
4 広報かさい　2018.5 月号

　加西市では、市内中小企業の方へ事業資金融資のあっせんを行っています。保証料や利子の一部を市が負担します。

　資金使途・限度額
　運転資金 　800 万円以内　

最高限度額
1,500 万円　設備資金 　1,000 万円以内　

　公害除去資金 　500 万円以内　
　融資利率 　年 1.1%（0.4% を市が利子補給）

　貸付期間
　500 万円以内 　5 年以内　 　うち措置期間

　6 カ月以内で可　500 万円超 　7 年以内　
　その他 　兵庫県信用保証協会の保証要（保証料の 20% を市が負担）

　取扱金融機関 　但馬銀行・みなと銀行・姫路信用金庫・但陽信用金庫・兵庫県信用組合の各加西支店、
　播州信用金庫北条支店、日新信用金庫小野支店

■融資対象（①②どちらにも該当する方）
①市内に 1 年以上事業所を置く中小企業の方　②兵庫県信用保証協会の保証対象事業に該当する方
■融資の内容

中小企業事業資金融資のご案内 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　加西市では、勤労者を対象に、住宅の建築・購入・増
改築など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 1.87％（4 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

勤労者住宅資金融資のご案内 問合先／産業振興課☎42-8740　℻43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　平成２９年度において、市長など市の特別職および市議会議員の報酬等の額につ
いて、改正すべきかどうかを審議するため、特別職報酬等審議会が開催されました。
今回は初めて審議の過程に、市民会館で開催した市行政および議会活動報告会を組
み込み、市政や議会の取組を聞いていただきました。本審議会では、職務の遂行状
況、近隣市等とのバランス、財政や社会情勢などに関して、慎重かつ丁寧に審議が
行われ、市政運営や議会活動に一定の評価を認めながらも、さまざまな取り巻く状
況などを総合的に勘案した結果、報酬等の額は据置きが妥当との答申でした。

特別職報酬等審議会から答申を受けました 問合先／総務課☎42-8702　℻43-1800
　　　　somu@city.kasai.lg.jp

加西市住宅用蓄電池設置費を補助します 問合先／環境課☎42-8716　℻42-6269
　　　　kankyo@city.kasai.lg.jp

　加西市は、災害時の非常電力の確保と環境負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進を図るため、住宅用蓄電池の
設置に対して補助金を交付します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
　申請は蓄電池の設置完了後に行ってください。本年度の予算額は 100 万円です。本補助金のご利用を検討されてい
る場合は、お早めに申請をしてください。
■補助金額　蓄電容量 1kwh 当たり 10,000 円（上限 100,000 円）　■受付期間　5 月 1 日（火）から補助金額の終了まで
■補助対象となる条件
平成 29 年 4 月 1 日以降に設置が完了した、蓄電容量が 1kwh 以上 10kwh 以下のリチウムイオン電池で、再生エネ
ルギーや夜間電力を利用して蓄電を行い、その電気を住宅の居住の用に供する部分で活用できる住宅用蓄電池。

▲兼松儀郎会長より答申を受ける
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加西ハイキングマップ第2弾が完成 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　℻42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

　市内には、日本最古の地誌『播磨国風土記』ゆかりの地として、
1300 年前と変わらぬ豊かな自然や史跡などが数多く残ります。そんな
歴史ロマンあふれる加西の道を歩き巡る「加西ハイキングマップ」の第
2 弾が完成しました。新たに 11 コースを加え、初心者向けのハイキン
グコースから健脚向きの加西アルプスや鎌倉山行者道コースまで全 40
コースを掲載しています。表紙デザインは、版画家岩田健三郎さんに北
条の町並みを描いていただきました（無料配布）。
■設置場所　
市役所、公民館、観光案内所（北条町駅内）など

■入居を募集する市営住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り
清水団地

（北条町西高室）
18,400 ～
42,200 円 3 戸・59㎡・3DK

別府団地（別府町） 20,400 ～
47,000 円 3 戸・71㎡・3DK

吉野団地（吉野町） 20,200 ～
46,400 円 1 戸・66㎡・3LDK

■入居を募集する県営住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り
北条鉄筋

（北条町北条）
17,600 ～
44,300 円

8 戸・58 ～ 61㎡・3DK
3 人以上世帯

東高室鉄筋
（北条町東高室）

16,000 ～
36,100 円

1 戸・40㎡・1DK
高齢者単身のみ世帯

東高室鉄筋
（北条町東高室）

21,600 ～
54,900 円

1 戸・55㎡・2DK
高齢者 2 人以上世帯

東高室高層・鉄筋
（北条町東高室）

20,500 ～
55,000 円

2 戸・54 ～ 55㎡・2DK
2 人以上世帯

東高室高層
（北条町東高室）

27,600 ～
65,700 円

1 戸・74㎡・3LDK
4 人以上世帯■入居時期／市営住宅：7 月下旬、県営住宅：7 月下旬　

※入居資格など詳しくはお問い合わせください。
■受付期間／ 5 月 15 日（火）～ 28 日（月）
※市施設管理課にある申込書（5/7 以降）を同課へ提出してください。

市営住宅・県営住宅の入居者募集 問合先／施設管理課☎42-8750　℻42-1998
　　　　shisetsu@city.kasai.lg.jp

※清水団地の駐車場は自治会対応のため、入居者が必要
に応じて確保していただくことになります。

「第3回 加西能」本番に向けて猛稽古 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　℻42-8745　kanko@city.kasai.lg.jp

■日時／ 5 月 4 日（金・祝）16:00 ～ 19:30
■場所／加西市民会館文化ホール
■スケジュール
　15:30 ～ 開場
　16:00 ～ 16:40　
　　一部　鑑賞無料・全席自由
　　　　　新作狂言「根日女（ねひめ）」／加西市こども狂言塾
　17:20 ～ 19:30
　　二部　鑑賞有料・全席指定　
　　　　　仕舞「頼政（よりまさ）」／観世銕之丞ほか
　　　　　狂言「蝸牛（かぎゅう）」／野村萬斎ほか　　　　　
　　　　　能「杜若（かきつばた）恋之舞」／大槻文蔵（人間国宝）ほか
■チケットについて
前売券／一般 3,000 円　高校生以下 500 円
※当日券は一般のみ 500 円増
※ 4 歳未満無料（席に座る場合はチケットが必要です。）
■チケット販売場所／市民会館　☎ 43-0160

　新作狂言「根日女（ねひめ）」を演じる加西市こ
ども狂言塾生たちが、5 月 4 日（金）に開催され
る舞台本番に向けて、お稽古中です。
　根日女役を演じる千石麻生さん（12）は、「本番
まであと少し。家でも練習しています。緊張はする
けど、声の大きさなどに気を付けて本番までに仕上
げたいです。」と意気込みを教えてくれました。　
　当日券もありますので、子どもたちの熱演をぜひ
ご覧ください。

▲リニューアルしたハイキングマップ

▲本番の衣装を初めて着た塾生たち


