む）。
　また、配偶者やご家族の保険料を支払っている場合は、
合わせて控除を受けることができます。社会保険料控除
を受けるためには年末調整や確定申告を行うときに、領
収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付
が必要となります。

　このため、日本年金機構から 11 月上旬に、1 年間に
納付した保険料の額を証明する「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が送付されます（平成 26 年 10
月 1 日から 12 月 31 日までに、初めて国民年金保険料
を納められた方へは、翌年の 2 月上旬に送付されます）。
　国民年金は、老後はもちろん、不慮の事故など万が一
のときにも心強い味方となる制度です。納め忘れのない
ように納めましょう。

【問合先】　市民課（国民健康保険係）☎㊷8721　℻㊷1792　shimin@city.kasai.lg.jp

国民健康保険証が更新されます

　12 月 1 日に国民健康保険被保険者証が更新されます。11 月 20 日頃から、世帯ごとに郵送します。

■保険証の色と配達方法
　現在お使いの保険証（若竹色）の有効期限は、11 月
30 日です。12 月 1 日からの新しい保険証（藤色）を簡
易書留郵便で郵送します。

■保険証が届かないと思ったら？
　不在で保険証を受け取りできなかった場合は、郵便局
で 12 月 5 日頃まで保管されます。その後は市民課（国
民健康保険係）で保管していますので、身分証明書と印
鑑を持参して窓口へお越しください。

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。

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 1.92％（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

■融資の内容

■対象者（①～⑤の全てに該当する方）
①市内に 1 年以上居住している勤労者（事業主や家族従
　業員は除く）で、同一事業所に 1 年以上勤務している方。
　または、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（ただし、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

【問合先】　商工観光課（商工振興係）☎㊷8715　℻㊸1802　shokokanko@city.kasai.lg.jp
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■第 47 回柔道大会
個人戦　小学低学年　　　田中　淳
　　　　小学中学年　　　田中庸右
　　　　小学高学年　　　小岩綾人

■第 40 回剣道大会
個人戦　小学生 1・2 年	 柳光士郎
　　　　小学生 3・4 年	 三田井麻梨愛
　　　　小学生 5・6 年男子	 三田井龍馬　
　　　　小学生 5・6 年女子 櫻井愛莉
　　　　中学生 1 年男子	 大西啓介
　　　　中学生 1 年女子	 長谷川仁菜
　　　　中学生 2・3 年男子	 千石岳司
　　　　中学生 2・3 年女子	 松岡柚那
　　　　一般男子	 常峰泰地
　　　　一般女子 荒木七海
団体戦　小学生	 北条少年剣修会 A
　　　　中学生男子	 善防中 B
　　　　中学生女子	 北条中 A

■第 38 回少林寺拳法演武大会
組演武　少年の部　低学年　前川慶徳・仲井彰都
　　　　　　　　　中学年　小牧奏明・永吉将都
　　　　　　　　　高学年　小田裕斗・岩本尚磨
　　　　一般の部　　　　　切貫裕介・西田克成
　　　　親子の部　　　　　森口泰吉・輝一
乱捕　　少年の部　中学年　宮崎凌輔
　　　　　　　　　高学年　岩本尚磨

■第 44 回町対抗家族バレーボール大会
男子　一部　西高室　　二部　畑　　　　三部　大村
女子　一部　坂本　　　二部　下若井　　三部　市村

■第 21 回市長杯地区対抗ゲートボール大会
富合チーム

■第 45 回空手道大会
型競技　　
幼年　　　　松尾　玲
小学低学年　荻野妃香理
小学高学年　辻　侑月
中学　　　　松岡大暉
一般　　　　大垣隆一

組手競技　
幼年　　　　荻野安香理
小学低学年　西尾優人
小学高学年　荻野秀斗
中学　　　　吉岡悠吏
一般　　　　前田空渡

■第 25 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子の部　堀井清種　　女子の部　菅野睦子

■第 48 回ソフトテニス大会
一般男子　　村上雅和・藤原良昭
一般女子　　森　美咲・大門真美

■第 39 回バドミントン大会
男子ダブルス　一部　中田典昭・小林亮介
　　　　　　　二部　上村高浩・安野勝也
　　　　　　　三部　長丸克己・古家利昭
女子ダブルス　一部　今井幸子・岩崎真悠香
　　　　　　　二部　長丸ひろ子・岡本由紀
ジュニア　　　木藤芳亮・高見陽々樹

■第 32 回硬式テニス大会
男子ダブルス　　　　相馬子郎・小林俊広
女子ダブルス　　　　宮長康子・野田幸江
ジュニアシングルス　福本直弥

■第 45 回親善サッカー大会
一般　KFC　　中学　泉中　　少年　九会 SSS

■第 48 回卓球大会
ダブルス　　　　　　大野隆司・田居修一
シングルス　一部　　田居修一　　二部　　松島直輝
　　　　　　三部　　半田達平　　四部　　藤原　駿

■第 15 回バウンドテニス大会
ラリー戦　がんばろ会　　団体戦　レインボー

第48回加西市文化祭「文芸祭」上位入賞者の皆さん

■一般の部／市長賞
俳句 吉野　静 神戸市
短歌 大谷明美 坂元町
川柳 大黒政子 赤穂市

■ジュニアの部／市長賞
俳句 安積知史 賀茂小 3 年
短歌 埴岡みつき 賀茂小 3 年
川柳 高見優里 兵教大附属中 2 年

■ジュニアの部／教育委員会賞
俳句 牛尾颯希 泉中 3 年

橋本小春 富合小 6 年
短歌 大西流生 泉小 4 年

高井将臣 北条小 4 年
川柳 前野陽輝 九会小 6 年

辻村彩華 富合小 5 年

　「一般の部」応募作品と「ジュ
ニアの部」入賞作品を掲載した
作品集を 11 月 10 日（月）から、
市内 4 公民館、図書館、教育委
員会（市役所 6 階）で入手でき
ます（無料。数に限りあり）。

■一般の部／教育委員会賞
俳句 井上益子 加東市

小路喜美子 北条町北条
短歌 山野淑子 谷口町

河原すみ子 畑町
川柳 安部美葉 神戸市

細野晃一 岐阜県養老郡

【問合先】　文化スポーツ課（芸術文化係）☎㊷8775　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

第47回加西市体育大会　各種目の優勝者の皆さん

【問合先】　文化スポーツ課（社会体育係）☎㊷8773　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp


