
地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」
学校教育課　 （740）1254問い合わせ

　市立中学校・特別支援学校中等部の２年生が、地
域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業に取り
組みます。
　同事業は、子どもたちが学校を離れ、店舗や施設
などで社会体験をすることで、地域の皆さんとふれ
あい、豊かな心を育むことを目的としています。
　活動場所の提供や生徒の受け入れ、指導ボラン
ティアとしての参加など、皆さんのご協力をお願い
します。

社会体験で豊かな心を育む

13 2018.05 12

市役所への郵送は、〒 666-8501 と課名で届きます。
料金表示のないものは無料。記載がない場合、主
体・主催は市で、受付時間は各施設の執務時間中。
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市政情報  topics

医療費のお知らせを送付
国民健康保険課　 （740）２００６問い合わせ

　国民健康保険加入者に年６回（奇数月）、医療機
関を受診した世帯の加入者全員の医療費の総額、患
者負担額、医療機関名などが記載された「医療費の
お知らせ」を送付します。
　実際にかかった医療費を知ることで、健康に関す
る意識や国民健康保険制度に対する認識を深めても
らうことを目的としています。なお、受診がない場
合は送付しません。

世帯の医療費総額や患者負担額などを記載

緊急時に備える大切な訓練放送
危機管理課　 （740）1145問い合わせ

　５月 16 日㈬午前 11 時ごろ、市内 25 カ所に設
置している屋外スピーカーから内閣府の全国一斉情
報伝達訓練が放送されます（当日の気象状況などに
よっては中止する場合あり）。内閣府が、J アラー
ト（全国瞬時警報システム）を通じて全国一斉に自
動で配信。緊急時に備えるための大切な訓練放送で
す。ご理解とご協力をお願いします。
　放送内容が聞き取れない場合は、無料のテレホン
ガイド 0120（367）889 で確認できます。

【放送文】
　上り４音チャイム「これは、Ｊアラートのテスト
です（３回繰返し）こちらは防災川西です」下り４
音チャイム。

全国一斉情報伝達訓練

住まいの耐震化をサポート
住宅政策課　 （740）1205問い合わせ

　昭和 56 年５月以前に着工された耐震性の低い住
宅を対象に、耐震改修費を補助します。

【簡易耐震診断】
　専門の診断員が住宅の耐震性を診断します。費用
はかかりません。

【耐震改修費補助】
　耐震性を向上させる改修工事や屋根の軽量化、建
て替え工事などにかかる費用の一部を補助。
　補助額は、耐震改修計画策定費が上限 20 万円。
耐震改修工事費が上限 130 万円。簡易耐震改修工
事費が上限 50 万円。シェルター型工事費が上限
50 万円。屋根軽量化工事費が上限 50 万円。建替
工事費が上限 100 万円。防災ベッド等設置助成が
上限 10 万円です。申し込み方法など詳しくは住宅
政策課へ。

耐震改修費用の一部を補助

子ども議会の議員を募集
教育支援センター　 （758）8680問い合わせ

　７月 28 日㈯に開催する「子ども議会」の議員を
募集します。対象は市内在住の小学５・６年生と中
学生。定員は８人で、定員超過の場合は抽選。希望
者は５月 11 日㈮までに市ホームページか電話で教
育支援センターへ。

対象は市内在住の小学５・６年生と中学生

柔道整復施術を受けるときの注意
国民健康保険課　 （740）２００６問い合わせ

　柔道整復施術（整骨院、接骨院）を受けるときは
以下のことに注意して下さい。

【健康保険が使えるもの】
▶医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲、捻挫、
肉離れなどと診断・判断されて施術を受けたとき（骨
折と脱臼は、応急手当をする場合を除き、あらかじ
め医師の同意を得ることが必要）
▶内科的要因による疾患ではないもの

【健康保険が使えないもの】
▶疲労性・慢性的な要因からくる肩こり、筋肉疲労
▶慢性病や症状の改善がみられない長期の施術
▶医療機関（整形外科などの病院）で同じ負傷など
を治療中のもの
▶労災保険が適用される、仕事中や通勤途中の負傷

【治療を受けるときの注意】
▶保険対象外の場合があるので、負傷の原因（いつ、
どこで、何をして、どんな症状か）を施術機関に正
確に伝える
▶施術が長期にわたる場合は、内科的要因が疑われ
るので、医師の診断を受ける
▶領収書は必ず受け取り、大切に保管する

【施術内容などの照会】
　施術日や治療内容を文書などで問い合わせる場合
があります。負傷部位や施術内容、施術年月日の記
録などを保管し、答えられるようにしてください。

健康保険が使えるもの・使えないもの

　 納期限は５月 31日㈭です

詳しくは伊丹県税事務所 （785）7451へ。

軽自動車税〈全期〉

自動車税

固定資産税・都市計画税〈第１期〉
納税通知書は５月７日㈪に発送。課税に関する問い合わ
せは資産税課 （740）1133、納付については市税収納
課 （740）1134 へ。

納税通知書は５月８日㈫に発送。課税に関する問い合わ
せは市民税課 （740）1132、納付については市税収納
課 （740）1134 へ。
固定資産・都市計画税、軽自動車税は「Yahoo ！公金支
払い」でクレジットカード納付ができます。詳しくは市
税収納課へ。

普通自動二輪車の一部が駐車可
交通政策課　 （740）1184問い合わせ

　「市自転車等の駐車秩序に関する条例」を改正。
市営の自転車等駐車場に、総排気量 125㏄以下と
定格出力１㌔㍗以下の普通自動二輪車が駐車できる
ようになりました。なお、自転車等放置禁止区域で
は、同二輪車は指導、警告、撤去の対象となります。

市営「自動車等駐車場」

防犯カメラの設置に補助金を交付
県地域安全課　 078（362）3225問い合わせ

　県が防犯カメラの設置に補助金を交付します。補
助額は１カ所当たり８万円。
　なお、市が交付する「防犯カメラ設置事業補助金」
に申請するためには、県補助事業への応募が必要。
対自治会やまちづくり防犯グループなどの地域活動
団体▷他県全体で 500 カ所

県防犯カメラ設置補助事業

クリーンアップ大作戦を実施
美化推進課　 （744）1124問い合わせ

　「すてるより ひろう気もちが 街つくる」をスロー
ガンに、市美化運動推進協議会が中心となって、５
月 20 日㈰午前９時 15 分から「クリーンアップ大
作戦」を実施します。市役所を出発し、阪急・能勢
電鉄「川西能勢口」駅周辺や JR「川西池田」駅前
広場周辺などで、ポイ捨てされたごみを収集します。
　皆さんも、各自治会で実施されるクリーンアップ
に参加してください。なお、集めたごみは各自で持
ち帰り、各収集日に出してください。

すてるより ひろう気もちが 街つくる

施設を整備する法人を公募
介護保険課　 （740）1148問い合わせ

　介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域
でいつまでも暮らしていけるように創設された「地
域密着型サービス」。
　同サービスの「看護小規模多機能型居宅介護」と

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「介護老人福
祉施設入所者生活介護（定員 29 人以下の小規模な
特養）」を整備する法人を募集します。
　応募方法など詳しくは、５月下旬に市ホームペー
ジに公募要項を掲載。

地域密着型サービス

公開プレゼンテーションを開催
参画協働課　 （740）1600問い合わせ

　NPO やボランティアなどの市民公益活動団体が
市内で実施するまちづくり事業。同事業に補助金を
交付するため、公開プレゼンテーションによる選考
会を開催します。
時５月 29 日㈫午後２時から▷場市役所２階会議室

まちづくり事業に補助金を交付 路上喫煙とポイ捨ての防止
環境衛生課　 （740）1202問い合わせ

　市では、「路上喫煙・ポイ捨て防止に関する要綱」
を定め、公共の場所での喫煙による他人への迷惑防
止やまちの美観の保持に配慮して、路上喫煙やポイ
捨てをしないよう呼び掛けています。
　５月は重点啓発月間として、阪急・能勢電鉄「川
西能勢口」駅北広場からＪＲ「川西池田」駅までの
防止モデル区域などで、啓発活動を実施。
　「マナーを守った喫煙とまちの美化によるクリー
ン都市」の実現のため、皆さんのご協力をお願いし
ます。

５月は重点啓発月間

５月の市営住宅入居者募集は中止
公営住宅課　 （740）1200問い合わせ

　毎年行っている５月の市営住宅入居者定期募集
は、今年度は実施しません。
　なお、県営住宅は毎月募集しています。

県営住宅は毎月募集

学校名
川西南中学校
川西中学校
明峰中学校
多田中学校
緑台中学校
清和台中学校
東谷中学校
川西養護学校

実施期間
５月 28 日㈪～６月１日㈮
５月 28 日㈪～６月１日㈮
６月４日㈪～８日㈮
６月４日㈪～８日㈮
５月 21 日㈪～ 25 日㈮
５月 21 日㈪～ 25 日㈮
５月 28 日㈪～６月１日㈮
10 月 10 日㈬～ 16 日㈫
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