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確定申告（e-Tax）には電子証明書が必要 申込先／市民課 ☎42-8720
fax43-8045 shimin@city.kasai.lg.jp

　確定申告・納税システム（e-Tax）の利用には、署名用電子証明書と IC カードリーダライタが必要です。

●電子証明書の取得方法
　電子証明書が標準搭載されたマイナンバーカードを取得してください。15 歳未満の方や成年被後見人の方には、署
名用電子証明書は発行されません。
有効期限／５回目の誕生日まで（住所や氏名に変更があった場合、署名用電子証明書は失効します）

●マイナンバーカードの申請方法
　「個人番号カード交付申請書」を使って、郵送やインターネットなどで、地方公共団体情報システム機構へ申請して
ください。申請書をお持ちでない方は、次の物をお持ちの上、本人が市民課窓口までお越しください。
・顔写真付き本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）　・健康保険証　・マイナンバーの通知カード
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）　
・6 カ月以内に撮影の顔写真（無帽、無背景、縦 4.5cm ×横 3.5cm）1 枚（市民課でも無料で撮影）
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構で作成されるため、交付までに 1 ～ 2 カ月程度かかります。

　11 月 11 日、姫路獨協大学の総合教養講座で、西村市長が講演をされました。
西在田と下里地区で交流事業を進められている、同校の奥田教授とのご縁で実施
しており今年で３回目。加西市の事業を、動画を交えて説明。学生らに事前に実
施したアンケートをもとに、94 名の学生らとコミュニケーションを図りながら、
授業を行いました。学生から「加西市にはぼんやりとしたイメージしかなかったが、
ぜひ訪れてみたい」「次は選挙に行こうと思いました」と感想をもらいました。

学生にむけて講演をする西村市長

　次の皆さんが、兵庫県から表彰されました。
氏名・団体名 活動内容

自治賞

織田 京子（田原町）

民生委員・児童委員として、住民の相談・援助に努め明るい社会づくりに貢献

竹内 正和（北条町古坂）
東郷 聖子（戸田井町）
豊田 明子（北条町東南）
松岡 絢子（都染町）
宮永 守男（王子町）
和田 登喜子（北条町北条）

こうのとり賞

尼崎 弘幸（北条町古坂） 配食ｻｰﾋﾞｽ事業の配達ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして、ひとり暮らし高齢者等の給食の配達に尽力
岸本 佐多子（国正町） 配食ｻｰﾋﾞｽ事業の調理ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして、栄養ﾊﾞﾗﾝｽと彩りを考慮したお弁当作りに尽力
初田 典子（朝妻町） 音訳ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして、視覚障がい者のための音訳等に尽力
藤田 智恵子（北条町栗田） ひとり暮らし高齢者や高齢者施設等に情報誌を作成・配布するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に尽力
前田 真理子（大村町） 幼児・児童に絵本の読み聞かせを行うなど、子どもの健全育成に尽力

くすのき賞
はっちゃけ西在田 地域の子どもたちの居場所づくりや地域との交流活動に尽力
北条地区まちづくり協議会 北条鉄道北条町駅前ロータリーの花卉植栽管理を行うなど美しい地域づくりに貢献

ともしびの賞 山端 賀鶏（本名：山端一男） 詩吟の指導者として詩吟の普及振興に貢献

より良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

市長が姫路獨協大学で１日講師 問合先／秘書課 ☎42-8701
fax43-0291 hisho@city.kasai.lg.jp
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●第 45 回剣道大会
個人戦　小学 1・2・3 年 柿本　太陽
　　　　小学 4 年 白坂　諒月
　　　　小学 5・6 年男子 林　　誉仁　
　　　　小学 5・6 年女子 桐月　美侑
　　　　中学 1 年男子 岡井　颯馬
　　　　中学 1 年女子 三田井　愛寿美
　　　　中学 2・3 年男子 高井　崇伍
　　　　中学 2・3 年女子 三田井　麻梨愛　　　　　
　　　　高校・一般男子 山本　聖
　　　　高校・一般女子 南古　裕春
団体戦　小学生 北条少年剣修会 B
　　　　中学生男子 泉中学校
　　　　中学生女子 加西中学校 A

●第 43 回少林寺拳法演武大会
組演武　小 学 生 　山脇 颯太
　　　　中 学 生 　高橋 宗虎
　　　　一 般 有 段 　西田 克成・森口 泰吉
　　　　一 般 男 女　 切貫 裕介・豊田 悦子
　　　　親 子　 青山 真弓・青山 碧
乱 捕　少  　　　 年    高橋 宗虎
　　　　一　　　　般　 切貫 裕介
　　　　小 学 生　　大塩 玲衣

●第 49 回町対抗家庭バレーボール大会
男子 一部 大村・尾崎・西笠原　二部 宮前　三部 市村
女子 一部 坂本・別府・牛居　　二部 殿原

●第 26 回市長杯地区対抗ゲートボール大会　富田チーム

●第 50 回空手道大会
型競技　　
幼年　　　　児島　快
小学低学年　福本　真希
小学高学年　池田　七彩
一般　　　　辻　　侑月

組手競技　
幼年　　　　黒田　桜子
小学低学年　黒田　逸冴
小学高学年　竹田　凌成
一般　　　　辻　　侑月

●第 30 回市長杯グラウンド・ゴルフ大会
男子　田中 靖規　　　女子　柿本 千恵

●第 53 回ソフトテニス大会
一般男子　辻 康則・東郷 崇　
一般女子　橋爪 唯乃・中村 愛 ●第 44 回バドミントン大会

男子ダブルス　　 一部　稲田 泰大・前田 大輔
　　　　　　　　 二部　横井 広成・井上 忠
女子ダブルス　　 一部　本玉 なるみ・藤本 玲華
初級ダブルス　　　　　藤本 淳子・井上 たまみ
ジュニアダブルス一部 　藤原 美羽・石田 夢彩
　　　　　　　　二部　 由良 航大・松井 遼大　
ジュニアシングルス 一部　松井 遼大
　　　　　　　　　二部　石田 夢彩

●第 53 回卓球大会
ダブルス　　　　  大豊　真也・判田　晴彦
シングルス 一部　大浦　直也　　二部　幸　　光男

 三部　高見　友輔　　四部　小西　亮輔

●第 20 回バウンドテニス大会
ダブルス　　根日女 B　　ラリー　根日女 B

●第 37 回硬式テニス大会
男子ダブルス　　　 　菅野 富男・山口 貴生

●第 17 回バスケットボール大会
高校・一般　　男子　レスカ　　女子　ＭＯＧ

加西市体育大会　各種目の優勝者 問合先／文化・観光・ｽﾎﾟｰﾂ課 ☎42-8773
fax42-8745 bunka@city.kasai.lg.jp

　加西市では、人口動向を踏まえた地域創生策に取り組むために、「加西市まち・ひと・しごと創生推進本部」を平成
27 年度から設置しています。11 月 1 日に開催した第 2 回加西市まち・ひと・しごと創生推進本部会議では、その下
部組織である人口増対策プロジェクトチームのうち、新入職員で構成された人
口増対策グループが二つの施策を提言しました。
　提言内容の一つ目は、市内中高生の郷土愛を育むためのプログラムを実施し、
進学等で転出しても、その後ふるさとである加西市にＵターンしてもらえるよ
うな取り組み。二つ目は北条鉄道を活用したイベントプランコンテストを実施
し、魅力あるイベントを企画することで、加西市への興味関心を持つ人を増や
すための取り組みを発表しました。今回提言した内容については、今後の事業
化に向けて検討を進めていきます。 発表を行う若手職員

新入職員のチームが人口増施策を提言 問合先／人口増政策課 ☎42-8700
fax43-1800 jinko@city.kasai.lg.jp


