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7月10日は参議院議員通常選挙の投票日です 問合先／加西市選挙管理委員会☎42-8781
　　　　℻42-4612  senkyo@city.kasai.lg.jp

今回から選挙権年齢が 18 歳以上に
　6 月 22 日に公示された参議院議員通常選挙は、7 月
10 日に行われます。なお、今回の選挙から、選挙権年
齢が 18 歳以上に引き下げられました。棄権することな
く必ず投票しましょう。

　また、投票日に仕事や旅行など
で投票できない方は、期日前投票
をすることができます。
　制度の改正点など、詳しくは市
ホームページをご覧ください。

■投票日時／ 7 月 10 日（日）7:00 ～ 20:00
■投票所／お送りしている投票所整理券に記載
■投票できる方
・平成 10 年 7 月 11 日以前に生まれた方
・平成 28 年 3 月 21 日までに加西市に住民登録（転入届）
を行い、引き続き 3 カ月以上住民基本台帳に登録されて
いる方

期日前投票所 期間と投票時間
市役所 1 階
多目的ホール

7/9（土）まで
8:30 ～ 20:00

イオンモール加西北条
2 階会議室

7/3（日）～ 9（土）
10:00 ～ 20:00

■不在者投票／選挙人名簿の登録地以外の市町村や病院、
介護老人福祉施設などにおける不在者投票については、
事前に選挙管理委員会から投票用紙と投票用封筒を受け
ておく必要があります。病院や施設などで不在者投票を
希望される方は、それぞれの施設等にご相談ください。

■期日前投票をされる方／期日前投票は、下表の 2 カ
所で行うことができます。投票所整理券の裏面に期日前
投票宣誓書を印刷していますので、宣誓書に必要事項を
記入し、持参してください。

■投票所の変更
投票区 投票所 町名

12 西横田町公会堂 西横田・東横田・鎮岩
14 大柳町公会堂 中山・大柳

平成28年度善意の表彰

　加西市は、6 月 1 日の「善意の日」にちなみ 4 日、アスティ
アかさいで「善意の表彰」の贈呈式を行い、奉仕活動を通じて、
こころ豊かな地域づくりに貢献された次の皆さんに「かしの木賞」
と「サルビア賞」をお贈りしました。
　「かしの木賞」は、市木かしの木の一本のたくましさの象徴と
して個人に、「サルビア賞」は市花サルビアの群生の集団美をた
たえる意味で団体にお贈りするものです。

■かしの木賞
受　賞　者 活　動　内　容

頃安千津子さん（満久町） 平成 14 年から、一人暮らし高齢者などに配られる給食の調理活動をされています。
仲井　満男さん（山枝町） 平成 17 年から、一人暮らし高齢者などに配られる給食の配達活動をされています。
内田みゆきさん（琵琶甲町） 平成 19 年から、一人暮らし高齢者などに配られる給食の調理・配達活動をされています。
芝元　孝夫さん（西笠原町） 長年、地域における防犯活動や非行防止活動のリーダーとして活動をされています。

■サルビア賞
受　賞　者 活　動　内　容

かさい・えほんの森 平成 15 年から、図書館ボランティアとして、毎週土曜日に親子のための絵本の読み聞か
せをするなど、子どもたちの健全育成に貢献されています。

手引きボランティアグループ 平成 16 年から、手引きボランティアとして、市内小・中・高校でアイマスク体験指導を
するなど、視覚障がい者への理解を深める活動をされています。

（順不同）

前列左から、新家節子さん（手引きボランティアグループ）、
松本孝美さん（かさい・えほんの森）、後列左から、芝元さん、
仲井さん、内田さん、頃安さん

永年の善行に感謝して

問合先／秘書課☎42-8701　℻43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp



5広報かさい　2016.7 月号

　加西市出身の方をはじめ、加西市を応援したいという
全国の多くの方々からふるさと納税をいただいていま
す。平成 27 年度は、前年度を大幅に上回る 4,575 件、
2 億 495 万 3 千円の寄附をいただきました。ふるさと
納税制度が始まった平成 20 年度からの累計は、3 億
5,855 万円になりました。
　
　寄附者の希望する「寄附金の使い道」に沿って、さま
ざまなまちづくり事業にふるさと納税を活用していま
す。平成 27 年度は、次のとおり 3,719 万円を活用し
ました。詳しい事業内容は、市ホームページをご覧くだ
さい。なお、平成 27 年度にいただきました寄附は、平
成 28 年度に活用させていただきます。

平成27年度ふるさと納税額は 2億円超

■平成 27 年度の主な活用事業
事業名 充当額 事業内容

観光整備・歴史遺産の保存や活
用に関する事業 1,652 万円 播磨国風土記 1300 年記念事業、「北条鉄道の 100 年」の出版、里山整備

地域づくり・環境保全事業 1,340 万円 ふるさと創造会議の支援、北条高校活性化事業、電気自動車の購入

子育て支援・教育環境整備事業 527 万円 学校づくり応援事業、学校給食への地産地消食材の提供、図書や教育教材の購入

地域医療支援事業 200 万円 加西病院の支援

問合先／財政課☎42-8710　℻42-1586
　　　　furusato-tax@city.kasai.lg.jp

■年度別のふるさと納税額
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前年度より大幅にアップ

昨年 10 月から、返礼品を増や
すとともに、返礼の対象寄附金
額も引き下げ、よりふるさと納
税をしていただきやすいように
した結果

社会福祉協議会と災害協定を締結

　加西市と加西市社会福祉協議会は 5 月 23 日、「災害ボランティアセンターの
設置及び運営に関する協定」を結びました。
　災害ボランティアセンターは、大規模災害が発生した場合に、被災者の救援や
被災地の復旧・復興のために活動するボランティアの拠点です。

　災害発生時に、速やかに災害ボランティアセンターを設置し、ボランティアの
受け入れや情報の収集・提供、資機材の確保など、ボランティアを支援すること
により、一日でも早い復旧・復興につなげます。

災害協定を結んだ西村和平市長（右）
と同協議会の衣笠勝弘理事長

問合先／危機管理課☎42-8751　℻43-1800
　　　　bosai@city.kasai.lg.jp

光田和伸先生による播磨国風土記講座 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　℻42-8745  bunka@city.kasai.lg.jp

　平成 24 年度からスタートした「播磨国風
土記講座」を今年も開催します。テーマは「播
磨国風土記で活躍する神々」で、元国際日本
文化研究センターの光田和
伸先生が、『播磨国風土記』
を文学者の視点から読み解
き、その謎に迫ります。

■開催日（時間は 13:30 ～ 15:30）／ 7 月 28 日、8 月 25 日、9 月
29 日、10 月 27 日、11 月 24 日、1 月 26 日※全て木曜日で全 6 回
■場所／アスティアかさい 3 階多目的ホール
■講師／光田和伸さん（元国際日本文化研究センター准教授）
■定員／先着 94 人（申込不要）　　■受講料／無料
※角川ソフィア文庫より出版（中村啓信著）のテキスト「風土記 上」

（1,469 円）が必要です。各自で購入いただくか、初回講座（7 月 28 日）
の会場で販売します。光田さん


