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新年のあいさつ（p2-3）

●よりよい地域づくりに貢献された皆さん（p3）

●ホテルルートイン加西 北条の宿　開業（p5）

●所得税の確定申告・市県民税の申告（p8）
加西市ホームページ

●幸せを運ぶ鳥がやってきた！（12 月 2 日　長蓮寺池付近）

　国の特別天然記念物のコウノトリが加西市を訪れました。「幸せを運ぶ」と昔から言われ縁起の良いコウノトリの訪れに周辺地
域の方々も大歓迎。個体識別の足環から、繁殖に取り組む兵庫県立コウノトリの郷公園に確認したところ、2017 年 4 月 24 日に
生まれたメスと判明しました。



　新年あけましておめでとうございます。皆さまにおかれましては、健やかに希望に満ちた新

年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。

　2018 年をふり返ると「今年の漢字」が「災」となったように、昨年度は豪雨災害をはじめ

地震等、自然災害の多い年でありました。幸いにも加西市は大きな被害はありませんでしたが、

各校区の小学校を避難所として初めて開設し、またタウンミーティングでも、各地区から防災

に関するご意見を頂戴する中で、災害に強いまちづくりの重要性を再認識したところです。

　加西市は、「5 万人都市再生」という大きな目標を掲げ、人口増に向けた地域活性化対策と

市民が健康で安心して暮らすことができるまちづくりを進めております。その結果、人口統計

においては、平成 10 年以降毎年 200 ～ 300 人の社会減が続いており、平成 28 年度は 93 人の減、29 年度は 21 人

の減でしたが、本年度は 11 月末時点で 161 人の増となり、大きく改善しました。また、ふるさと納税は、制度開始の

平成 20 年度と 29 年度実績を比較すると、109 倍の 6 億 3 千万円となり、県下で 2 位の寄付額となりました。さまざ

まな施策を通して、職員の熱き思いが市民へ伝播し、加西市がよい方向に進んでいることを実感しています。

　本年５月には、元号が変わり新しい時代がスタートいたします。この時代の転換期に、加西市は 3 つの大きな事業を

進めています。インター周辺の産業団地の創出、鶉野飛行場跡地周辺の整備、そ

して北条旧市街地の活性化です。これらは、未来を担う子供たちへ、ふるさと加

西の発展のために、これからの 50 年を見据えた大切な事業です。そして、いず

れも加西市の将来を左右する大きな事業でもあります。これらの事業を軌道に乗

せ、加西市の発展に全力を注いでいきたいと考えております。

　結びに、市政への一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、皆さまのご健勝と

ご多幸を心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。

　新年あけましておめでとうございます。市民の皆さまにおかれましては、清々しく新年を

お迎えのことと心からお慶び申し上げます。平素より市議会の運営ならびに活動にご理解と

ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　昨年は、6 月の大阪府北部地震、7 月の西日本豪雨、さらに 9 月の北海道胆振地方中東部

を震源とする大地震が発生し、日本各地に甚大な被害をもたらしました。ここ数年、地震や

異常気象による集中豪雨などが頻繁に発生しており、いつ起こるかわからない大規模な自然

災害に備えて、あらためて防災・減災の取り組みの必要性を強く感じるところです。

　昨年、加西市にとって待望の先駆タイプの地方創生推進交付金が採択されました。今後は

この交付金を活用し、鶉野飛行場跡地で地域活性化施設の整備が進んでいきます。また、加

西インター周辺の産業団地整備の大型プロジェクトや地域医療の核となる市立加西病院の将来構想など、今後の加西市

のかたちをつくる重要課題が控えております。このような状況の中、二元代表制の一翼を担う議会は、活発な議論を尽

くし、市民の皆さまが安心して心豊かに暮らせる社会の実現のために最適な解を求めていきます。市議会では、平成

22 年の制定以降２回目となる議会基本条例の見直しを行いました。また、予算と決算を一体的に審査するために新た

に予算決算常任委員会を設置する条例改正を行うとともに、議員が本会議等を

長期欠席した場合に議員報酬を減額する条例を 12 月議会で制定しました。

　今年は、５月に改元がなされ、平成の時代が終わり、新たな時代の幕開けと

なります。この新しい時代に希望が持てる加西市としていくために、議員一同

全力で取り組んでまいりますので、市民の皆さまのより一層のご支援、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、市民の皆さまにとりまして今年一年が幸多き、素晴らしい年となり

ますよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。
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新年のあいさつ 問合先／秘書課☎42-8701 fax43-0291
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

市長 西村和平

議長 衣笠利則

７月 28 日に宇佐市、鹿屋市、姫路市と「空が
つなぐまち・ひとづくり推進協議会」を設立

市民との意見交換会



3広報かさい　2019.1 月号

　新年あけましておめでとうございます。皆さまには、健やかに新春をお迎えのこととお慶

び申し上げます。旧年中は加西市の教育行政の運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。

　教育委員会では、加西市教育大綱を踏まえ、加西市教育振興基本計画に示される「新しい

時代を切り拓くこころ豊かで自立した人づくり」を基本理念とし、学校・家庭・地域が一体

となり、全国に誇れる「教育都市かさい」の実現をめざしています。この理念に基づき、次

の 3 点に重点をおいて教育行政を推進していきたいと考えています。

　１点目は、生きる力の育成です。知識基盤社会の到来や少子高齢化など、社会変化が進ん

でいく中で、子どもたちに生きる力を育むことがますます重要となっています。「確かな学力」の育成が目指されてい

る今日、主体的な学びへと促すため、人間として生きる知恵の体得や新たな課題に積極的にチャレンジする精神の育成

に努めます。また、幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、小学校へと円滑につない

でいくため連携の深化を図ります。

　２点目は、地域に根ざす教育です。加西市には豊かな自然、伝統・文化があり、このような教育資源に着目して、地

域で実際に体験したり探求したりする学習の充実を図り、地域への愛着や誇りを育んでまいります。子どもたちが自己

の生き方を考え、他者とのつながりや社会との関わりを感じとってほしいと願

っています。

　３点目は、教育環境づくりです。生き生きとした学校・園づくりには、教育

環境づくりが重要です。これからの教育の方向性を見据えつつ、今後の学校の

在り方や教育環境の整備等について検討し、未来を担う子どもたちのための教

育環境づくりをめざします。また、より親しみやすい図書館運営や公民館活動

の充実に努めるとともに、歴史文化遺産の包括的な保護と活用を図ります。

　皆さまのご健勝とご多幸を心より祈念申し上げまして、新年のご挨拶といた

します。

教育長 兼松儀郎

獅子舞とのふれあい

よりよい地域づくりに貢献された皆さん 問合先／秘書課☎42-8701 fax43-0291
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

こうのとり賞・くすのき賞
　よりよい地域づくりに貢献された次の皆さんが、兵庫県から表彰されました。個人には「こうのとり賞」、団体には「く

すのき賞」が贈られました。

氏名 活動内容

こ
う
の
と
り
賞

岩国恵子さん（中富町）
給食調理ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等のために栄養バランス
と彩りを考慮したお弁当を作り、在宅福祉の向上に尽力

尾内良三さん（中野町）
加西ナチュラリストクラブの会長として、地域のボランティアグループの後
進育成や緑化技術活動の指導を行うなど美しい地域づくりに貢献

岡田美智子さん（網引町）
給食調理ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等のために栄養バランス
と彩りを考慮したお弁当を作り、在宅福祉の向上に尽力

金澤由利子さん（上道山町）
給食配達ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等へ給食を届けるととも
に、会話をすることで安否確認を行うなど、在宅福祉の向上に尽力

頃安千津子さん（満久町）
給食調理ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等のために栄養バランス
と彩りを考慮したお弁当を作り、在宅福祉の向上に尽力

深田とき子さん（下宮木町） 更生保護女性会会員として、地域の犯罪予防活動などに尽力

藤田陽子さん（北条町栗田）
給食調理ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等のために栄養バランス
と彩りを考慮したお弁当を作り、在宅福祉の向上に尽力

く
す
の
き
賞

配食サービス調理ボランティア
グループ

給食調理ボランティアとして、一人暮らしの高齢者等のために栄養バランス
と彩りを考慮したお弁当を作り、在宅福祉の向上に尽力

根日女花倶楽部
主要地方道多可北条線の加西 IC 前交差点から玉野交差点間の植栽帯の花卉植
栽管理を行うなど美しい地域づくりに貢献
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シリーズ　「地域の思い、地域の力を生かす」　ふるさと創造会議インタビュー

⑥下里地区ふるさと創造会議

住民主体の地域づくりを推進するため、平成 25 年 9 月から「ふるさと創造会議」制度がスタート。

昨年度、市内すべての小学校区で設立されました。各地区の特色を生かした活動をシリーズとしてご紹介します。

　下里地区を代表する地域資源である善防山の整備を

積極的に進めています。毎月 2 回、草刈機などの道

具を担いで登っています。東櫓登山口のルートや烏帽

子岩へのルートなど新ルートも開拓しました。また、

頂上の木々を伐採したの

で、見晴らしがよくなりま

した。アウトドア専門店の

好日山荘のツアーにも入れ

てもらい、市外の登山者も

増えています。山で出会う

登山者達からの「ご苦労さ

ま」という言葉が私たちの

活動の源になっています。

　姫路獨協大学奥田ゼミ協力のもと、大学に集積する

情報やノウハウを

活用した連続講座

「下里ふるさと創

造大学」を、下里

地区ふるさと創造

会議主催により、

本年度実施してい

ます。

　平成 27 年 5 月に設立し、全体の総務を担当する役

員会と、「善防山・古法華活用部会」と「ワクワクふ

れ愛部会」の２部会で活動をしています。昨年から若

い子育て世代向けにベルデ下里公園で冬にイルミネー

ションの点灯や住民企画型のタウンミーティングの開

催、プリザーブドフラワー教室などを行いました。

●ココ、力入っています

●将来の夢を

　下里地区の活動の基本方針はおもてなしの心です。

活動を通してこの思いをもっと広げていきたいです。
●下里地区の状況（11 月末現在）

構成町数：22 町　 面積：18㎢　 世帯数：1,840 世帯　 人口：4,703 人（14 歳以下 9.8％　65 歳以上 34.3％）

●活動内容

会長の佐伯さん（左下）と善防山・古
法華活用部会の皆さん

好日山荘の登山ﾂｱｰ

土産用に作った加西ｱﾙﾌﾟｽ
手ぬぐい

赤十字奉仕活動への功績をたたえて
問合先／福祉企画課☎42-8724  fax43-1801
　　　　fukuki@city.kasai.lg.jp

　平成 30 年 11 月 15 日、兵庫県公館で「平成 30 年兵庫県赤十字有功章等贈呈式」が開

催されました。多年にわたり赤十字事業の推進にご尽力された評議員の谷勝公代さんが、役

職功労の部で銀色有功章を受けられました。谷勝さんは、日本赤十字社兵庫県支部の審議機

関である評議員会の評議員を、平成 22 年より 8 年にわたり務めてこられました。

　今回受章された谷勝さんは「赤十字運動の担い手として、人道の実現のために、常に想像

力をもって行動します。ご協力、ご支援をお願いいたします。」と語られました。
谷勝公代さん（西谷町）

　平成 30 年 10 月 6 日、陸上自衛隊伊丹駐屯地で「陸上自衛隊中部方面隊創隊 58 周年記

念行事」が開催されました。長年にわたり防衛思想の普及および防衛基盤の育成にご尽力さ

れた加西市防衛協会（会長櫻井光男さん）が、中部方面総監陸将より感謝状を贈呈されました。

　櫻井さんは、「栄誉ある賞をいただきうれしく思っております。青野原駐屯地ならびに加

西市防衛協会会員の皆さまのご協力のおかげで受賞できたのだと実感しております。今後も

防衛意識の高揚を目的に、より一層活動を充実させていきたい。」と語られました。

防衛基盤の育成に感謝して
問合先／秘書課☎42-8701  fax43-0291
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

櫻井光男さん（倉谷町）
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　人事行政の運営状況について公平性や透明性を高めるため、市職員の給与や職員数を公表します。職員の給与は、民

間企業の賃金を基にして出される「人事院勧告」や他の地方公共団体との均衡などを考慮し決定しています。今後も財

政状況の改善を図るため、引き続き人件費の適正化に取り組んでいきます。

●職員の平均年齢および平均給料月額●人件費の状況

　平成 29 年度決算の普通会計における職員給与の割合

は次のとおりです。国における人事院勧告の改定に準じ

て、給料表の平均改定率 0.2％増と勤勉手当支給月数の

0.1 カ月引き上げなどにより、前年度と比べると 1,389

万円増加しています。なお、普通会計とは財政統計上で

用いられる会計の名称で、加西市では一般会計に公園墓

地特別会計を合算したものです。

●平成 29 年度普通会計決算より

職員給与 17 億 8,204 万円（9.1%）

歳出額
195 億 9,445 万円

普通会計に占める職員（281人）

給与の内訳

・給料　　　　　11 億 1,385 万円
・賞与　　　　　 4 億 3,653 万円
・その他手当　　 2 億 3,166 万円
職員 1 人当たり 634 万円

●特別職の給与

市長 副市長 教育長

月額 893,000 円 714,000 円 640,000 円

年間 1,523 万円 1,218 万円 1,092 万円

市職員の給与などをお知らせします
問合先／総務課☎42-8705 fax43-1800
　　　　jinji@city.kasai.lg.jp

一般行政職 技能労務職

平均年齢 平均給料月額 平均年齢 平均給料月額

42.8 歳 331,229 円 54.4 歳 355,112 円

●職員の初任給の状況

加西市 国

一般行政職
大学卒 179,200 円 179,200 円

高校卒 151,500 円 147,100 円

技能労務職 高校卒 151,500 円 144,500 円

※ H30.4/1 現在

※ H30.4/1 現在

※年間給与額は給料の 12 カ月分に賞与を足し算出しています。

ホテルルートイン加西 北条の宿 オープン！
問合先／産業振興課☎42-8740  fax43-1802
　　　　sangyo@city.kasai.lg.jp

　12 月 10 日、加西市が誘致した「ホテル ルートイン加西 北条の宿」（北条

町栗田）が開業しました。地上 9 階建て・客室数 150 室を備え、歴史的景観

形成地区である周辺地域の景観に配慮した和風なたたずまい。ビジネス・観光

での利用が見込まれ、市街地に新たなにぎわいが期待されます。

　1 階にはレストランと大浴場。各階客室はシングルのほか、備品や家具など

にこだわったコンフォートルーム、広々としたデラックスツイン、バリアフリ

ールームなども設置。宿泊料は 1 月末まで、シングル・一泊朝食付でオープ

ンキャンペーン価格 6,000 円。

客室（コンフォートシングル） レストラン（ビュッフェコーナー） ラジウム人工温泉大浴場「旅人の湯」

ホテルルートイン加西北条の宿 外観

●ホテルルートイン加西北条の宿 ☎ 050-5576-8100
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がん検診はお済みですか 問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　がんは、日本人の約 2 人に 1 人がかかると言われている身近な病気です。定期的にがん検診を受け、自分の身体の

状態をチェックしましょう。また、「がん検診無料クーポン券」の使用期限は平成 31 年 2 月末です。

●検診費用・対象者

検診項目 　対象 　料金

胸部（胸部レントゲン）

（肺がん・結核・アスベスト）
40 歳以上（S54.4.1 以前に生まれた方）

レントゲン検査　1,000 円
レントゲン・喀痰検査　2,000 円

胃がん（胃部レントゲン） 3,000 円

大腸がん（便潜血反応検査） 700 円

乳がん（マンモグラフィ検査） 40 歳以上の女性（S54.4.1 以前生まれ） ※ 2 年に 1 回 2,000 円

子宮頸がん（子宮頸部細胞診） 20 歳以上の女性（H11.4.1 以前生まれ） 2,000 円

集団健診

個別健診（期間は2月末まで）

医療機関名 乳 子宮 医療機関名 乳 子宮

市立加西病院　☎ 42-2200 ○ ○ いわたウィメンズクリニック（西脇市）☎ 0795-23-8888 ○

小野レディースクリニック（小野市）☎ 0794-62-1103 ○ 大山病院（西脇市）☎ 0120-300-503 △ ○

わかば・産婦人科（小野市）☎ 0794-62-6111 ○ おおたレディースクリニック（姫路市）☎ 079-265-5335 ○

加東市民病院（加東市）☎ 0795-42-5511 〇 服部病院（三木市）☎ 0794-82-2563 △ ○

●乳がん・子宮頚がん検診の実施医療機関（乳がん検診はマンモグラフィを実施。服部病院のみ視触診がセット）

※△は無料クーポン券対象者のみ受診可能。

●胸部・胃がん・大腸がん検診の実施医療機関

医療機関名 胸部 胃 大腸 医療機関名 胸部 胃 大腸

あさじ医院 ☎㊹ 0225 ○ ○ 西村医院 ☎㊾ 0001 ○ ○ ○

安積医院 ☎㊻ 0361 ○ ○ 堀井内科医院 ☎㊾ 0150 ○ ○ ○

大杉内科医院 ☎㊼ 0023 ○ ○ みのりクリニック ☎㊾ 8470 ○ ○

小野寺医院 ☎㊽ 3737 ○ ○ 安田内科・循環器内科
クリニック

☎㊸ 7931 ○ ○
おりた外科胃腸科医院 ☎㊷ 6000 ○ ○

市立加西病院 ☎㊷ 2200 ○ ○ 横田内科医院 ☎㊷ 5715 ○ ○

佐竹医院 ☎㊷ 4057 ○ ○ 米田病院 ☎㊽ 3591 ○ ○

検診項目 日程 対象 料金 場所

子宮頸がん 1/31（木）午後、2/ 3（日）午前 H11.4.1以前に生まれた女性 1,700 円

健康福祉会館
乳がん

1/23（水）午後、1/31（木）午後
2/ 3（日）午前、2/ 6（水）午後
2/27（水）午後

S54.4.1以前に生まれた女性で、昨年市
の乳がん検診を受診されていない方
※無料クーポン券対象者は、昨年度の
受診の有無にかかわらず受診可能

40 歳代 2,000 円
50 歳以上 1,800 円

※1/31、2/3 の乳がん検診は定員に達しましたので受付終了しました。

●申込／集団健診は健康課（☎㊷ 8723）、個別健診は実施医療機関に電話予約してください。

※生活保護・市民税非課税世帯の方は、事前に申請をすれば料金が免除されます（身分証明書と印鑑を持参）。
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　国民年金は、20 歳から 60 歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。老後やいざというときの生活を、現役

世代みんなで支えようという仕組みです。

●国民年金のポイント

将来の大きな支え／国が運営するため、安定してい

ます。年金の給付は生涯にわたって保障されます。

●保険料の納付が困難な場合は

学生納付特例制度／学生の方で、本人の所得が一定額以下の

場合、国民年金保険料の納付が猶予されます。対象は、学校

教育法に規定する大学（大学院）や短期大学、高等学校、高

等専門学校などの学生です。

～新成人の皆さまへ～  20歳になったら国民年金 問合先／市民課☎42-8722　
加古川年金事務所☎079-427-4740

不育症の検査・治療の費用を助成
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　不育症（2 回以上の流産や死産など）の検査・治

療を受けた夫婦に対して、経済的負担を軽減するた

め、治療費を助成します。

対象／①～③の全てを満たす方

①加西市に住所を有し、法律上婚姻をしている夫婦

②検査または治療開始時の妻の年齢が 43 歳未満

③夫婦の前年所得額が 730 万円未満

助成額／上限 15 万円

対象経費／医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症

の検査・治療の費用（※加西市に住所を有する期間の費用）

申請方法／①～④を健康課へ持参し、申請してください。

①不育症治療費助成事業申請書

②不育症治療費助成事業受診等証明書と薬局用の同証明書

③医療機関が発行する領収書

④夫婦の所得を証明する書類（所得証明書など）

申請期限／ 3 月 29 日（金）まで

※平成 30 年 4 月～ 31 年 3 月までの治療費が対象です。

免除、納付猶予制度／学生以外の方で本人、配偶者および世

帯主の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が

免除または猶予されます。

老後のためだけではありません／

　老齢年金のほか、病気や事故で

障がいが残ったときの「障害年金」

や、加入者が死亡した場合に、そ

の遺族が受け取ることのできる「遺

族年金」もあります。

特定不妊治療費を助成
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

　兵庫県指定医療機関※で体外受精

および顕微授精（特定不妊治療）を

受けた夫婦に対して、経済的負担を

軽減するため、治療費を助成します。

対象／①②の全てを満たす方

①法律上婚姻しており、特定不妊治療をした期間お

よび申請日に夫婦の両方または一方が加西市に住所

を有していること

②兵庫県特定不妊治療費の助成を受け、かつ兵庫県

以外の助成を受けていないこと

助成額／ 1 回当たり上限 5 万円

（県の 1 回当たりの助成額を控除した額）

申請方法／①～⑤を持参し、健康課へ申請してください。

①加西市特定不妊治療費助成金交付申請書

②指定医療機関が発行した領収書等の写しまたは特定不妊治

療受診等証明書

③兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書

④夫婦の一方が加西市に住民登録がない場合のみ、その方の

住民票など住所地が分かるもの

⑤住民登録で法律上の夫婦であることが確認できない場合の

み、戸籍謄本または抄本など

申請期限／兵庫県特定不妊治療費の助成決定日から 1 年以内

※兵庫県指定医療機関 ･･･

社団法人日本産婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する

施設として認められている医療機関（県ホームページで公表）
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●必要な本人確認書類の写し（①～③のいずれか）

①マイナンバーカード

②「個人番号通知カード」と「運転免許証等の顔写真付

きの身分証明書」

③「マイナンバーが記載された住民票」と

「運転免許証等の顔写真付の身分証明書」

※本人以外が申告書を提出する場合、申

告者本人の上記写しの添付が必要です。

平成 30 年分所得税および復興特別所得税の確定申告・平成 31 年度市県民税の申告相談

相談期間／ 2 月 18 日（月）～ 3 月 15 日（金）　平日の午前 9 時から午後 4 時まで

相談会場／加西市民会館コミュニティセンター　3 階小ホール

※ 2 月 27 日（水）と 3 月 6 日（水）は受付時間を午後 7 時まで延長します。

※所得税等の還付申告書は、2 月 15 日（金）以前でも税務署へ提出することができます。

●収支内訳書・医療費控除の明細書等は事前に作成を

　事業所得（農業所得含む）や不動産所得の申告は、収

入と経費を領収書等に基づき、計算することになってい

ます。申告相談会場は、混雑が予想されます。収支内訳

書や医療費控除の明細書等は、あらかじめ集計をしてご

持参ください。

　なお、事業所得、不動産所得または山林所得を有する

全ての方（所得税の申告の必要がない方を含む）につい

て記帳・帳簿等の保存が必要となっています。

●対象者

①給与所得者および公的年金等受給者で他の所得がある方

②営業・農業所得等がある方（おおむね 300 万円未満

の所得者）など

※上記以外の所得（土地・建物・株式等を譲渡した所得、

青色申告、繰越損失、雑損控除、1 年目の住宅ローン控

除、相続税、贈与税、消費税および地方消費税）は、受

付できません。社税務署で申告相談をしてください。

●国税庁ホームページからも申告できます

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

で、所得税等の申告書を間単に作成できます。その場合

は、電子申告（e-Tax）か、印刷をして社税務署へ提出

してください。また、平成 31 年 1 月から税務署で ID・

パスワードを取得することで、マイナンバーカードや

IC カードリーダライタをお持ちでない方も電子申告が

できるようになりました。

所得税の確定申告・市県民税の申告
問合先／税務課☎42-8712 fax42-5700
　　　　zeimu@city.kasai.lg.jp

事業主の皆さまへ

　給与支払者は、平成 30 年中の給与支払報告書を給与

受給者の住所地（平成 31 年 1 月 1 日現在）の市区町

村へ提出してください。詳しくは、市ホームページ「給

与支払報告書の提出について」をご覧ください。

　所得税の源泉徴収義務者である給与支払者（法人・個

人を問わず）には、法令により全ての従業員の個人住民

税を給与から特別徴収していただく必要があります。詳

細は、市ホームページ「平成 30 年度から特別徴収一斉

指定」をご覧ください。なお、同ページに掲載している

チラシのつづり方で給与支払報告書をご提出ください。

　また、給与支払報告書は、eLTAX（エルタックス）を

利用して提出することができます。詳しくは、eLTAX

ホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

提出期限／ 1 月 31 日（木）まで

問合先／税務課税制係☎ 42-8712

●償却資産（固定資産税）の申告は 1 月 31 日（木）まで

　広報かさい 12 月号でお知らせしたとおり、法人や個

人で工場や商店などを経営している方や太陽光発電等の

事業を行っている方で、事業に使用する機械・器具・備

品・構築物等の償却資産をお持ちの方は、平成 31 年１

月１日現在の資産状況を税務課へ申告してください。

社税務署で申告書作成会場を開設
開設期間／ 2 月 18 日（月）～ 3 月 15 日（金）

受付時間／平日の午前 9 時から午後 4 時まで

※混雑状況により相談受付を早めに終了する場合があ

ります。会場開設当初と申告期限間際は、大変混雑が

予想されます。

※会場の混雑緩和のため、医療費控除の明細書や収支

内訳書・青色申告決算書は、ご自宅等で作成していた

だいた上、ご持参ください。

申告会場・問合先／社税務署（加東市社 51-3）

　　　　　　　　　☎ 0795-42-0223

マイナちゃん
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　市民の皆さま、新年あけまし

ておめでとうございます。皆さ

まの本年のご多幸とご健勝をお

祈り申し上げます。

　日頃は加西病院の運営につきまして、格別のご理解ご

協力を賜っておりますことに、心よりお礼申し上げます。

とりわけ、「加西病院サポーターの会」の皆さまの心温

まる活動によって、市民と職員の距離が縮まると共に、

加西病院が市民にとって無くてはならない存在であるこ

とが実感されています。

　いよいよ今年は平成の最後の年となりましたが、病院

の役割も時代によって大きく変化してきました。本院は

「地元に病院を」という市民の要望によって開設され、

昭和４９年に当地に新築移転されました。これまで加西

市で唯一の急性期総合病院として、救急医療や重症疾患

への高度医療を切れ目なく提供できるように努力してき

ましたが、社会環境の変化や医療制度改革の影響を受け

て、現在大きな変革期にきています。

　具体的には、超高齢化と共に既に人口減少が始まって

いること、東部および南部に統合病院が相次いで稼働し

た影響で高度急性期～急性期医療の需要が減少している

こと、４年後に大規模統合病院が姫路に開設されるため

加西病院のコーナー　                        ホームページ http://www.hospital.kasai.hyogo.jp

新年のあいさつ に病院機能のさらなる見直しが必要となることなどが挙

げられます。

　

　一方で、市内唯一の総合病院であり、北播磨医療圏の

最西部の医療機関として、市内や周辺地域において「地

元で対応可能な医療は地元で受けたい」という要望が一

定数あることも事実です。施設の老朽化や耐震不足によ

り、病院本体の建て替えが必要とされていることを踏ま

えて、今後の病院のあり方を議論することを契機に新し

い病院に生まれ変わるチャンスでもあります。

　本年度の病院目標は、『新しい加西病院に生まれ変わ

る第一歩を踏み出そう！』と定めて、院内外で議論を重

ねています。どのような病院が加西市に必要か、市民の

皆さまからのご意見も積極的にお届けください。既に本

院は、これまで通りの「可能な範囲の急性期医療」を提

供しつつ、「回復期から在宅に向けての幅広い医療」を

提供できる地域多機能型病院に転換しています。近隣の

高度急性期病院や地域の診療所・介護施設などと連携し

て、住民の方々ができるだけ自宅での生活を送れるよう

に支援する「面倒見の良い病院」が目標です。

　これまでの加西病院の良いところは残しつつ、今後も

加西市民にとって必要とされる病院に生まれ変われるよ

うに取り組んでいますので、ご支援をよろしくお願いい

たします。

　　　　　　　　　（病院事業管理者兼院長　北嶋直人）

広報かさい　2019.1 月号

4月に小・中学校に入学する方（保護者）へ
問合先／学校教育課☎42-8772 fax43-1803
　　　　gakko@city.kasai.lg.jp

　4 月に小・中学校に入学する方へは、住所に基づいて

入学する学校を指定し、1 月下旬に就（入）学通知書を

お送りします。特別な理由がある場合には、指定校（特

別支援学校を除く）を変更することができます。事前に

ご相談ください｡

●手続き方法

○指定校以外の市内小中学校へ入学

　必要書類と印鑑を持って加西市教育委員会へ

○市外の市町立小中学校へ入学

　入学希望の学校を管轄する市町教育委員会へ

○大学附属・私立小中学校へ入学

　入学許可証と印鑑を持って加西市教育委員会へ

●特別な理由

○身体的理由

　心身の障がいなどにより指定校への就学が困難な場合

○家庭の事情などに関する理由

　①保護者の就労などにより校区外の家庭に児童を預け

　　る場合（小学生のみ）

　②住宅新築中などで転居が確実であり、あらかじめ転

　　居予定地の学校へ就学を希望する場合（添付書類要）

　③加入する自治会の校区が住所地の校区と異なる場合

　　（添付書類要）

○その他の理由

　大学附属・私立小中学校に入学する

　場合など
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　地元のお米を食べてもらおうと、市内の認定農業者

で結成する「アスリートファーマーズ加西（AFK）」が、

市内の認定こども園や幼児園、保育園に今秋収穫した

玄米 420Kg を寄贈しました。子供たちは大きな米袋

を抱えながら、元気な声で「ありがとう」と感謝の気

持ちを伝え、それぞれの園で「新米月間」や「おにぎ

りの日」として給食でおいしくいただきました。

▲寄贈されたお米を囲んでハイポーズ（北条東こども園）

おいしいお米のプレゼント11/27

　市内に在住在勤の外国人から見た加西の魅力やまち

の情報を、多言語で発信していく観光アンバサダー事

業を開始しました。ベトナム語、英語、中国語に対応

しています。加西の魅力たっぷりの情報を随時アップ

しますので、市内にお住まいの外国人の方もお楽しみ

く だ さ い。Facebook、Instagram、wechat（ ウ ィ

チャット）で情報発信しています。

▲加西市観光アンバサダーの 3 人（五百羅漢にて）

加西市観光アンバサダーが活動中！11/25

　富合地区ふるさと創造会議「ももこの１１」主催の

タウンミーティングが富合会館で開催されました。ゲ

ストスピーカーからの事例紹介の後、「ももこのサロ

ン」の活用方法をテーマにグループワークを行いまし

た。参加者 30 名は「こんな場所になったらいいな」「自

分ならこんな活用をしたい」など富合地区の活性化に

について、自由で楽しいアイデアを出し合いました。

▲富合地区の活性化について話し合う参加者

住民企画型タウンミーティング12/1

　加西市は、大阪経済大学弓道部に所属する岡田彩乃

さんの活躍を期待して「文化・スポーツ振興賞賜金」

を贈呈しました。

　岡田さんの所属する大阪経済大学は「第 62 回関西

学生弓道選抜大会」の女子団体において、見事優勝し

「第 30 回全国大学弓道選抜大会」の出場権を獲得し、

出場されました。　

▲岡田彩乃さん（大阪経済大学 3 年）

今後の活躍を期待して賞賜金を贈呈11/7
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ま
ち
の
出
来
事

　日吉幼児園の園児 30 名が、日吉神社（池上町）の

新嘗祭の準備を手伝いました。

　新嘗祭は、今年の収穫に感謝し、翌年の豊作を祈る

お祭りです。御神田で収穫されたお米を使って園児た

ちがお餅つきを体験しました。昔ながらのきねと、う

すを使ったお餅つきに園児たちは大はしゃぎ。お餅の

丸め方なども地元の方から教わりました。

▲お餅つきをする園児

今年の収穫に感謝して12/12

　中村利實さん（西剣坂町）が猪 2 頭、山本六良太

夫さん（東横田町）が猪 4 頭を制作し、北条鉄道・

播磨横田駅の北側に設置しました。

　シュロなどを使って制作されたお二人は、「干支に

ちなんだものを作り始めて今年で 11 年目。毎年楽し

みにされている方もおり、今年も多くの方に見て楽し

んでもらえればうれしい。」と話されました。

▲中村さんの作品　　   　　　　▲山本さんの作品

2019年の干支「猪」が登場12/11

　10 月から年末にかけての期間は「薄暮時」と呼ば

れ、夕方から夜間にかけて、横断歩行者と自動車が衝

突する交通事故が多発しています。11 月 21 日に「早

めのライト点灯モデル事業所」として加西警察署長よ

り加西合同貨物自動車㈱が委嘱を受け、このたび、加

西市役所もモデル自治体として委嘱を受けました。早

めのライト点灯で交通事故防止に努めて参ります。

▲委嘱状を手に西村市長と奥井加西警察署長

早めのライト点灯モデル自治体に12/6

　12 月 15 日と 16 日に、神戸市垂水区の「ブルメ

ール舞多聞」において、全国有数の産地である加西市

産ハボタンをＰＲしました。

　当日は、市内生産農家と播磨農業高校の生徒も参加

し、寄せ植えのワークショップの参加者や購入される

方に向けて、ハボタンの育て方などをレクチャーし、

加西市産ハボタンの魅力を伝えました。

▲ハボタンの産地などを PR

クリスマスをハボタンで飾ろう！12/16
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募集職種 資格免許 賃金単価 勤務時間等

看護師・助産師 看護師・助産師
時間給 1,290 ～ 1,720 円
※経験年数による

応相談介護福祉士 介護福祉士
時間給 1,200 円～
※休日や早朝・夕方など勤務時間帯により
加算有

看護助手 不要
時間給 960 円～
※勤務時間やヘルパー資格保持者など加算有

事務 不要 日額 7,120 円 8:30 ～ 17:15　月～金の週 5 日

※詳細は加西病院ホームページをご覧ください。賃金単価・勤務時間は平成 30 年度の実績であり、変更する場合があります。

年　　齢／平成 31 年 4 月 1 日時点で 60 歳未満の方　　　受付期間／ 1 月 31 日（木）まで ※当日必着

提出書類／①市販の履歴書（写真貼付。希望職種を記載）　②免許状の写し（免許が必要な職種のみ）

提出方法／①②の書類を持参または郵送（郵送は、封筒表面に履歴書在中と明記）

面　　接／日程については、受付終了後別途お知らせします。

申 込 先／〒 675-2393（住所表記不要）　加西病院総務課☎ 42-2200

加西市は、平成 31 年 4 月採用の臨時職員（アルバイト・パート）を募集します。

募集職種 資格免許 賃金単価 勤務時間等 面接日

事務 不要 日額 7,120 円 8:30 ～ 17:15　月～金の週 5 日

2 月中旬
給食センター調理員

不要
（調理師・栄養士優遇）

時間給 890 ～ 920 円 8:30 ～ 15:30　月～金の週 5 日

健診・相談・訪問事業等の
保健師

保健師
時間給 1,290 ～ 1,740 円
※経験年数による

1 日 4 ～ 8 時間程度勤務
週 2 ～ 5 日

随時

健診・相談事業等の看護師 看護師
時間給 1,280 ～ 1,710 円
※経験年数による

1 日 4 時間程度勤務
週 2 ～ 3 日

※職務内容などは、市ホームページをご覧ください。賃金単価・勤務時間は平成 30 年度の実績であり、変更する場合があります。

受付期間／ 1 月 25 日（金）まで ※当日必着　　　　面接／日程については、受付終了後別途お知らせします。

提出書類／①市販の履歴書（写真貼付。希望職種を記載）　②資格・免許の写し（資格・免許が必要な職種のみ）

提出方法／①②の書類を持参または郵送（郵送の場合は、封筒表面に履歴書在中と明記）

申 込 先／〒 675-2395（住所表記不要）　総務課☎ 42-8705　※窓口は市役所 3 階北側

※保育士・幼稚園教諭・学童保育指導員の募集情報は、広報かさい 12 月号で掲載しています。

加西市役所の臨時職員を募集 問合先／総務課☎42-8705 fax43-1800
　　　　jinji@city.kasai.lg.jp

市立加西病院は、平成 31 年 4 月採用の臨時職員（アルバイト・パート）を募集します。

加西病院の臨時職員を募集 問合先／加西病院総務課☎42-2200
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講座・イベント 未来につなぐ加西のきずな
 第20 回ボランティアのつどい

日時：1/19（土）9:30 ～ 14:00
場所：健康福祉会館
内容：市内の小中高生による体験発
表、20 周年記念シンポジウム「いざ
という時に！自然災害に備える」、朗
読・点字・手話などの体験スタンプ
ラリー、福祉団体等によるバザーな
ど ※カレーやたこ焼き等の出店も
あります（有料）
問合先：加西市ボランティア・市民
活動センター☎ 43-8133

ふるさと再発見ハイキング
 絶景の道を歩こう！

善防・笠松山縦走路（加西アルプス）
は、新日本歩く紀行 100 選の一つ
に選定されています。岩場、鎖場な
どもあり尾根道は絶景が続きます。
みなさん、一緒に歩きませんか。
日時：1/27（日）9:00 ～ 13:00
※雨天中止、当日参加可能
集合場所：善防公民館
参加費：300 円（保険代 ）
コース：約４km
主催：歴史街道ボランティアガイド
申込先：観光案内所☎ 42-8823

出逢いサポートセンターからのお知らせ

　結婚を希望する男性や女性の皆さまは、ぜひ出逢いサポートセンターにご登録ください。出逢いサポーターがふたり

の出逢いの機会をつくります。また、登録者に対するセミナーや出逢いイベントにもご参加いただけます。

結婚を希望する相談登録者を募集

　出逢いサポーターは、相談登録者のお世話（結婚相談やお見合い相手の紹介、出逢いイベントの運営や補助、相談登録

者の受付など）をします。男女の出逢いをサポートしていただける方を募集しています。

出逢いサポーター（市民ボランティア）を募集

申込先／出逢いサポートセンター☎fax43-1551
kasaideaisapo@gmail.com

相談登録者　近い将来に結婚を希望する18 ～49 歳までの男女　　 登録料・成婚料　無料（セミナーやイベントは有料）

登録期間　最長２年　　 　開設場所　アスティアかさい１階　　 　開設時間　10:00 ～19:00（火・水定休）

登録方法　チラシや加西市ホームページからダウンロードした相談者受付票を郵送、持参またはFAX してください。

受付後、センターより連絡し、面接を行います。

　繁陽町で花き栽培を営む増田園芸が、ハボタンのポット栽培技術の確立と

女性農業者の地位向上に尽力したことなどを評価され、県の農業分野として

最高の栄誉である兵庫県農業賞に選ばれました。12 月 4 日（金）、県公館に

おいて井戸知事から賞状が授与されました。

　増田さんは「夫婦で頑張ってきた甲斐があった。今後は後進の育成にも力

を入れたい。」と話されました。増田園芸は、ハボタンやポインセチアなどの

栽培に加え、兵庫県と県花卉協会が開発した新品種「サンバマム（キク）」の

栽培にも取り組まれています。 増田さんご夫婦

応募方法　チラシや加西市ホームページからダウンロードした申請書を郵送または FAX してください。

日本語ボランティア研修会

外国人にも伝わりやすい「やさしい
日本語」の活用方法を実践的に学び
ます。
日時：2/3（日）13:30 ～ 15:00
場所：アスティアかさい 3F 集会室
講師：水野マリ子先生（神戸大学名
誉教授）
定員：30 名（参加無料）
申込先：NPO 法人ねひめカレッジ
☎ 33-9455

増田園芸が県農業賞を受賞
問合先／農政課☎42-8741  fax43-1802
　　　　nosei@city.kasai.lg.jp
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イベント・教室のお知らせ

●休日リフレッシュ教室」
内容：ストレッチ＆体幹エクササイズ
日時：1/20（日）10:00 ～ 11:00
場所：健康福祉会館
定員：先着 20 名
持ち物：上履き
●大人のよか余暇くら部
日・内容：1/25（金）ソフトバレーボー
ル、2/8（金）バドミントン
開催時間：19:00 ～20:30 
場所：勤労者体育センター
対象：20歳～60歳の方（先着20名）
持ち物：上履き・ラケット（お持ち
の方）
●ボールで楽しくエクササイズ♪
内容：ボールを使ったエクササイズ
日時：2/3（日）10:00 ～ 11:00　
場所：健康福祉会館
定員：先着 30 名　
持ち物：上履き
･････････････････････････････････
参加費：いずれも無料
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

テーマ：多様性地域の中でこそ育む感性と個性～誰もが主役のまちづくり～
ゲスト：藤井敬子さん（バレエ、ヨガ講師）
日時：1/30（水）ゲストトーク　18:30 ～ 20:30（無料）
　　　　　　　　  交流会　20:30 ～ 21:30（1,000 円・軽食付）
場所：えぇもん王国（北条町横尾 473-1）　 募集期間：1/18（金）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第33回加西まち活ゆめ広場

　ロシアでのバレエ団勤務から帰国後、動きの研究で得た新し
い出会いやたくさんのご縁。そこから派生した面白い企画や
チャンス、試行錯誤して気づいたことなど、彼女の稀な人生経
験をお話していただきます。 藤井さん

市民会館からのお知らせ

●市川由紀乃コンサート2019 ～艶心～
日時：1/27（日）2 回公演
●カルチャー講座（後期）
クラシックバレエ、フラワーアレン
ジメント、体幹トレーニング、ジャ
ズダンス、バランスボール、こども
フラ、美感エクササイズ、イスヨ
ガ、ハッピーウクレレ、美文字レッ
スン、太極拳、健康料理、ピラティ
ス、トールペイント、ハワイアンフ
ラ、初心者ギター教室
● 1 月の１day 講座
冬のガーデン管理講座
開催日：1/14（月・祝）
脳トレ粘土教室（フラワーボックス）
開催日：1/20（日）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：1/23（水）
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：1/28（月）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

なつかしの正月遊び

獅子に噛んでもらって無病息災を願
いましょう。
日時：1/5（土）9:30 ～ 11:30
内容：たこあげ、竹馬、こままわし、
けん玉、めんこ、羽根つき、福わらい、
お手玉、百人一首、くじ引き、射的、ポ
ン菓子、わた菓子、福獅子 ※ぜんざ
い・七草粥の振る舞いもあります。
参加費：無料（くじ引き・射的は有料）
場所：善防公民館☎ 48-2643

スポーツ大会の結果

●野球（優勝チーム）
播但 C級／大和
協会選手権 1 部／伊東電機
但馬ドーム杯学童／富合
市長旗学童／北条
●グラウンドゴルフすぱーく加西杯

（11/24、すぱーく加西）
1 位 栗山信男　2 位 小西冨美代
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

九会小とんど大会

PTA・学校・地域が一体となってと
んど大会を開催します。
※当日は、児童が育てた野菜の販売
会も行われます。
日時：1/12（土）11:30 ～　
※野菜の販売は 10:30 より
場所：九会小学校　運動場
問合先：九会小学校☎ 49-0009

カレンダー市

カレンダー市をねひめひろばで開催
します。どんなカレンダーがあるか
は当日のお楽しみ！
※余っている使用しないカレンダー
を 1 月 25 日までに地域交流セン
ターに持ってきてください。
開催日：1/29（火）～ 31（木）
開催時間：9:00 ～ 22:00
場所：アスティアかさい 3 階 OA ﾙｰﾑ

問合先：地域交流ｾﾝﾀｰ☎ 42-0106

映画 「そして父になる」

「子どもの取り違え」という出来事
に遭遇した 2 組の家族を通して、
愛や絆、家族を感動的に描いた映画
日時：①1/20（日）第1 部10:00 ～、
第2 部13:30 ～
②1/21（月）13:30 ～
場所：アスティアかさい多目的ホール

定員：96 名（無料）
問合先：ふるさと創造課☎42-8706

永田萠オリジナルグッズ
 ～花の夢コレクション～

加西市出身のイラストレーター、絵
本作家である永田萠さんのグッズや
作品のレプリカ展示が行われます。
日時：1/22（火）～2/3（日）
10:00 ～18:00（無休）　
場所：ふく蔵ギャラリー
問合先：文化・観光・スポーツ課　
☎42-8756
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女性も男性も自分らしく生きるために、少子化対
策や女性活躍についてのお話を子育て真っ最中の
金子さんにしていただきます。共感するお話や新
しい発見がきっとあります。
日時：1/27（日）13:30 ～　定員：400 名（無料）
場所：健康福祉会館ホール　
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

金子恵美氏（元衆議院議員）の
　「女性活躍＆子育て応援」講演会

国民健康保険運営協議会
 の委員を募集

国民健康保険事業の運営を審議する
｢国民健康保険運営協議会｣ の被保
険者を代表する委員を募集します。
募集人数：1 人
資格：次の要件を全て満たす方。
① 20 歳以上の加西市国民健康保険
の被保険者
②国民健康保険の運営に関心がある
③国民健康保険税を完納している
報酬：1 回 8,300 円
任期：3 年 2019.4/1 ～2022.3/31
協議会：年 2 回程度（約 2 時間）
募集期間：1/7（月）～ 1/25（金）
応募方法：応募用紙（市ホームペー
ジ）に必要事項を記入のうえ、応募
動機を 400 字程度にまとめて郵送
選考方法：書類審査、面接
応募・問合先：〒 675-2395（住所
表記不要）国保医療課☎ 42-8721

公民館長（臨時職員）を募集

資格：生涯学習の推進、社会教育施
設の振興と改革に情熱と見識を持っ
て取り組んでいただける方
任期：H31.4/1 ～ 9/30（更新可）
※土日勤務あり
賃金：日額 12,400 円
募集人数：1 人
応募方法：①市販の履歴書（手書
き）②職務経歴書（A4、様式枚数
自由）③論文「こんな公民館にした
い」（800 字以内）を封筒（表面に
公民館長応募と朱書き）に入れ、持
参または郵送　※②③はパソコンの
ワープロソフト等で作成したもの。
募集期間：1/15（火）～2/8（金）必着

選考：1 次（書類審査）2 月中旬
2 次（面接）2/23（土）
申込先：〒 675-2395（住所表記不
要）生涯学習課☎ 42-8775

くらし

病児・病後児保育室
 ひまわりからのお知らせ

パート看護師・保育士（保育補助）
を募集しています。
勤務時間：平日 12:30 ～ 18:30
週２～５日※時間は応相談。
時給：看護師（1,300 ～ 1,600 円）
保育士、保育補助（1,000 円～）
※交通費支給
募集人数：若干名
問合先：アスティアかさい２階さか

いこどもクリニック☎ 43-0415 病児

病後児保育室ひまわり☎ 35-8415

加西サイサイまつり
 市民事務局員を募集

対象：市内在住または在勤の方
内容：月 2 回程度（平日夜）の会
議で企画立案や運営に携わります。
募集期間：1/18（金）まで
申込：電話またはメール
申込先：文化・観光・スポーツ課
☎42-8756 kanko@city.kasai.lg.jp

母子家庭等特別相談の実施

離婚、養育費、借金など法律上の専
門知識に関することを弁護士に相談
できます。
対象者：母（父）子家庭および寡婦
日時：2/7（木）9:30 ～ 16:00
※要予約（相談時間は後日連絡）
場所：加西市役所多目的ホール
費用：無料※ 1/25（金）までに母
子相談員との面談が必要です。
問合先：地域福祉課☎ 42-8709

年末年始の歯科診療

事前に電話で確認してください。
日程・医療機関・電話番号
12/31（月）やなせ歯科医院（北条町）
☎ 43-7031
1/1（火）ふじわら歯科医院（中野町）
☎ 49-1755
1/2（水）たかせ歯科クリニック（北
条町）☎ 43-2588
1/3（木）ブランデンタルクリニッ
ク（北条町）☎ 42-3888
※時間は 9:00 ～ 12:00

西高室地区都市再生整備
 計画の事後評価原案の公表

事後評価原案を公表し、同期間にお
いて意見を受け付けます。
公表方法：大型プロジェクト推進課

（平日8:30 ～17:15）で閲覧および
市ホームページに掲載
公表期間：1/4（金）～1/17（木）
問合先：大型プロジェクト推進課
☎42-8757

金子さん

東播都市計画地区計画の縦覧

内容：加西インター産業団地地区地
区計画の決定原案
期間：1/17（木）～ 1/31（木）
閲覧場所：都市計画課（平日 8:30
～ 17:15）※縦覧期間中は参考図
書を市ホームページに掲載します。
意見提出：縦覧期間中に閲覧場所で
意見書を提出することができます。
問合先：都市計画課☎ 42-8753
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ほくぶキッズからのお知らせ
●母と子のリトミック教室
日時：1/11（金）10:30 ～ 11:15
講師：金田圭古さん（音楽教室講師）
対象：平成 27 年から 29 年生まれの子どもと親
●伝承遊び
みんなで昔懐かしい伝承遊びをします。
製作遊びもするよ。みんな来てね！
日時：1/18（金）10:30 ～ 11:30
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：1/28（月）10:00 ～ 11:00
講師：竹内佳津子さん（スポーツインストラクター）
対象：産後 5 年未満の方（子どもも可）
定員：先着 20 人（1/7（月）9:00 ～受付）
●豆まき会

「鬼は外、福は内！」一緒に豆まきを楽しみましょう。
ふれあい遊び、製作遊びもします。
日時：2/1（金）10:30 ～ 11:30
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ほくぶキッズ（オークタウン加西）
☎＆ fax44-0719

愛の光キッズからのお知らせ
●ベビー＆キッズマッサージ　
日時：1/17（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
●リトミック＆クラフト
日時：1/28（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒　
● オーロラ英語遊び
日時：1/29（火）10:30 ～ 11:00
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込）　    参加費：無料
申込先（場所）：愛の光こども園☎ 48-2733

 わくわく子育て情報
ぜんぼうキッズからのお知らせ
●親子ドンドン体操（鉄棒・平均台・マットなど）
日時：1/21（月）10:00 ～ 11:15
講師：岡ゆかりさん（スポーツインストラクター）
対象：H26.4 月～ H28.3 月生まれの子どもと親
定員：先着 20 組
募集期間：1/7（月）から
●すくすく子育て Q ＆ A
～保健師・栄養士からのワンポイントアドバイス～
日時：1/29（火）10:30 ～ 11:30
講師：健康課職員（保健師・管理栄養士）
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

加西市配食サービス事業に
 興味・関心のある方へ

配食サービス事業における提供量と
利用者の選択の幅を増やすため、加
西市では、平成31 年度より民間配食
事業者等との連携・協力体制を構築
したいと考えています。ついては、配
食サービス事業に興味・関心のある
事業者等は、説明会へお越しくださ
い（要申込）。
日時：1/18（金）15:00 ～16:30
場所：アスティアかさい集会室
内容：平成31 年度加西市配食サー
ビス事業説明会（加西市登録配食事
業者、加西市配食サービス助成事業
等について）
申込先：長寿介護課☎42-8728

善防園で薪を販売します

利用者と支援員で玉切りした丸木を
薪にしました。1 月 4 日（金）から
予約を開始し、軽トラック荷台の平
積みで 15,000 円にて販売します。
この機会にお買い求めください。
問合先：加西市立善防園☎48-3999

全国農業新聞を購読して
 みませんか

全国農業新聞は、農業者の公的代表
機関である農業委員会系統組織が発
行する週刊の農業総合専門紙です。
発行：毎週金曜日
購読料：月額 700 円（送料・税込）
問合先：農業委員会☎ 42-8782

うれしの学園生涯大学学友会
 加西支部「ふれあい作品展」

絵画、書道、写真、陶芸、木彫、園
芸、手芸などを展示します。
日時：1/25（金）13:00 ～ 17:00
26（土）9:00 ～ 17:00
27（日）9:00 ～ 16:00
場所：アスティアかさい交流プラザ

問合先：同会（荒木）☎ 43-0603 就職支援セミナー

アピール度 130％、物を言う応募
書類の書き方
日時：1/16（水）10:00 ～ 12:00
場所：アスティアかさい 3 階集会室

講師：中本渉さん（キャリアコンサ
ルタント）
定員：先着 20 名（受講無料）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600
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加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：1/21（月）14:00 ～
場所：市役所 1 階多目的ホール
問合先：教育総務課☎ 42-8770

期限内納付にご協力を

平成 30 年度市県民税 4 期、国民健
康保険税 7 期の納期限は 1 月 31 日

（木）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

言葉巧みな布団の訪問販売に注意！！

【事例】
　突然「布団を見せてほしい」と男性が訪問してきた。家に上がり「汚れ
ているし体に悪いので新しく購入したほうが良い。新しい布団もこのまま
にしていたら湿気るからカバーをかけておいた方がよい」と布団とカバー
をしつこく勧めてきた。断ろうと思ったが、強引で話も次々されるし、「月々
１万円の支払いだから大丈夫」と言われ、承諾をしてしまった。クレジッ
ト会社の書類を書くときに初めて、総額が約 40 万円と高額であることを
知った。解約したい。

問合先：加西市消費生活センター（月～金 9:00 ～ 16:30）　☎ 42-8739
　　　　消費者ホットライン  188（局番なし）

（平日 9:00 ～ 17:00、土日祝 10:00 ～ 16:00）
一部の PHS、IP 電話、プリペイド式携帯電話からは利用できません

【解説】
　高額な契約をさせられる、布団の訪問販売の相談が後を絶ちません。ド
アを開ける前に訪問者や用件をよく確認し、必要なければきっぱり断り、
事業者を家の中に入れないことが大切です。一人では対応せず、家族や近
所の人など周囲の人に同席してもらうようにしましょう。相手のペースに
引き込まれないことが肝心です。家族や周囲の人も、高齢者の家に不審な
訪問者が来ていないか、家の中に不要な品物や契約書がないかなど、日ご
ろから気を配りましょう。
　契約しても、クーリングオフや契約の取消ができる場合があります。

自動交付機停止のお知らせ

メンテナンスのため、住民票、印鑑
登録証明書、税証明の自動交付機を
下記のとおり停止させていただきま
す。ご不便をおかけして申し訳あり
ませんが、ご理解とご協力をお願い
します。
停止日時：1/22（火）
市役所正面玄関 13:00 ～ 14:30
アスティアかさい 3 階 15:00 ～ 16:30
問合先：市民課☎ 42-8720

婦人相談員を 1 名募集

職務内容：DV 被害者等からの相談
業務（電話・面接）や母子・父子自
立支援員や家庭相談員と母子の自立
に向けた案内や児童虐待への対応等
応募資格：普通自動車免許を有し、
次のいずれかに該当する方
①婦人相談員、女性問題相談員、母
子・父子自立支援員、家庭児童相談
員としての実務経験がある方
②保健師・臨床心理士・精神保健福
祉士・社会福祉士または教員の資格
を有する方等
勤務時間：月～金曜日（週５日）の
8:30 ～ 17:15 ※日額 10,320 円
採用日：H31.4/1 
募集期間：2/15 まで（必着）
応募方法：①市販の履歴書（手書き）
②職務経歴書（A4、様式枚数自由）
を持参または郵送　
※後日、面接日をご連絡します。
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）地域福祉課☎ 42-8709

日本年金機構からのお知らせ

日本年金機構では全国の年金事務所
等で、年金相談や年金請求手続きの

「予約相談」を実施しています。待
ち時間の少ない、「予約相談」をぜ
ひご利用ください。予約専用受付電
話 0570-05-4890 で予約相談を受
付しています。※お近くの年金事務
所でも予約を受付しています。

かさい創業塾

創業を予定してい
る方などを対象に、
創業の基礎知識と
ビジネスプランの
立て方、計画的な資
金調達等を分かり
やすく説明します。
また、受講者を対象に別日程で個別
相談会を行いますので、希望者はお
申し込みください。
日時：1/19（土）、26（土）10:00 ～17:00
場所：加西商工会議所 会議室
講師：細川祐三さん（中小企業診断
士）ほか
対象：創業を検討中の方、準備を進
めている方、創業されて間もない
方、創業しているが経営に関する知
識を習得したい方（会社員・主婦・
学生、市外の方も参加可能）
定員：先着15 人　　受講料：無料
申込先：加西商工会議所☎42-0416

廃食用油回収 BOX の移転

平成30 年12 月より、旧JA 西在田支
店玄関前の廃食用油回収ボックスを
移転しました。
移転先：西在田幼稚園駐車場ゴミ
ターミナル
移転の時期：平成30 年12 月から
回収方法：常設
問合先：環境課☎42-8716
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● 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：1/24（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 30 年 11 月生まれの乳児
● 4 カ月児健診
①日時：1/8（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年8月生まれの乳児
②日時：2/5（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年9月生まれの乳児
● 1 歳 6 カ月児健診 
日時：1/15（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 29 年 7 月生まれの幼児
● 2 歳児教室
日時：1/16（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 29 年 1 月生まれの幼児
● 3 歳児健診
日時：1/22（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 27 年 11 月生まれの幼児
●乳幼児保健相談
日時：1/17（木）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
●離乳食講習会初期（予約制）
日時：1/28（月）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
●①プレママ教室パート 1（予約制）
　②プレママ教室パート 2（予約制）
①日時：1/11（金）13:00 ～ 13:30
②日時：2/ 8（金） 9:00 ～ 9:30
対象：妊娠 5 カ月以降のママ・育
児協力者
※時間は全て受付時間

健診実施場所：健康福祉会館

乳幼児健診

問合先：健康課☎42-8723

●母子健康手帳の交付申請
個人番号通知カードまたは個人番号
カード、運転免許証等、印鑑、妊娠
届出書（産院でもらった方）を持参
●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。
受付時間：平日 8:30 ～ 17:15
申請場所：健康課（健康福祉会館）

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。

1 月 1 日（火）　安積医院　　　 　☎ 46-0361（西剣坂町）　
1 月 2 日（水）　安田内科・循環器内科クリニック   ☎ 43-7931（北条町）         
1 月 3 日（木）　堀井内科医院　 　☎ 49-0150（網引町）　
1 月 6 日（日）　米田病院　　　　　　　☎ 48-3591（尾崎町）　　　
1 月 13 日（日）　横田内科医院　　　　　☎ 42-5715（北条町）　
1 月 14 日（月）　坂部整形外科　　　　　☎ 43-1444（北条町）　　　
1 月 20 日（日）　大杉内科医院　　　　　☎ 47-0023（別府町）　　　
1 月 27 日（日）　おりた外科胃腸科医院 　☎ 42-6000（北条町）　　　
2 月 3 日（日）　まえだ内科神経内科クリニック ☎ 45-2050（野上町）　　　

図書館からのお知らせ

●えほんのひろば
図書館スタッフによる絵本の読み聞かせやふれあい遊びをします。親子で
楽しんでいただけるおはなし会です。
日時：1/10（木）、17（木）　11 時から 20 分程度
場所：図書館 3 階キッズコーナー　　　対象：0 歳から（親子で）
1 月のテーマ：「ふゆってなあに」（冬に読みたい本）
問合先：加西市立図書館☎ 42-3722

●おはなし会
絵本読み聞かせのボランティア団体

『かさい・えほんの森』による絵本の
読み聞かせや手遊びです。　
日時：1/5･12･19･26（毎土）
14 時から 30 分程度
場所：図書館 3 階キッズコーナー
対象：幼児から小学校低学年

農地中間管理事業出張相談会

農地中間管理事業は、農地の中間的
受け皿となる農地中間管理機構を活
用して農地の有効利用と農業経営の
効率化を進める担い手への集積・集
約化を進める事業です。兵庫みどり
公社職員が制度説明や相談・質問を
個別に伺います。予約不要で、農地
の借受・貸付希望登録も受付します。
日時：2/5（火）10:00 ～ 15:00
場所：市役所 6 階会議室
問合先：（公社）兵庫みどり公社加
東農地管理事務所☎ 0795-42-9421

インターネットオークション

市税滞納者から差し押さえた動産等
をウェブ上で公売するインターネッ
トオークションを開催します。詳しく
は市ホームページをご覧ください。
参加申込：1/8（火）～ 1/22（火）
せり期間：1/29（火）～ 1/31（木）
●下見会について
下見会場は設営しません。興味のあ
る物件や質問等ありましたら、下記
までお問い合わせください。
問合先：税務課☎ 42-8714

読み聞かせの様子
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おくやみ

敬称略。11/10 ～ 12/7届出・掲載承諾

※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（☎42-8701）まで。

●相談コーナー（子育て / 健康・医療 / 障がい / 一般）

相談内容 日時・場所

妊娠・出産・子育て応援！すくすく相談窓口☎ 42-8723 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 健康福祉会館 健康課

産後ケアダイヤル（出産後おおむね 1 年以内の母親）☎ 42-0727 平日 9:30 ～ 16:00 ※年末年始を除く

児童虐待・18 歳までの子育てに関する相談☎ 42-8709 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 市役所 1 階家庭児童相談室

療育・養育相談（18 歳までの子をもつ保護者）☎ 42-6704 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 健康福祉会館 児童療育室

母子・父子家庭相談☎ 42-8709 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 市役所 1 階地域福祉課

いじめ・教育相談（いじめ・不登校等）☎ 42-3730 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 総合教育センター

スマイル健康相談（食生活などの健康等）☎ 42-6700 1/23（水）、30（水）13:00 ～ 14:00 健康福祉会館※予約制

エイズ・肝炎ウィルス検査・相談☎ 0795-42-9436
1/17（木）、2/7（木）13:30 ～ 14:10
加東健康福祉事務所　※予約制、匿名、原則無料

こころのケア相談☎ 0795-42-9367 1/24（木）13:00 ～ 加東健康福祉事務所※予約制

身体障害者福祉相談☎ 43-1281 1/10（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

精神障害者福祉相談☎ 42-8725 1/23（水）13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室

心配ごと相談☎ 43-0303 1/10（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

人権相談（人権問題に係る相談）☎ 42-8727 2/5（火）13:30 ～ 15:30 市民会館

法務局における人権相談所☎ 0795-42-0201 月～金曜日（祝日を除く）8:30 ～ 17:15 神戸地方法務局社支局

行政相談（行政に係る諸問題）☎ 42-8739 1/24（木）13:30 ～ 15:30 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）☎ 42-8739 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 アスティアかさい 3 階市民相談室

法律相談☎ 42-8706 ※予約制（1 日（休日時はその翌日）より） 1/17（木）13:00 ～ 16:00 アスティアかさい 3 階ワークルーム

ＤＶ相談（電話・来所相談）☎ 42-8736 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 ※電話でお問い合わせください。

高齢者に関する相談（介護・医療・保健等）☎ 42-7522 月～金曜日 8:30 ～ 17:15 健康福祉会館内地域包括支援センター

ボランティア相談☎ 43-8133 1/10（木）13:30 ～15:30、1/19（土）11:00 ～14:00 健康福祉会館

若年無業者に関する相談☎ 078-915-0677
1/7（月）、1/21（月）、2/4（月）13:00 ～ 15:50
アスティアかさい 3 階ワークルーム

税理士による無料税務相談☎ 42-1245 ※予約不要 1/17（木）13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

個人情報の取り扱いに配慮し、市ホームページに

掲載する広報かさい PDF の「おくやみ」欄の内

容は割愛させていただきます。ご了承ください。
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● 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
H30.11.29 現在（前月比）

人口／ 44,535（ -26 ）
11 月の出生数／ 23 人

男／ 21,782（ -9 ）
死亡数／ 52 人

女／ 22,753（ -17 ） 世帯数／ 18,020（+13）｜ ｜ ｜

広報かさい　2019.1 月号

● 1/9、23 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～ 19:00）
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有明山東光寺の「田遊び・鬼会」
問合先／観光まちづくり協会（文化・観光・スポーツ課内）
　　　　☎42-8715 fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　東光寺追儺式及び田遊び保存会が守る室町時代から

続く伝統行事「田遊び・鬼会（たあそび・おにえ）」が、

1 月 8 日（火）に上万願寺町の東光寺で行われます。

　東光寺は天台宗の寺院で、651 年法道仙人の創建

と伝えられる古刹です。また、本尊は行基菩薩の作と

伝えられる薬師如来です。

　「田遊び」は、黒い面と烏帽子姿の福太郎・福次郎が、

稲作のしぐさを演じて五穀豊穣を祈願します。県内で

行われているのは東光寺のみで、国の重要無形民俗文

化財となっています。 たいまつを振りかざして災厄を払います（鬼会）

農作業のしぐさを奉納します（田遊び）

●日時／ 1 月 8 日（火）19:00 ～ 21:00　　　

●場所／有明山東光寺（上万願寺町）

　「鬼会」は、たいまつを手に木槌を腰にさした赤鬼と鉾を手にした

青鬼が境内の東西からそれぞれ 6 回お堂を縦横無尽に暴れ回り、悪

霊や災難を追い払います。

　鬼が退場し、本堂結界に飾ってある「鬼の花」を取り持ち帰れば、

けがれを払い厄除けになるとか、田の水口に挿すと、稲に虫がつかな

いとも信じられています。

　豊かな自然と歴史あふれる加西の良さを再確認しながら、健康づくり・体力

づくりを図る「第 16 回  加西ロマンの里ウォーキング」を開催します。参加者

には記念品もあります。

　生涯にわたり健やかで幸せに暮らせるよう、加西の自然と歴史を楽しみなが

らウォーキングをしましょう。

●日 時／ 2 月 16 日（土）9:30 ～ 15:00　受付 8:30 ～ 9:30

　　　　　　※小雨決行。雨天の場合は 2 月 17 日（日）に延期

●集合場所／加西市役所庁舎北側芝生広場　

　　　　　　※北条鉄道「北条町駅」下車徒歩 10 分

●コ ー ス／①ファミリーコース 10km（鴨里を巡ります。石部神社の門杉でパワーをもらいましょう！）

　 　 　 　 　②健脚コース 22km（礒崎神社から東光寺を巡ります。赤穂義士ゆかりの地です。）

●参加費／一般 500 円　中学生以下 300 円（保険料含む。当日徴収）　　　　　●募集期間／ 2 月 8 日（金）まで

●申込方法／申込書またはハガキに代表者・参加者の住所、氏名、年齢、電話番号、コースを記入して申し込んでくだ

　　　　　　さい。電話または FAX、メールも可能です。

●申込先／〒 679-0107　加西市玉野町 1124-5　体育協会事務局　☎ &fax47-1420　info@kasai-taikyo.com

　　　　　　※当日の申込も可能ですが、記念品がなくなる場合があります。

昨年のロマンの里ウォーキング

加西ロマンの里ウォーキングの参加者募集
問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8773
　　　 fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp


