
2019

3
月号

No.659KASAI  CITY  Public  Relations

     平成 31 年 3 月 1 日発行

●播磨農業高校の農産物を使ったレストランがオープンに向けいよいよ始動！
播農生がプロデュースするレストランを実現する「はりまのちっちゃな台所」プロジェクトが 4 月のオープンに向け進行中です。開
店資金をクラウドファンディングで募集したところ 175 名の皆さまから目標を上回る 2,354,000 円ものご支援をいただき、プロジェ
クトが動き出しました。2 月 2 日、播農生が中心となり改装中の店舗で「DIY 体験」を行いました。作業された方や近くを訪れた方
には試食メニューも振る舞われ、空き店舗がにぎわいました。写真提供：時本玄さん（写真のすみよし）

空き家対策専門家協議会「え～がい加西」（p2）

●住みよい地域社会づくりに貢献（p2）

●地域多機能型病院を目指して（p3）

●5月4日「第4回加西能」を開催（p20）
加西市ホームページ



●区長

氏名 （町名） 在職年数など

西岡成人（三口町） ５年（下里地区代表 2 年）
平成２８年区長会・副会長

山本　肇（西横田町） ２年（賀茂地区代表１年）
平成３０年区長会・副会長

飯尾哲也（鶉野南町） ４年（九会地区代表 1 年）

内藤　優（玉丘町） ４年（富合地区代表 1 年）

高見定典（野上町） ２年（多加野地区代表１年）

杉本正人（別所町） ２年（在田地区代表１年）

平田信男（女鹿山自治区） １６年

山本裕美（福吉町） ４年

衣笠哲元（本町） ４年

平山雅文（栄町） ４年

友重隆雄（古坂 1 丁目自治区）４年

山崎秀一（岸呂町） ４年

藤中春己（東長町） ４年

小谷　保（東笠原町） ４年

山本泰三（千ノ沢町） ４年

吉田重喜（栄町） ４年
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住みよい地域社会づくりに貢献
問合先／ふるさと創造課（区長）☎42-8706
　　　　管理共済課（農会長）☎42-8717

●農会長

氏名 農会名 在職年数など
市浦義隆（鶉野南町） 4 年（九会地区代表 1 年）

平成 30 年農会長会・会長
圓井重吉（小谷） 2 年（北条地区代表 1 年）

藤井和幸（吸谷町） 2 年（富田地区代表 1 年）

井上芳樹（玉丘町） 4 年（富合地区代表 1 年）

大塩雅之（池上町） 2 年（多加野地区代表 1 年）

小牧益雄（下芥田町） 2 年（在田地区代表 1 年）

美藤正人（福居町２） 4 年

名尾久幸（山下東町） 4 年

古角尚登（西横田町） 4 年

杉本　稔（岸呂町） 4 年

櫻井臣義（千ノ沢町） 4 年

三宅好幸（中野町） 4 年

筧　重文（南網引町） 4 年

小嶋敏一（下宮木町） 6 年

山崎拓也（鶉野中町） 4 年

　2 月 2 日に健康福祉会館で開催された「区長会・農会長会」で、明るく住みよい地域社会づくりのため、地区代表の区長

や農会長を務められた方、また区長や農会長を 4 年以上務められた方で、退任された方に「市長感謝状」をお贈りしました。

空き家対策専門家協議会「え～がい加西」 問合先／きてみて住んで課☎42-8764
fax43-1802　kiteka@city.kasai.lg.jp

　増加傾向にある加西市の空き家問題に対応するため、市内の民間事業

者による「加西空き家対策専門家協議会（通称：え～がい加西）」が２月

２日に設立され、協議会代表に一級建築士の後藤直樹さん（㈱ごとう建

築設計事務所　代表取締役）が就任されました。市内 21 の事業所（正会

員 11、賛助会員 10）で組織された同協議会は、国の「空き家対策の担い

手強化・連携モデル事業」を活用し、平成 30 年度にマニュアルの作成や

WEB サイトの構築、ワンストップ窓口の設置を行い、今年４月から空き

家相談を開始する予定です。

　平成 25 年度総務省住宅・土地統計調査における加西市の空き家件数は 1,340 件でしたが、

人口減少や高齢化の進行等によりさらに増加傾向にあります。

　「空き家問題」には、相続、売却、賃貸、管理等、さまざまな事情や原因が存在し、解決す

るためには、多くの知識と専門家のテクニック、さらには相談内容によって関係する専門家の

連携が必要です。

　いろいろな問題が重なりあった「空き家問題」を解決することにより、加西市が活性化し、市民の思いが『え～がい（い

い具合）』になることを目的に、加西市の一級建築士、税理士、司法書士、不動産事業者などが一丸となって立ち上げた団体が、

加西空き家対策専門家協議会『え～がい加西』です。

●設立目的
設立総会の様子

区長会・表彰の様子 農会長会・表彰の様子
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スポーツや芸術で活躍した皆さん
問合先／秘書課☎42-8701 fax43-0291  
　　　　hisho@city.kasai.lg.jp

　加西市は 1 月 28 日、スポーツの分野で優秀な成績を収めた 2 名に、「さわやか市

民賞」を贈呈しました。

●岡奨瑛さん（北条東小学校 6 年・兵庫フットボールクラブ所属）

　JFA 第 42 回全日本 U-12 サッカー選手権大会兵庫県大会において、所属する兵庫フッ

トボールクラブは、トーナメントを勝ち上がり見事優勝され、全国大会の出場権を獲得

されました。

●霜浦宣也さん（笹倉町・雷神ファクトリー所属）

　第 36 回兵庫県パワーリフティング選手権において、「第 23 回ジャパンクラシック

マスターズパワーリフティング選手権」の参加標準記録を上回る成績で優勝され、全国

大会の出場権を獲得されました。
霜浦さん

岡さん

　2 月 7 日、人口減少等による市場や経済の縮小によって発生する諸課題の

解決に向けて地域創生に取り組むため、加西市・商工会議所・但陽信用金庫の

三者による「包括連携協定」を締結しました。連携協定の項目は地域産業の活

性化、市政に係る情報発信、地域を担う人材の育成、文化・芸術およびスポー

ツの振興、快適で暮らしやすい環境づくり、防災体制の整備および災害時にお

ける対応等となっており、今後さまざまな取り組みを行っていきます。

左から桑田理事長、西村市長、千石会頭

地域多機能型病院を目指して 問合先／加西病院総務課☎42-2200

　県、市、神戸大学病院、市医師会、加西商工会議所、加西病院サポーターの

会、常滑市副市長（元常滑市民病院事務局長）で構成される加西病院将来構想

検討委員会の第１回検討委員会が１月 15 日に開催されました。

　急性期・救急機能だけでなく、回復期機能などさまざまな機能を持ち合わせ

地域の状況に寄り添う医療を提供できる「地域多機能型病院」を目指す方針や

加西病院を取り巻く状況などを病院事務局から検討委員会に示しました。委員

からは、「総合診療医の育成が必要」「病院の建て替えに向けた具体的な計画を

早期に示すべき」などの意見がでました。今後検討を重ね 7 月ごろ将来構想

を策定する予定です。

平成 31 年度採用の臨時職員を募集

職種 資格免許 賃金単価 勤務時間等

介護福祉士 介護福祉士
時間給 1,200 円～
※勤務時間帯により加算あり

応相談

看護助手 不要
時間給 960 円
※勤務時間帯により加算あり
※ヘルパー資格所持者加算あり

応相談

提出書類／①履歴書（写真添付、

希望職種を記載）②免許状の写し

※詳しくはお問い合わせください。

申込先：加西病院総務課

☎ 42-2200

加西病院で開催された検討員会の様子

包括連携協定を締結
問合先／人口増政策課☎42-8700　fax43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp
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平成31年の区長の皆さん
問合先／ふるさと創造課☎42-8706 fax42-8745
　　　　furuso@city.kasai.lg.jp

前列左から黒田さ
ん、増田さん、西村
さん、中村さん、後
列左から石さん、後
藤さん、小川さん、
西山さん、岡本さん

●加西市区長会・会長 増田　正幸 （西在田地区代表区長）

●加西市区長会・副会長 黒田　義隆 
中村　尚史 
西村　賢造

（北条地区代表区長） 
（下里地区代表区長） 
（富合地区代表区長）

●富田地区・代表区長 石   　芳博

●賀茂地区・代表区長 小川　輝夫

●九会地区・代表区長 後藤　倫明

●多加野地区・代表区長 岡本　康雄

●在田地区・代表区長 西山　英敏

北条地区
福吉町 山西　修
本町 山本一秀
南町 黒田義隆
駅前町 田先康利
御旅町 井上邦男
御幸町 三枝秀樹
笠屋町 中野眞喜雄
宮前町 玉木正光
江ノ木町 奥畑好夫
住屋町 後藤　学
栄町 松本　朗
小谷 藤原　勇
栗田 内藤正則
横尾 西門道雄
古坂 三枝治郎
東高室 冨田正勝
西高室 高次　均
東南 岡田正弘
西南 小林敏信
黒駒 塚原博文
曽根自治区 芝先重明
北条第三住宅自治区 中山景寿
古坂 1 丁目自治区 楠田次郎
古坂 2 丁目自治区 福江耕一郎
古坂 3 丁目自治区 本多　昇
北条団地自治区 原田孝志
女鹿山自治区 石本敏澄
清水団地自治会 松井敏樹
ｶﾅﾀﾞ村自治会 高橋信樹
荒神山住宅自治区 野田政雄

富田地区
谷町 垣内寿一
西谷東町 石　芳博
西谷西町 谷田　昇
畑町 宮永吉秀
窪田町 後藤敏昭
吸谷町 柏原博文
西上野町 岡　正道
市村町 川嶋雄三
坂元町 後藤浩二
福居町 宮田　彰
谷口町 尾國克浩
吉野町 荒木武彦
芝自治区 木下　勇

賀茂地区
福住東町 大﨑善二
福住西町 安田　修
山下西町 中川清彦
山下中町 今峰利己

山下東町 荒木良教
西横田町 山本正人
東横田町 甲　俊章
鎮岩町 西谷末男
岸呂町 杉本　稔
東長町 長井克磨
西長町 村田富博
東剣坂町 小川輝夫
西剣坂町 大寺　勇
中山町 渡邊義則
大柳町 小林正洋

下里地区
王子町 待元義政
戸田井町 高見昌弘
両月町 中村尚史
大村町 谷　昭裕
尾崎町 岩本正人
段下町 安田美世志
中西南町 伊藤文昭
中西北町 岩﨑真司
琵琶甲町 岸本　豊
野条町 岸本　勉
牛居町 前田太蔵
上野田町 中川正弘
東野田町 東一正和
東笠原町 三宅一裕
西笠原町 佐伯文一
三口町 森井　敏
坂本町 小林俊広
倉谷町 森本隆幸
千ノ沢町 櫻井臣義
新生町 山口亀市
尾崎団地自治区 藤原陽子
ﾍﾞﾙﾃﾞしもさと自治会 森田真太郎

九会地区
中野町 中村鎮夫
田原町 織田弘幸
網引町 井上典彦
南網引町 筧　正義
栄町 幸田省一
桑原田町 菅野好美
繁陽町 増田佳紀
繁昌町 後藤倫明
上宮木町 西村雅彦
下宮木村町 深田英世
下宮木町 九會田要
鶉野上町 三宅　茂
鶉野南町 市浦義隆
鶉野中町 渕脇英義
繁昌団地自治会 桑原　博

富合地区
都染町 長岡博文
別府西町 西村武生
別府中町 西村純一
別府東町 西村賢造
常吉町 柴田康敏
朝妻町 西川利彦
豊倉町 小林幸彦
玉野町 古井秀和
山枝町 山田和久
玉丘町 井上砂男
青野原町 西村正二

多加野地区
甲和泉町 伊藤公和
乙和泉町 藤本隆文
河内町 鈴木隆文
山田町 神田敏昭
野上町 藤原芳巳
池上町 大塩稔浩
西野々町 三木基嗣
島町 織田伸洋
満久町 藤原恭則
馬渡谷町 織田昌二
大工町 神田英利
鍛治屋町 松本　力
油谷町 𠮷田浩幸
田谷町 岡本康雄
国正町 民輪聡宏
小印南町 長浜哲也
青野町 岡田広和

西在田地区
上若井町 小篠正彦
下若井町 丸本　守
大内町 増田正幸
下道山町 竹内重美
上道山町 山田一壽
下万願寺町 小池英俊
上万願寺町 高井誠三

在田地区
殿原町 大野茂樹
鴨谷町 田行　智
笹倉町 住尾博幸
中富町 高橋　求
越水町 長田卓也
北町 西山英敏
別所町 杉本和晴
佐谷町 加古正博
上野町 能瀬隆彦
広原町 為平明寛
下芥田町 小牧益雄
上芥田町 是常重富



5広報かさい　2019.3 月号

平成31年の農会長の皆さん
問合先／管理共済課☎42-8717 fax43-1802
　　　　kyosai@city.kasai.lg.jp

●加西市農会長会・会長 金澤　和正（西在田地区代表農会長）
●加西市農会長会・副会長 後藤　忠司（富田地区代表農会長）
●北条地区・代表農会長 中野　由廣
●賀茂地区・代表農会長 小林　正己
●下里地区・代表農会長 佐藤　隆三
●九会地区・代表農会長 中井　一視
●富合地区・代表農会長 別府　康央
●多加野地区・代表農会長 小川　初男
●在田地区・代表農会長 大野　隆司

北条地区
北条東 松本　正
北条西 井上惠子
小谷 圓井　博
栗田 前田活良
横尾 水田正喜
古坂 髙見博文
東高室 中野由廣
西高室 高次秀幸
東南 岡田泰和
西南 山本直樹
黒駒 菅原喜義

富田地区
谷町 垣内正弘
西谷東町 後藤忠司
畑町第１ 山下敦史
畑町第２ 河原公平
畑町第３ 安富重則
畑町第４ 藤田　睦
窪田町 中崎　剛
吸谷町 後藤　司
西上野町 北條勝美
市村町 大西敏之
坂元町第１ 大谷康英
坂元町第２ 衣笠康博
福居町第１ 楊井　聡
福居町第２ 堀尾　隆
福居町第３ 喜田秀俊
福居町第４ 黒田和裕
谷口町 山野記敬
吉野町 田中正智

賀茂地区
福住東町 西井　稔
福住西町 安田敏行
山下西町 小林正己
山下中町 山下秀昭
山下東町 別名芳隆
西横田町 横田利秋
東横田町 後藤敏彦
鎮岩町 岩佐幸昌
岸呂町 杉本行正
東長町 玉置　弘
西長町 村田秀樹
東剣坂町 小路　宏
西剣坂町 小林孝宣
中山町 松本由郎

大柳町 小林大助

下里地区
王子町 前田萬逸
戸田井町 高見広幸
両月町 中村俊一
大村町 松本規男
尾崎町 石野正弘
段下町 栗山利明
中西南町 伊藤博之
中西北町 岩﨑正人
琵琶甲町 村上尚之
野条町 蓬莱　保
牛居町 前田吉博
上野田町 中川和明
東野田町 本多義文
東笠原町 内藤　暢
西笠原町 佐伯政敏
三口町川北 幸田芳郎
三口町北浦 森井弘一
三口町上所 後藤初美
坂本町 佐藤隆三
倉谷町 森本茂樹
千ノ沢町 櫻井悟郎

九会地区
中野町 柳瀬充宏
田原町 小岩貴男
網引町 中井一視
南網引町 多田佳生
栄町 河合政則
桑原田町 加門修一
繁陽町 小谷満好
繁昌町 山端　稔
上宮木町 田中修一
下宮木村町 深田秀一
下宮木町 岡田　毅
鶉野上町 森川　薫
鶉野南町 河合新一
鶉野中町 宮﨑和男

富合地区
都染町 吉田正英
別府西町 西面壽和
別府中町 別府康央
別府東町 繁田知明
常吉町 吉田　有
朝妻町 井上貞壽

豊倉町 岩佐文雄
玉野町 玉田和美
山枝町 山田喜章
玉丘町 玉田時夫
青野原町 佐伯正孝

多加野地区
甲和泉町 井上光男
乙和泉町 山本　勝
河内町 鈴木三千雄
山田町 藤本勝文
野上町 伊藤一典
池上町 内橋忠己
西野々町 阿部大造
島町 坂本　一
満久町 原田英世
馬渡谷町 銅玄修平
大工町 神田博明
鍛治屋町 前田大道
油谷町 吉田博明
田谷町 小川初男
国正町 友藤義則
小印南町 常峰正勝
青野町 菅田晃三

西在田地区
上若井町 小篠清司
下若井町 柏木久志
大内町 藤原弘之
下道山町 竹内克彦
上道山町 金澤和正
下万願寺町 大塚哲徳
上万願寺町 大豊雅宏

在田地区
殿原町 大野隆司
鴨谷町 青木正彦
笹倉町 岩井義信
中富町 岩国吉典
越水町 長田　崇
北町 南三喜男
別所町 松本直喜
佐谷町 馬場嘉昭
上野町 是常利之
広原町 深山義人
下芥田町 世良田五男
上芥田町 為広敏明

後藤さん 中野さん 小林さん金澤さん

佐藤さん 中井さん 別府さん 小川さん 大野さん
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誰でも立ち寄れる「絆カフェ（認知症カフェ）」
問合先／長寿介護課☎42-8728　
fax42-8955 kaigo@city.kasai.lg.jp

　絆カフェは、認知症の方やその家族だけでなく、誰もが気軽に集まり、お茶やコーヒーを飲みながら交流を楽しむ場

所です。認知症や介護の悩み相談に医療や福祉の専門職が対応することもできます。また、認知症の方が慣れ親しんだ

地域で長く生活できるよう、地域の方に認知症を正しく理解してもらうことも目的としています。

　昨年１２月より新たなカフェも始まりました！ぜひご利用ください。

　※開催日時を変更する場合があるため、各カフェへ事前連絡の上ご利用ください。

●絆カフェの実施状況

カフェ名 場所・問合先 日時 参加費

絆カフェ
「なごやか」

特別養護老人ホーム「なごやか」（下宮木町）
☎ 49-0080

第 2 火曜日 11:00 ～ 13:00 200 円

絆カフェ
「なの花かさい」

小規模多機能事業所「なの花かさい」（鎮岩町）
☎ 46-1787

第 1・3・4 月曜日 13:30 ～ 14:30
第 2 月曜日 13:30 ～ 15:00

100円※第2月
曜日のみお茶代

絆カフェ
「笑日（わらび）」

下若井町公民館（若井町）問合先／小規模多機能
型居宅介護事業所「どっこいしょ」☎ 44-8010

第 2 火曜日 18:00 ～ 20:30 500 円

絆カフェ
「ほっこり」

デイサービス．華暖（福住町）☎ 46-8020
毎週水曜日（第 5 は除く）
9:00 ～ 14:00

200 円 ※ 食 事
代 500 円

話楽（わらく）
カフェ

デイサービス愛（牛居町）☎ 20-7265
偶 数 月 の 第 4 日 曜 日 10:00 ～
12:00

100 円

絆カフェ「みつ
ば」

デイサービスセンターみつば（殿原町）
☎ 44-8717

第 2 火曜　17:00 ～ 19:00 200 円

絆カフェ「もも
このサロン」

富合会館（別府町甲）
問合先 / 福祉の相談所ふきのとう☎ 47-2077

隔週土曜日 13:30 ～ 16:00
1 ﾄﾞﾘﾝｸ 100 円
工作等自費有

固定資産課税台帳の縦覧について
問合先／税務課☎42-8713
fax42-5700 zeimu@city.kasai.lg.jp

　加西市で課税している土地・家屋の評価額などを記載した帳簿の縦覧を市役所 2 階税務課で行います。

●縦覧について

　固定資産税の納税者が、土地・家屋価格等の帳簿を縦覧することで、他の土地や家屋と比較して自身の資産が適正か

どうかを確認できます。

対象／固定資産税の納税者本人または代理人（納税者本人と同居されていない方は委任状が必要）

縦覧期間／ 4 月 1 日（月）～ 5 月 7 日（火）　平日 8:30 ～ 17:15

縦覧方法／コンピューターを使った縦覧です。操作方法等は税務課職員にお尋ねください。

●納付書払いから口座振替への変更

下記金融機関・近畿 2 府 4 県のゆうちょ銀行・郵便局で 3 月 20 日（水）までに手続きをお願いします。

【取扱金融機関】

三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・播州信用金庫・但陽信用金庫・姫路信用金庫・兵庫県信用組合・兵庫み

らい農業協同組合

●口座振替の区分（全納・期別）を変更

市役所 2 階税務課で 3 月 29 日（金）までに手続きをお願いします。

平成 31 年度固定資産税第 1 期分の納付方法の変更を希望される方へ
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●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

5 戸・59㎡・3DK

別府団地（別府町）
19,900 ～
47,000 円

3 戸・71㎡・3DK

吉野団地（吉野町）
17,100 ～
46,400 円

3 戸・56 ～ 66㎡
2・3LDK

●入居を募集する県営住宅

団地名 家賃 戸数・面積・間取り

北条鉄筋団地
（北条町北条）

17,600 ～
44,300 円

5 戸・58 ～ 61㎡・
3DK　2人以上世帯

東高室鉄筋・高層
団地（北条町東
高室）

21,600 ～
46,800 円

1 戸・55㎡・2DK
高齢者 2 人以上世帯

20,500 ～
51,000 円

2 戸・55㎡・2DK
2 人以上世帯

20,500 ～
51,500 円

1 戸・55㎡・2DK
2 人以上世帯

24,100 ～
58,400 円

2 戸・65㎡・3LDK
2 人以上世帯

27,600 ～
65,700 円

2 戸・74㎡・3LDK
3 人以上世帯

●入居時期／市営住宅：6 月上旬、県営住宅：6 月上旬

※入居資格など詳しくはお問い合わせください。

●受付期間／ 3 月 15 日（金）～ 28 日（木）

※ 3/7（木）より申込書を配布予定。

市営住宅・県営住宅の入居者募集
問合先／施設管理課☎42-8750 fax42-1998
　　　　shisetsu@city.kasai.lg.jp

※清水団地の駐車場については、自治会が管理していま

すので、必要に応じて確保してください。

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

⑧九会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。

　地域と小学校を結びつ

ける取り組みとして、九

会小学校と「土曜チャレ

ンジ学習事業」を実施し

ています。今年度は、鶉

野飛行場見学会など 8 事

業を行っており、将来に向け、地域活性化の原動力と

なる子どもたちとともに、保護者にも来てもらうこと

で、地域の若い世代へも地域を知ってもらう試みです。

　また、開設を進めていたふるさと創造会議の事務所

が今年 1 月にオープンしました。地域の組織や団体

等が気軽に使える場所として、また地域の集いの場と

して利用してもらい、町域を越え

た事業や活動を伸ばしていきたい

と思っています。また多面的機能

支払交付金活動の広域化への事務

も計画しています。

　平成 25 年 11 月に立ち上げが決まり、基礎作りの

ための 2 年間の活動を経て、平成 28 年 8 月に設立

しました。まず全住民 1,800 世帯へアンケートを行

い、地域の課題と住民が求める活動の方向性を把握し

ました。「地域を元気にする」「誇るべき豊富な地域資

源の再認識」をテーマに 5 つの部会で活動しています。

鶉野飛行場跡地を活用した星座観測会や歴史ウォーキ

ング、自転車道を楽しく走る親子サイクリング、あび

き湿原観測会など、まさに地域資源の宝庫である九会

を最大限に活用しています。昨年夏には、子どもたち

からネーミングを募集した九会のゆるキャラ「くえト

マちゃん」が誕生しました。

●ココ、力入っています

●九会地区の状況（1 月末現在）

構成町数：15町　 面積：23㎢　 世帯数：2,496世帯　 

人口：6,259人（14歳以下10.4％　65歳以上31.8％）

●活動内容

板井会長（前列真ん中）囲んでメンバーの皆さま

親子サイクリング

活動内容を配信する
facebook QRコード
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　定住促進のため、市内に居住している市民が返還した

奨学金の一部を補助する「加西市 UJI ターン促進補助

金交付制度」の平成 31 年度の申請を受け付けます（郵

送も可）。

●補助金額／前年度中に返還した奨学金の 1/3（ただし

上限は 10 万円とし、前年度の住民登録期間が 1 年未満

の場合は、住民登録の月数で按分）

●受付期間／ 4 月 1 日（月）から 5 月 7 日（火）まで

※継続して申請される方も再度申請してください。

返還している奨学金を 1/3補助
問合先／人口増政策課☎42-8700 fax43-1800
　　　　jinko@city.kasai.lg.jp

●対象者／次の要件を全て満たす方

①平成 24 年 4 月 1 日以降から奨学金の返還を開始し、

または24年4月1日以降に加西市に住民登録した方で、

引き続き住民登録があり、居住している方

②月賦、半年賦、年賦で奨学金（返還期間が 9 年以上

のもの）の返還を行い、滞納していない方

③市税等の滞納がない方

※詳しくは市ホームページでご確認ください。

ひとり外出高齢者等家族支援事業について
問合先／長寿介護課☎42-8728　
fax42-8955 kaigo@city.kasai.lg.jp

●制度の概要

　認知症等でひとり外出をして行方不明になるおそれの

ある高齢者等を在宅で介護されている方に、GPS 等に

よる位置情報探索端末機の購入費等の一部を助成する事

業を 2 月 1 日から開始しました。

●対象者

　在宅で認知症高齢者の日常生活自立度が 2 以上の（例：

たびたび道に迷う、服薬管理が自分でできない等）ひと

り外出行動がみられる 40 歳以上の者を介護している家

族等。市内に住所を有する本人・家族に限ります。

※入院または施設に入所している方は利用できません。

●対象となる費用

　新規契約に必要な登録手数料、GPS 等による位置情

報検索が利用できる端末機の購入や貸与にかかる費用

●費用助成限度

　10,000 円（税込み）

●手続き等

　長寿介護課までお問い合わせください。

高年齢者の雇用支援メニュー
問合先／産業振興課☎42-8740　

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構☎06-6431-8201

65 歳超雇用推進助成金

●65歳超継続雇用促進コース

　以下のいずれかの制度を実施した事業主に支給（5 万～ 160 万）

　㋐ 65 歳以上への定年の引き上げ　

　㋑定年の定めを廃止　

　㋒希望者全員を対象とする 66 歳以上の継続雇用制度の導入　

●高年齢者雇用環境整備支援コース

　高年齢者の雇用安定のために、以下のいずれかを行った事業主に支給（所要経費の 45 ～ 75％、上限額 1,000 万）

　㋐機械設備の導入、作業方法・環境の改善

　㋑賃金、能力評価、労働時間など雇用管理制度の導入、見直しおよび健康管理に関する制度の導入

●高年齢者無期雇用転換コース

　50 歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換した場合に支給

　（対象者 1 人につき 48 万　※中小企業以外は 38 万）

65 歳超雇用推進プランナー制度

・65 歳以上への定年引き上げや継続雇用などを検討している会社に対し、専門家が無料で助言などの支援をします。

・企業診断サービスなどのツールを利用し、各企業への具体的な提案書を作成します。

・高齢者の経験を生かしきれていない、高齢社員のモチベーションが低いなどの相談にも応じます。
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町ぐるみ健診のお知らせ
問合先／健康課（健康福祉会館内）☎42-8723
　　　　fax42-7521　kenko@city.kasai.lg.jp

●場所／

ＪＡ兵庫みらい本店 農協会館（加西市玉野町 1156-1）

日　　程 地　区 内　　容

6/12（水）
北　条
富　田

特定基本健診
胸部検診
胃がん検診
大腸がん検診
前立腺がん検診
子宮頸がん検診
肝炎ウィルス検診
骨粗しょう症検診
歯周病検診
胃がんリスク検診

6/13（木）※

6/14（金）

7/10（水）※

賀　茂
下　里

7/11（木）　

7/12（金）

10/2（水）※

九　会
富　合

10/3（木）

10/4（金）　

10/26（土） 託児あり 全地区

11/13（水） 多加野
西在田
在　田

11/14（木）※

11/15（金）

12/1（日） 託児あり 全地区

　町ぐるみ健診は、例年 3 月の「町ぐるみ健診申込書」

でお知らせしておりましたが、平成 31 年度からは、広報

かさい 4 月号と一緒に配布する「健診ガイドブック」に

て詳細をお知らせします。

　この健診は、受診される方の受付時間を指定し、短時間

で複数のがん検診が受診できます。

　生活習慣病の早期発見・早期治療のため、年１回は健診

を受けて、ご自身の健康管理にお役立てください。

●認定資格を持つ栄養士です

　病態栄養認定管理栄養士、NST コーディネーター、

日本糖尿病療養指導士、栄養サポートチーム専門療法士

の認定資格を有する管理栄養士と特定保健認定管理栄養

士がいます。

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

病院管理栄養士を紹介します ●チームの一員として活躍

　「こんにちはー」と声をかけて、病室を訪問。患者さ

んのお顔を拝見。会話しながら握手。そっと口の中をの

ぞいて、「口を開けて。見せて」と声かけをします。栄

養状態が手術や病気の予後を左右しますので、食べる口

を失っていては大変です。他職種と連携して栄養状態と

栄養リスクを評価し、医師の指示のもと、患者さん個々

にあった栄養管理を効率よくおこない、「口から食べる」

を支援しています。

　管理栄養士一人ひとりが認定資格を生かし、チームの

一員として医療に貢献しています。

●最後に

　当院では、国の定めている特定保健指導とは別に、人

間ドックを受診された方へ栄養相談を実施しています。

栄養相談で生活習慣の振り返りや食生活の見直しができ

ます。これからも生き生きとした生活を送るために、ぜ

ひご利用ください。問い合わせ、申し込みは地域医療室

（☎ 42-2200（代））までお願いします。

（栄養科長　川嶋磨須美）

●管理栄養士になるには

※子宮頸がん検診なし

●町ぐるみ健診の日程

●申込方法／

「健診ガイドブック」にある「町ぐるみ健診申込書」に

必要事項を記入の上、郵送（切手不要）または健康課ま

でご持参ください。

●健診セットの送付／

健診日の 10 ～ 12 日前に、受付時間が記載された受診

票と健診セットを健診機関より郵送します。
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　1 月 26・27 日に姫路市で開催された「ニッポン全

国鍋グランプリ 2019」に播磨圏域連携中枢都市圏の

関係市町として、加西ブランド協議会が参加し、加西

香醸カリー鍋と加西市産のイチゴや日本酒の販売等を

行いました。当日は雪が舞う厳しい寒さでした。ブー

ス内に設置したこたつで、このイベント限定の加西香

醸カリー鍋を来場者に食べていただきました。

▲加西の酒を PR するスタッフ

ニッポン全国鍋グランプリで PR1/27

　北条町の住吉神社で雅楽と和装の体験講座（主催：

NPO 法人ねひめカレッジ・加西市、協力：（一財）日

本雅楽協会）が開催され、市内在住の外国人 10 名が

日本の文化を体験。織田大朗さん（田原町）の指導で

龍笛・篳篥・笙を奏でたり、平安時代の公家の普段着

でもあった狩衣を着て境内の見学をしたりしました。

日本古来の文化に触れる貴重な体験となりました。

▲狩衣で参拝する参加者ら

雅楽体験教室を開催2/3

　商工会議所青年部と市役所若手職員が「地域活性化

～俺たちに何ができるのか？」と題した交流会を開催

しました。インフラ、人口、雇用の観点からグループ

ディスカッションや発表を行うことで、交流と親睦を

深める目的で青年部が企画。「立場は違うが、地域の

ために何かやりたい気持ちは同じ。今回の企画をその

きっかけにしたい」と友井会長は話されました。

▲笑顔で意見を発表する参加者

商工会議所青年部と市職員が交流1/23

　北条東小学校のらかんクラブの児童 7 名が、石仏

彫りに挑戦しています。児童は、昨年 5 月から五百

羅漢保存委員会の皆さんの指導を受けながら、縦・横

約 15cm、高さ約 30cm の「高室石」をノミとハンマー

で彫っています。大島涼太郎さん（らかんクラブ部長）

は、「やり直しが利かないので緊張するが、形ができ

ていく過程が楽しい」と話されました。

▲完成した作品は、3/15 まで五百羅漢で展示しています。

小学生がミニらかんづくり2/4
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ま
ち
の
出
来
事

　この日、北条小学校 6 年生 77 名の「ミニ羅漢」や「縄

文土器」が焼きあがりました。ミニ羅漢は 6 月に親子

で、縄文土器は総合的な学習の時間に児童が製作しま

した。

　窯は学習園の地面に穴を掘り、もみや木切れを積ん

で焼くという昔ながらの方法で焼き上げました。焼き

あがった作品は、各自の卒業記念とします。

▲窯を囲み土器を手に集合写真

古代の土器が焼けました！2/6

　北条東小学校の 4 年生 41 人が、社会科の学習の一

環で「ミニ畳作り」を体験しました。児童は、地元の畳

職人の高橋克仁さん（高橋畳店）から実演を交えながら、

縦・横 22.5㎝のミニ畳を作りました。児童らは、好き

な柄のへりを選び、建築用ホチキス「タッカー」でボー

ドに打ち付けました。初めて使うタッカーと格闘しなが

ら、オリジナルのミニ畳を完成させました。

▲真剣な表情で畳づくりを行う児童

職人の技を学ぶ「ミニ畳づくり」2/8

　１年生は ｢農業と環境｣、２年生は ｢インターンシッ

プ｣、３年生は ｢課題研究｣ をテーマに学習成果を発

表しました。ダークホース（加西市特産かぼちゃ）を

五角形にし、「合格カボチャ」と名付けて PR する取

り組みなどが紹介されました。自分たちの発表も大切

ですが、他学科、他コースの学習内容を知り、自らの

研究に生かし深める機会となりました。

▲ダークホースを PR する取り組みの発表する生徒

播磨農高で学習成果発表会2/6

　五百羅漢保存委員会が制作した石仏 3 体の巨大モ

ニュメントが五百羅漢入口交差点に姿を見せました。

除幕式では、来賓や北条小歴史ガイド隊のスピーチが

あり、多くの地元住民も訪れ盛大に完成を祝いまし

た。保存委員会の大西道憲会長は「立派なモニュメン

トが完成した。これを機に一人でも多くの方が五百羅

漢を訪れてくれたらうれしい」と話されました。

▲完成した巨大モニュメントを囲み集合写真

巨大羅漢がお目見え！2/9
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選挙のお知らせ 問合先／選挙管理委員会事務局☎42-8781
fax42-4612 senkyo@city.kasai.lg.jp

　加西市選挙区から兵庫県議会へ 1 名の代表を選出する大事な選挙です。必ず投票に行きましょう。

●兵庫県議会選挙の投票日時は、4 月 7 日（日）午前 7 時から午後 8 時です。

場　　所 期　　間

市役所１階多目的
ホール

3 月 30 日（土）～ 4 月 6 日（土）
8:30 ～ 20:00

イオン加西北条シ
ョッピングセンタ
ー２階会議室

4 月 3 日（水）～ 4 月 6 日（土）　
10:00 ～ 20:00

　投票日に仕事や旅行などで、投票に行けない場合は「期

日前投票」をしましょう。

＜投票所の変更について＞

区 投　票　所 町　　名

6 北条東こども園
東高室、西高室、清水団地
自治会、カナダ村自治会、
荒神山住宅自治区

12 西横田町公会堂 西横田町、東横田町、鎮岩
町

14 中山町公会堂 中山町、大柳町

19 九会小学校会議室
中野町、桑原田町、上宮木町、
下宮木村町、下宮木町、鶉
野上町、鶉野中町

28 日吉幼児園

甲和泉町、乙和泉町、山田
町、野上町、池上町、西野々
町、島町、満久町、馬渡谷町、
大工町

29 宇仁小学校体育館 鍛治屋町、油谷町、田谷町、
国正町、小印南町、青野町

34 西在田学童保育園
（旧西在田幼稚園）

上若井町、下若井町、大内町、
上道山町、下道山町

●加西市長・市議会議員選挙立候補予定者説明会

　任期満了による加西市長選挙と加西市議会議員選挙が

５月 19 日（日）に行われます。告示日は 5 月 12 日（日）

です。

　立候補などの事務手続きや選挙運動についての立候補

予定者説明会を行います。出席を希望される方はあらか

じめ、市ホームページから「立候補予定者調べ兼立候補

予定者説明会出席連絡票」をダウンロードし、必要事項

をご記入の上、説明会当日にご持参ください。

対象
加西市長選挙
立候補予定者

加西市議会議員選挙
立候補予定者

月日 平成 31 年 3 月 27 日（水）

時間 9:30 ～
※受付 9:10 ～

14:00 ～
※受付 13:30 ～

場所 加西市健康福祉会館　２階研修室１・２
（加西市北条町古坂 1072 番地の 14）

※出席者は、1 候補者当たり３名以内としてください。

※当日説明資料をお渡しする際、受領印をいただきます。

出席者の印鑑をご持参ください。

※平成 30 年 12 月 29 日以降、県内の他の市町に住所

を移した方は「引き続き県内居住証明書」が必要です。

事前に準備して加西市での旧住所の投票所、または加西

市の期日前投票所に提出し投票できます。「引き続き県

内居住証明書」は、転出前・後のどちらの自治体でも発

行することができ、加西市では市民課が発行窓口です。

①平成 13 年 4 月８日以前に生まれた方

②平成 30 年 12 月 28 日までに加西市に住民登録を行い、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＞

＜投票のできる方＞
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笹塚古墳整備記念講演会 問合先／生涯学習課☎42-8775 fax43-1803
　　　　shogai@city.kasai.lg.jp

第１部　講演会　健康福祉会館（13:00 ～）

講師：菱田哲郎先生（京都府立大学教授・加西市歴史文化基本構想策定委員会委員長）

演題：「笹塚古墳と史跡整備について（仮）」 菱田哲郎さん

　史跡笹塚古墳の整備完了を記念し、講演会を開催します。当日は健康福祉会館で講演を行った後に、笹塚古墳へ徒歩

で移動し現地で解説会を行います。

●日時：3/17（日）13:00 ～ 15:30　開場 12:00　            ●定員：先着 90 人（無料）　

●場所：健康福祉会館研修室・笹塚古墳（北条町古坂 7 丁目）　　　　            　

第２部　現地解説会　笹塚古墳（14:30 ～）

※笹塚古墳周辺には駐車場がありません。最寄りの駐車場は、健康福祉会館または市役所駐車場になります。

●内容

子育てママ就職支援補助制度の対象拡大
問合先／産業振興課☎42-8740
加西市ふるさとハローワーク☎42-7600

　加西市は子育てしながら働ける環境を整備するため、出産や子育てのために就業してい

ない女性が就職のために受講する講座費用の一部を助成しています。

　これまでは「小学生以下の自身の子どもを養育している方」が対象でしたが、平成 31 年

4 月 1 日から「妊娠中または 18 歳に達した年度末までの子もしくは 20 歳未満の高校在学

中の子を養育している方（自身の子に限ります）」に拡大されます。

　就職をお考えの女性の方、ワンランク上の就職を目指してみませんか？

●対象者の要件

次の全ての要件に該当する方

① 市内に住民登録があり、引き続き市内に住み続ける意思がある方

② 子育て等で仕事をしておらず、就職を希望している方

③ 妊娠中または 18 歳に達した年度末までの子もしくは 20 歳未満の高校在学中の子を養育している方（自身の子に限る）

④ 加西市ふるさとハローワークで相談を受け、就職のために教育訓練の受講が必要であると認められた方

播州三大祭りの一つ「北条節句祭り」 問合先／観光案内所☎42-8823

　春、花の季節の訪れとともにはじまる住吉神社の『北条節句祭り』

が４月６日（土）・７日（日）に行われます。

　優雅さと勇壮さが織りなす華やかな祭りとして、播州三大祭りの一

つに数えられ、東西 2 基の神輿と、豪華な化粧屋台が勇ましい掛け

声と太鼓の音を響かせながら境内を練り歩きます。鶏合わせや龍王の

舞の奉納も見どころです。

　詳しくは、「かさい観光ナビ」ホームページで確認してください。
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講座・イベント

スプリングコンサート

独唱・ピアノ・フルート・サックスなど
日時：3/31（日）18:30 開演
場所：アスティアかさい交流プラザ
入場料：無料
問合先：ムーシケー（若手アーティ
スト支援団体）加門隆太朗☎ 090-
9611-6184

第 42 回町親善ソフトボール
 大会参加チーム募集

日時：4/28（日）8:30 ～
※雨天の場合 4/29（月・祝）
場所：アラジンスタジアム（開会式）他
参加資格：1 町 1 チーム（20 人以
内）、市内在住者　※学生不可
参加費：1 チーム 7,000 円
募集期間：4/1（月）必着
申込：申込書と参加費を下記まで
申込先：〒679-0107 加西市玉野町
1124 -5 体育協会事務局☎47-1420

イチガタツ～北条食の市～

北条旧市街地で開催する“食の市”。
昨秋に続き３回目の開催。空き店舗
の軒先などをお借りして飲食の起業
希望者等が出店し、こだわりのメニ
ューを提供します。食以外にも楽し
める内容を充実させる予定です。
日時：3/21（木･ 祝）10:00 ～14:00
場所：北条旧市街地 御旅筋周辺

（まちなか「春陽堂」、ｿｰｼｬﾙｷｯﾁﾝ・ｶ
ﾌｪ「O Cha no Ma」など）
問合先：ランドブレイン㈱☎ 06-
6541-2755 kai@landbrains.co.jp

絵本と音楽でつづるおはな
 し会を開催します

折り紙紙芝居『かぐやひめ』や絵本
『せんろはつづく』等にあわせて作
曲されたオリジナルのメロディーを
バックにお話をします。
日時：3/16（土）14:00 ～ 14:45
場所：アスティアかさい交流プラザ
読み手：かさい・えほんの森
作曲・演奏：松﨑由美さん
入場：無料
問合先：図書館☎ 42-3722

市民会館からのお知らせ

●山田純平×熱響打楽公演
オープニングアクト出演に向けての
和太鼓講座受講生を募集します。
申込期限：3/31（日）
●3 月の１day 講座のご案内
パティシエが教えるスイーツ講座
開催日：3/18（月）
うたを歌おう会～生き生き健康に～
開催日：3/19（火）
春の花いっぱいの寄せ植え講座
開催日：3/21（木・祝）
笑顔になれるパステルアート教室
開催日：3/23（土）
場所・問合先：市民会館☎43-0160

下里地区ふるさと創造会議
 からのお知らせ

①下里ふるさと創造大学
テーマ：姫路・播州の基礎知識
日時：3/2（土）10:30 ～ 12:00
講師：村瀬利浩さん（姫路経営者協
会専務理事）
②中国楽器（二胡・笛）を楽しむ会
日時：3/2（土）13:00 ～ 14:30
演者：村田順一さん（神戸二胡教室）
場所：①②とも善防公民館中研修室
※参加費無料（申込不要）
問合先：ふるさと創造課☎ 42-8706

女性のためのおしゃべりカフェ

女性目線でいろんなことを話してみ
ませんか？世間のあれこれについて
の話や地域の気に入らない問題、変
えたい問題など。女性ばかりでゆる
～くお話しましょう♪
日時：3/24（日）①10:30 ～12:00
②13:00 ～14:30
場所：アスティア３階地域交流セン
ター①交流室②活動室
募集人数：各８名まで
募集：3/19（火）まで※申込要
参加費：100 円（お菓子代）
申込先：ふるさと創造課☎42-8706

町かど資料館と町なみ散歩

3 月 31 日から水田家住宅（国登録
有形文化財・県景観形成重要建造物）
北蔵を資料館としてオープンします。
31 日には、落語・和のリメイク展・
フリーマーケット等も行います。古
くは西は姫路へ、東は丹波・京・大
阪へと続く交通の要衝として栄えた
横尾街道の散策もお楽しみください。
日時：3/31㊐～4/7㊐10:00～15:00
※期間中は、喫茶店も上記時間帯で
営業しています。
駐車場：横尾東公園他
問合先：水田☎ 42-0057

絵本の読み聞かせ会

本好きな子どもの育成や情操教育の
ためにぜひご参加ください。
●おはなしの会
日 時 :3 月 2・9・23・30 日（ 土 ）
14 時～ 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
読み手：かさい・えほんの森（絵本
の読み聞かせボランティア）
●えほんのひろば
日時：3 月 14・21 日（木）
11 時～ 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）
読み手：図書館スタッフ
テーマ：「もうすぐはる」春に読み
たい絵本
問合先：図書館☎ 42-3722

第 7 回鐵心書道展

日時：3/27（水）～ 3/31（日）
9:00 ～ 17:00 ※ 27 日は 13:00 ～
17:00。31 日は 16:00 まで。
場所：アスティアかさい 3 階交流プラザ
問合先：書道研究  鐵心会

（三宅羅山代表）☎ 49-0331
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北条コンネ

毎月末の土曜日に北条旧市街地の空
き店舗などを利用して開催するイベ
ント「北条コンネ」。今回は北条節
句祭りの一週間前に「宵祭り」をテー
マにした体験や食でおもてなし。
日時：3/30（土）10:00 ～ 15:00
場所：北条旧市街地（まちなか春陽
堂、O Cha no Ma など）
問合先：まちなか春陽堂（玉田）
☎ 090-7484-2450

スポーツ大会の結果

●Jrバレーボール市民体育大会試合結果
（1/20、北条小）
1 位 泉ジュニア　2 位 セレクショ
ン加西
●すぱーく加西杯グラウンドゴルフ
大会（1/27、すぱーく加西）
1 位 前田知十司　2 位 坪木貞子
問合先：文化・観光・スポーツ課
☎ 42-8773

大人のよか余暇くら部

日時：3/22（金） 19:00 ～ 20:30
場所：勤労者体育センター
対象：20 歳～ 60 歳の方
定員：先着 20 名　　内容：卓球
持ち物：上履き　※ラケットをお持
ちの方はご持参ください
申込先：健康福祉会館☎ 42-6700

加西風土記の里ウォーク

「小谷城跡」と「北条の宿」散策コース
日時：3/31（日）10：35～ 約6キロ　
※雨天中止
集合場所：北条鉄道北条町駅
参加費：無料　※昼食持参
問合先：観光まちづくり協会
☎42-8715

想い出のひな飾り展

各家庭で長年大切にされてきたひな
飾りを県歴史的景観形成地区の北条
の界隈で展示しています。
期間：3/16（土）まで
時間：10：00～16：00
場所：北条の宿界隈
主催：NPO法人 まちづくり北条 
問合先：観光案内所☎42-8823

うずらの遺産ツーリズム

日時：3/17（日）9 時 30 分～
募集組数：8 組（各組定員 25 名）
集合場所：鶉野飛行場跡
参加費：大人 500 円、小人（中学生以下）200 円
申込：うずらの遺産ツーリズム推進協議会ホー
ムページまたは下記まで
問合先：観光まちづくり協会　☎ 42-8715 前回の様子

うずらのに残る大戦当時の遺産をガイドととも歩くツアー（約3km）です

加西市水道事業 50 周年
 記念講演会を開催

加西市として新たな水道事業認可後、
50 年を迎えるにあたり、水道水の大
切さとその価値を再認識するための
記念講演会を開催します。過去～近
未来の加西市水道事業を映像化した

『かさいの「水」物語』の上映も予定
しています。( 約 6 分 )
講師：嘉田由紀子さん（前滋賀県知事・
日本環境社会学会元会長・農学博士）
演題：水と暮らす～近い水・遠い水
日時：3/22（金）19:00 ～
場所：健康福祉会館（無料・申込不要）
問合先：上下水道管理課☎ 42-8791

ねひめひろば
 ～紙ひこうき飛ばし大会～

オリジナル紙飛行機を遠くへ飛ばし
てみよう！※参加賞あり（ベリー
マーケット共催）
日時：3/21（木・祝）
11:00 ～
※受付10:30
部門：幼児、小学生、
中学生以上
参加：無料（申込不要）
場所：地域交流センター☎42-0106

お父さんと一緒に体づくり

子どもとどんな風に遊んでいます
か？体幹・バランス感覚を鍛えるか
らだ遊びで、お父さんも子育てに参
加しましょう！
日時：３/24（日）10：00～11：00
場所：アスティアかさいライトスポ
ーツスタジオ
対象：３歳～５歳の子と父
定員：先着10組（参加無料・要申込）
講師：運動指導員　坂口智康
持ち物：水筒、タオル、上履き
申込先：地域交流センター☎42-0106

加西おやこ劇場

『モーリーの見つけもの・いなかの
ねずみととかいのねずみ』
日時：3/21（木・祝）10:45～11:35
場所：市民会館コミセン小ホール
参加費：会員 700 円、一般 1,000
円（3 歳未満無料チケット必要）
問 合 先： 加 西 お や こ 劇 場 ☎ 43-
0830

就職支援セミナー

あがり症でも大丈夫！一次面接突破法
日時：3/15（金）9:30 ～ 11:30
場所：アスティアかさい3 階集会室
講師： 桜井透さん（キャリアコン
サルタント）
受講料：無料（先着 20 名）
申込先：加西市ふるさとハローワー
ク☎ 42-7600
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ファミリーサポートクラブ
 コーディネーターを募集

業務の内容：子育てサポートを受け
たい人のサービス調整業務や会員研
修会、会員交流会の実施など
資格：普通自動車免許を持ち、保育
士証・教員免許または看護師資格を
有する者
賃金：日額 7,680 円
勤務日数：月15 日程度
勤務時間：8:30～17:15（休憩60分）
休日：水・土曜日、祝日、年末年始
※日曜勤務、時間外、休日対応有
募集人数：１名　　採用：H31.4.1
募集期間：3/20 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、面接日を連絡します。
応募先：〒 675-2395（住所表記不
要）地域福祉課☎ 42-8709

防衛省自衛官募集

種目・資格（年齢は H32.4/1 時点）
一般幹部候補生／ 22 歳以上 26 歳
未満の方（院卒または予定者は 28
歳未満）
歯科幹部候補生／ 20 歳以上 30 歳
未満で正規の歯学の課程を修めて大
学を卒業した方
薬剤科幹部候補生／ 20 歳以上 28
歳未満で正規の薬学の課程（6 年制）
を修めて大学を卒業した方
受付期間：5/1（水）まで
問合先：自衛隊兵庫地方協力本部・
青野原分駐所☎ 0794-66-7959

家畜の飼育状況を報告して
 ください

家畜伝染病予防法により、家畜（牛、
鹿、ヤギ、馬、イノシシ、ニワト
リ、アヒルなど）の飼養者は、毎年
2 月 1 日時点の家畜の頭羽数、家畜
の衛生管理の状況を県に報告するこ
とが義務づけられています。詳しく
はお問い合わせください。
問合先：姫路家畜保健衛生所
☎ 079-240-7085

手話を学びませんか

●手話通訳者養成講座（通訳Ⅰ）
手話通訳の役割、責務等を理解し手
話通訳に必要な技術を習得します。
日時：5/9 ～ 2/13 の木曜日
全 36 回　18:45 ～ 20:45　
場所：加東市社福祉センター
対象：北播磨 5 市 1 町在住・在勤で、
手話奉仕員養成講座修了者
定員：先着 20 人
受講料：無料（テキスト代別途必要）
●手話通訳者養成講座（通訳Ⅱ）
通訳Ⅰで学んだ通訳能力や技術全体
のレベルアップを目指します。
日時：5/9 ～ 1/23 の木曜日
全 34 回　13:30 ～ 15:30
場所：加東市社福祉センター
対象：北播磨 5 市 1 町在住・在勤で、
手話通訳者養成講座（通訳Ⅰまたは
基本講座）修了者
定員：先着 20 人
受講料：無料（テキスト代別途必要）
申込期限：4/18（木）まで
※下記まで申込書をご提出ください。
主催：北播磨意思疎通支援協会
申込先：地域福祉課☎ 42-8725
fax43-1801

テーマ：「踊る公務員と考える　人口減少社会と加西市」
ゲスト：秋田大介さん ( 神戸市職員 )
日時：3/25（月）  ゲストトーク　18:30 ～ 20:00（無料）
　　　　　　　　  交流会　　　　20:00 ～ 21:00（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：3/22（金）まで
申込先：観光まちづくり協会 ☎ 42-8715    kyokai@kanko-kasai.com

第35回加西まち活ゆめ広場

　神戸市職員の秋田さんをお招きし、お話を聞いて交流
をします。人口減少時代がやってきました。人口が減っ
てもハッピーなまちとは。次世代の子どもたちにどんな
社会を残していくのか。今、何をすべきか考えてみます。

秋田さん

転職・退職した時は国民
 年金の手続きを忘れずに

厚生年金保険の加入者が退職した場
合や、退職して自営業等を始めた場
合には、国民年金第 1 号被保険者へ
切り替える必要があります。その際、
退職者に扶養の配偶者も、第 3 号被
保険者から第 1 号被保険者へ切り替
える必要があります。また、退職し
て配偶者の扶養となる条件を満たす
場合には、配偶者が勤務する会社を
経由し、第 3 号被保険者への手続き
を行います。第 1 号被保険者は保険
料の納付が必要です。保険料の納付
が経済的に困難な場合には、申請し
て承認を受けると、保険料の納付が
免除になるなどの制度があります。
問合先：市民課☎ 42-8722
加古川年金事務所☎ 079-427-4740

都市計画決定（在田南部地
 区）の説明会

在田南部地区の都市計画決定（公共
下水道処理区域の変更）の説明・意
見聴取を行います。
日時：3/11（月）19:00 ～
場所：北部公民館1 階　第1 研修室
問合先：都市計画課☎ 42-8753

くらし
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期限内納付にご協力を

平成 30 年度国民健康保険税 9 期の
納期限は 4 月 1 日（月）です。
問合先：税務課☎ 42-8712

加西市定例教育委員会

どなたでも傍聴できます。
日時：3/27（水）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

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：3/8（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
●骨盤体操～産後の体を整え元気に子育て～
日時：3/11（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（3/4（月）9:00 ～受付）
････････････････････････････････････････････････
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：3/7（木）10:30 ～ 11:30
持ち物：バスタオル、水筒、オムツ、おしりふき　
●オーロラ英語遊び　☆楽しく英語で遊ぼう！
日時：3/12（火）10:30 ～ 11:00
●リトミック＆クラフト
日時：3/25（月）10:30 ～ 11:30
持ち物：スリッパ、上靴、水筒　
････････････････････････････････････････････････
対象：0 ～ 3 歳児の親子（要申込、参加無料）
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
●お楽しみ会
日時：3/13（水）10:30 ～ 11:30
内容：わくわくマジックや音楽絵本など
●親子ドンドン体操（マット・鉄棒など）
日時：3/18（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：3/4（月）から
････････････････････････････････････････････････
申込先（場所）：ぜんぼうキッズ（善防公民館）
☎＆ fax48-3404

加西市自殺対策計画（案）
 パブリックコメント

自殺リスクの低下と生きることを支
える包括的な支援を推進し、「誰も
自殺に追い込まれることのない社
会」の実現を目指すため「加西市自
殺対策計画（案）」を策定しました。
計画に対する意見を募集します。
閲覧場所：市役所（福祉企画課）
※健康福祉会館、市ホームページ、
地域交流センター、各公民館でも閲
覧できます。
意見募集期間：3/11（月）まで
意見提出方法：閲覧場所にある「意
見提出用紙」を以下まで fax または
メール
提出先：福祉企画課 fax43-1801
fukuki@city.kasai.lg.jp

コミュニティ助成事業で
 谷町屋台刺繡提灯を大修理

谷町は、宝くじの受託事業収入を財
源とするコミュニティ助成事業によ
り、経年劣化のため損傷していた屋
台の刺繡提灯を修理しました。新調
したかのように蘇った屋台は、今後
長きに渡り地域の活性化に寄与し、
郷土を愛する心の拠り所として継承
されていきます。
問合先：人口増政策課☎ 42-8700

こころの健康相談統一ダイヤル 
 ☎0570-064-556 にご相談を

3 月は自殺対策強化月間です。あな
たの身近な人や周りの人の様子が

“いつもと違う”と感じた時、「どう
したの？」「眠れてる？」と声をか
けてみてください。そしてじっくり
話を聞き、必要な支援につないでく
ださい。ひとりで悩まず相談してく
ださい。
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● 2 カ月児（先天性股関節脱臼）健診 
日時：3/28（木）13:00 ～ 13:45
対象：平成 31 年 1 月生まれの乳児
● 4 カ月児健診
①日時：3/5（火）13:00 ～ 13:45

対象：平成30年10月生まれの乳児
②日時：4/2（火）13:00 ～13:45

対象：平成30年11月生まれの乳児
● 1 歳 6 カ月児健診 
日時：3/12（火）13:00 ～ 13:45
対象：平成 29 年 9 月生まれの幼児
● 2 歳児教室
日時：3/20（水）13:00 ～ 13:15、

14:00 ～ 14:15
対象：平成 29 年 3 月生まれの幼児
● 3 歳児健診
日時：3/19（火）13:00 ～ 13:45 
対象：平成 28 年 1 月生まれの幼児
●乳幼児保健相談
日時：3/14（木）13:00 ～ 13:45
対象：希望者
●離乳食講習会初期（予約制）
日時：3/25（月）13:00 ～ 13:30  
対象：4 ～ 6 カ月の乳児の保護者
定員：10 人
●離乳食講習会中期（予約制）
日時：3/22（金）13:00 ～ 13:30  
対象：7 ～ 8 カ月の乳児の保護者
定員：20 人
●①パパママクラブ（予約制）
　②プレママ教室パート 1（予約制）
①日時：3/ 8（金）13:00 ～ 13:30
②日時：4/26（金）13:00 ～ 13:30
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。

3 月 3 日（日）　北条田仲病院　　 　☎ 42-4950（北条町）　　　
3 月 10 日（日）　堀井内科医院　 　☎ 49-0150（網引町）　　　　
3 月 17 日（日）　安田内科・循環器内科クリニック   ☎ 43-7931（北条町）
3 月 21 日（木）　安積医院　　　 　☎ 46-0361（西剣坂町）　　
3 月 24 日（日）　佐竹医院　　　　　　　☎ 42-4057（北条町）　
3 月 31 日（日）　あさじ医院　　　　　　☎ 44-0225（若井町）　　　　
4 月 7 日（日）　米田病院　　　　　　　☎ 48-3591（尾崎町）　　　　

西高室土地区画整理事業
 換地計画の縦覧

期間：3/12（火）～ 25（月）
縦覧時間：8：30 ～17：15
縦覧場所：（平日）加西市西高室土地
区画整理組合（市役所5 階）、（土日
祝）地域交流センター
意見提出：縦覧期間中に縦覧場所に
ある意見書を組合に提出することが
できます。
問合先：加西市西高室土地区画整理
組合☎42-8757

中央公民館からのお知らせ

加西市民会館コミュニティセンター
の耐震改修工事に伴い、平成 31 年
4 月 1 日より事務所を善防公民館内
へ移転いたします。また、中央公民
館で貸し出していたグラウンドゴル
フの用具は、市民会館で貸し出しま
す。
問合先：中央公民館☎ 42-2151
fax42-1453 ※ 4 月以降も☎ fax と
も変更はありません。

引っ越しのトラブルにご注意を！！

【事例】Q1. 引越業者に見積もりを依頼し契約したが、もっと安い引越業
者が見つかったので解約したい。解約料が発生するのか。既に受け取った
梱包用の段ボールはどうなるのか。

A2. 荷物の紛失や破損は、荷物を引き渡された日（引越作業日）から３カ
月以内に連絡しないと損害賠償請求ができません。引越終了後は、すぐに
荷物の個数や状態を確認しましょう。

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）

Q2. 引越作業後に荷物が一つなくなっているのに気付いた。また、家具
も傷ついている。弁償してほしい。

【解説】A1. 国交省の「標準引越運送約款」における解約・延期手数料は、
前々日が見積運賃等の 20％以内、前日で同 30％以内、当日で同 50％以
内です。契約時に受け取った梱包用の段ボール等は、見積書や運送約款に
書いてある代金で買い取るか返却しなければなりません。キャンセルや延
期、段ボールなどの引き取り費用は、事前に確認しておきましょう。
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●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 3/6（水）13:00 ～ 14:00 健康福祉会館※予約制

こころのケア相談☎ 0795-42-9367 3/28（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 3/14（木）13:30 ～ 16:00 健康福祉会館

知的障がい者・児福祉相談☎ 42-8725 3/13（水）10:00 ～ 12:00 健康福祉会館 ふれあいの間①

精神障害者福祉相談☎ 42-8725 3/27（水）13:00 ～ 15:00 市役所 6 階会議室

心配ごと相談☎ 43-0303 3/14（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 3/5（火）、4/2（火）13:30 ～ 15:30 市民会館

行政相談（行政に係る諸問題）☎ 42-8739 3/28（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） 3/22（金）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

外国人生活相談と外国人に関する相談 ☎ 33-9455
日・火・水・木・土曜日9:00 ～18:00

アスティアかさい2 階ねひめカレッジ ※通訳あり（予約制）

ボランティア相談☎ 43-8133 3/7、4/4（木）13:30 ～15:30 健康福祉会館

若年無業者に関する相談☎ 078-915-0677
3/4（月）、3/18（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 4/4（木）13:00 ～ 15:30 市役所 6 階会議室

おくやみ

死亡者 年齢 喪主 町名

死亡者 年齢 喪主 町名 死亡者 年齢 喪主 町名

※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。
※敬称略。1/15 ～ 2/12届出・掲載承諾

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。



演者／大槻文蔵（人間国宝）

観世銕之丞、福王和幸、竹市学ほか

あらすじ／不思議な鼓をもつ少年・

天鼓は、皇帝の命令を拒んだため殺

害されてしまう。ところが、召し上

げた鼓を誰も鳴らすことができず、皇帝は天鼓の父・王

伯に鼓を打つよう命じる。息子を悲しむ王伯が形見であ

る鼓を打つと世にも妙なる音色が響き、その様子に心打

たれた皇帝は天鼓を弔おうと決める。皇帝一行が音楽法

要を手向けると、天鼓の幽霊が現れ、鼓を軽やかに打ち、

満天の星空の下で舞い戯れるのでした。
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発行／加西市　　
　　　〒675-2395　加西市北条町横尾1000番地　☎0790-42-1110（代）

編集／加西市ふるさと創造部秘書課　☎0790-42-8701　℻0790-43-0291

● 加西市ホームページ　http://www.city.kasai.hyogo.jp

● 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
H31.1.31 現在（前月比）

人口／ 44,447（-44）
1 月の出生数／ 30 人

男／ 21,743（-18）
死亡数／ 59 人

女／ 22,704（-26） 世帯数／ 17,990（-40）｜ ｜ ｜

広報かさい　2019.3 月号

●3/6、13、20、27 は市民課・国保医療課窓口を延長（17:15 ～19:00）
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5月4日「第4回加西能」を開催 問合先／文化・観光・スポーツ課☎42-8756
　　　　fax42-8745  kanko@city.kasai.lg.jp

　日本を代表する能楽師による公演「第 4 回加西能」

を開催します。また、加西市こども狂言塾の塾生が新

作狂言『根日女』を演じます。鑑賞にはチケットが必

要です（『根日女』は鑑賞無料、全席自由）。

●開催日／ 5 月 4 日（土）

●場所／加西市民会館文化ホール

●内容／①新作狂言『根日女（ねひめ）』、②狂言『佐

渡狐（さどぎつね）』③能『天鼓（てんこ）弄鼓之舞』

チケット販売（全席指定）

●販売席数／ 798 席　●販売日（予定）／ 3 月 9 日（土）

●座席料金／前売券：一般 3,500 円　高校生以下 500 円

※当日券は一般のみ 500 円増。前売券が売り切れの場合、

当日券の販売はありません。

●販売場所／市民会館、地域交流センター、イオン加西北条

店、西村書店、チケットぴあ、ローソンチケット

●チケットの問合先／市民会館☎ 43-0160

●加西能の問合先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8756

　加西能で新作狂言『根日女（ねひめ）』を演じるこども狂言塾の第 6 期生を、4 月 1 日（月）まで募集しています。

下記により、お稽古体験会を実施します。こども狂言塾に興味のある方は、ぜひお越しください。

●日時／ 3 月 29 日（金）18:00 ～ 21:00　※要予約　　 ●場所／市民会館 3F 和室（北条町古坂 1-1）

●対象／播磨地域在住の小学 3 ～ 5 年生（3 月 1 日現在）  ●申込先／文化・観光・スポーツ課☎ 42-8756

演者／野村萬斎、高野和憲、

月崎晴夫、内藤連

あらすじ／都へ上る途中で

道連れになった佐渡と越後

のお百姓。佐渡に狐がいる

かどうかを巡り賭けとなる。

実は佐渡に狐はおらず、狐を知らない佐渡のお百

姓は、役人に賄賂を送り嘘の判定を依頼する。判

定に納得のいかない越後のお百姓は、狐の姿など

を問いただし…。世相を風刺しつつ、たくましく

生きる人々の姿が笑いの中に描かれた狂言です。

狂言『佐渡狐（さどぎつね）』 能『天鼓（てんこ）弄鼓之舞』

大槻文蔵
野村萬斎

お稽古体験会（こども狂言塾の塾生募集中）

第 3 回加西能「杜若（かきつばた）」


