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二十歳の節目の成人式

問合せ こども・若者政策課

30 年１月８日

（740）
1246

午前 10 時―午後０時半

＠文化会館

ごみ
カレンダー
求人・募集
案内
セミナー
催し
発表・鑑賞

オープニングアクトとして市出身アーティスト
「TeN」さんが出演。第１部の「式典」は新成人が抱負
を発表します。
また、第２部の「はたちのつどい」は梅花学園チアリー
ディング部が登場する他、ダイハツ工業㈱やアサヒ飲
料㈱、能勢電鉄㈱提供の賞品などが当たる抽選会を行
います。
対象は平成９年４月２日～ 10 年４月１日生まれの
人。12 月 初 旬 に 成
人式の案内状を郵
送します。式当日は
同封の入場券を持
参してください。案
内状が届かないな
ど詳しくはこども・
若者政策課へ。

公民館
スポーツ

広告掲載する事業者を募集
健康づくり事業のパンフレット

問合せ 健幸政策室

（758）
4721

健康
中央図書館
相談の案内

30 年３月に市内全戸に配布する「30 年度健康づ
くり事業のご案内」パンフレットの中面下部欄外に、
有料広告を掲載する事業者を募ります。
申 郵 保健センターに備え付けの申込書（市ホーム
ページからダウンロード可）に必要事項を書き、
12 月１日㈮～ 26 日㈫（必着）に〒 666―0016・
中央町 12―２の保健センターへ

高齢者
福祉

公営霊園行きのバスを運行
期間は 12 月 29 日～ 31 日

問合せ（一財）
市都市整備公社

（740）
1219

（一財）市都市整備公社が、12 月 29 日㈮～ 31

子育て
コラム

日㈰、
公営霊園行きのバスを下表の通り運行します。

区

間

発車時刻

行 き

フォト
ニュース

帰 り

阪急バス「川西バスターミナル」停留所
→ 公営霊園

８：30、10：30、
13：30、15：30

阪急バス「平野バスターミナル」停留所
→ 公営霊園

９：30、11：30、
14：20、16：20

公営霊園 →
阪急バス「川西バスターミナル」停留所

10：00、12：00、
14：50、16：50

公営霊園 →
阪急バス「平野バスターミナル」停留所

９：10、11：10、
14：00、16：00

※「萩原台」、
「西多田」、
「けやき坂１丁目」、
「けやき坂４丁目」、
「緑台４丁目」の各停留所にも停車します。
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環境審議会の市民委員を募集

環境保全・創造に関する重要事項などを審議

12 月初旬に案内状を郵送

問合せ 環境創造課

（740）
1202

かわにし生活景カレンダーを販売
「生活景はがき絵」で作成

問合せ 都市計画課

（740）
1201

防災資機材を整備

災害による被害を軽減

問合せ 危機管理室

（740）
1145

市の環境審議会の市民委員を２人程度募集しま
す。環境基本法第 44 条に基づき設置する同審議会

市民の皆さんから寄せられた「生活景はがき絵」
でカレンダーを作成しました。

市自主防災組織連絡協議会は、（一財）自治総合
センターが実施するコミュニティ助成（宝くじの社

kawanishi.lg.jp で、公民館などに備え付けの応募

しています。川西の身近な景観の魅力を感じてくだ
さい。

用。自主防災組織の活動をより充実させ、災害によ
る被害の軽減が期待されます。

では、環境基本計画の進行管理や、環境保全・創造
に関する重要事項を審議します。
申し込みは、郵送かメール kawa0018@city.

用紙（市ホームページからダウンロード可）に必要
事項を書き、800 字程度の作文（テーマは「川西
つな
市の豊かな環境を守り、次世代に繋 ぐためには」）
を添えて、12 月 14 日㈭（必着）までに環境創造
課へ。

今回は卓上タイプに仕様を変更（切手を貼れば、
ポストカードとしても使用できます）。
市役所５階の都市計画課で販売（１冊 500 円）

地区計画原案を縦覧

多田グリーンハイツ緑台地区の一部町名変更

問合せ 都市計画課

家屋全棟調査を実施

適正な課税のための大切な調査

問合せ 資産税課

（740）
1133

固定資産税・都市計画税が課される全ての建物を
対象に、増築や滅失がないかなどについての現地調
査を実施。
主に外観目視による調査で、市が委託した業者
が身分証と名札を携帯して行います。調査期間は、
12 月～ 30 年１月。固定資産税・都市計画税の適
正な課税のために行う大切な調査ですので、ご理解
とご協力をお願いします。

30 年度入所児童を募集
留守家庭児童育成クラブ

問合せ 地域こども支援課

（740）
1215

小学校の放課後、家庭に保護者のいない児童を午
後５時まで保育（分室以外は延長保育を実施）する
留守家庭児童育成クラブの 30 年度入所児童（新１
～６年生）を募ります。
市役所３階の地域こども支援課に備え付けの申請

書に必要事項を書き、12 月１日㈮～ 30 年１月６
日㈯に同課へ。なお、12 月 17 日㈰と 30 年１月６
日は、同課窓口で午前９時半―午後４時に受け付け
ます。

現在、育成クラブに入所している児童とその弟妹
（新１年生）は、12 月１日～ 22 日㈮の閉所時間ま
でに、在籍している各クラブへ提出してください。
郵送やファクス、メールでの申請は受け付けてい
ません。
また、申請書類に不足がある場合は、受け付けで
きないことがあります。不備のないように注意して
ください。詳しくは同課に備え付け（市ホームペー
ジにも掲載）の「30 年度入所のしおり」、または同
課へ。

（740）
1201

12 月５日㈫から 18 日㈪まで、市役所５階の都
市計画課で、多田グリーンハイツ緑台地区の地区計

画原案を縦覧します。
今回の同計画は、一部町名変更に伴うものです。
区域内の土地所有者、または利害関係のある人で、
原案に意見がある場合は、12 月５日から 25 日㈪
までに市長へ意見書を提出できます。

都市計画変更案を縦覧
用途地域見直し関連

問合せ 都市計画課

（740）
1201

12 月 13 日㈬から 27 日㈬まで、市役所５階の都
市計画課で、都市計画変更案を縦覧します。
市民または利害関係のある人で、案に意見がある
場合は、期間中に市長へ意見書を提出できます。
【都市計画変更案件】
①用途地域②特別用途地区③地区計画（満願寺町地
区、中央地区）

使用済み切手などを収集・寄付
子どもたちへの支援

問合せ 教育総務課

（740）
1249

子どもたちへの支援のため、下記の使用済み切手
などを収集しています。

収集箱は市役所３階のこども未来部、市立幼稚園・
保育所、各公民館、市内郵便局などに通年で設置。
12 月１日㈮～ 30 年２月９日㈮は、市役所の各課
などにも設置します。
①使用済みの切手（切手から５㍉程度外側で切り
取ったもの）
②書き損じハガキや未使用の年賀状・切手（今年度
からテレホンカードやクオカードなどの磁気カード
類は、使用・未使用を問わず収集対象外）
なお、寄せられた切手などは、子どもたちのため
に活動する団体へ寄付します。

会貢献事業）を受け、ガス発電機や LED 投光器、コー
ドリールを整備しました。
同資機材は災害時や訓練時の避難誘導などに利

年末の交通事故防止運動
12月１日～10日に展開

問合せ 道路管理課

（740）
1184

12 月１日㈮～ 10 日㈰、「年末の交通事故防止運
動」が展開されます。同運動では、①子どもと高齢
者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
②飲酒運転の根絶③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止④全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着用の徹底―を重点
とします。
年末は、忘年会など飲酒の機会が増える他、交通
混雑などで事故の多発が懸念されます。飲酒運転を
根絶するため、飲酒運転追放「三ない運動」
（酒を
飲んだら車を運転しない、運転する時は酒を飲まな
い、運転する人には酒を飲ませない）を実践しましょ
う。運転者は速度を控えた安全運転と、早めのライ
ト点灯「４時から点灯」を心掛けてください。
歩行者や自転車利用者は、明るい服装で夜光反射
材を活用。無理な横断はやめ、信号機や横断歩道の
ある場所で安全確認をしてから渡りましょう。

納期限は 12 月 25 日㈪です
固定資産税・都市計画税
（第３期）
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。

国民健康保険税〈第６期〉
後期高齢者医療保険料〈第６期〉
介護保険料〈第６期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、長寿・介護保険課
（740）1148 へ。

市税と保険税（料）、保育料の
休日納付相談窓口を開きます
12 月 24 日㈰午前９時半から午後４時まで、市役所１
階の保険収納課 （740）
1177 と長寿介護保険課 （740）
1148、同２階の市税収納課 （740）1134、同３階のこ
ども育成課 （740）
1175 で開設します。
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