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男女共同参画審議会の市民公募委員
任期は４月１日から31年３月31日まで

問合せ 人権推進室

（740）
1150

求人・募集

性別に関わりなく個性と能力を発揮できる男女共同
参画社会の実現をめざし、計画の策定や施策の推進

催し
発表・鑑賞

を図るため「男女共同参画審議会」を設置しています。
同審議会の改選に伴い、計画の進捗状況の調査や
施策の基本的な方向性などを審議してもらうため、委

（740）
1235

時 ３月

25 日㈯午後１時半―４時半（１時開場）▷
年次のオンブズ
活動報告」、第２部「子どもの “ いま ” と “ 明日 ”
場 アステホール▷ 内 第１部「2016

を支えるために―多様なおとながつながろう」を
テーマに座談会（パネリストは「心家こども食堂」
の平田順子さん、「キセラ川西プレーパークの会」
の延命寺陽子さん、生徒指導支援課職員。コーディ
ネーターは代表オンブズパーソンの浜田寿美男さ
ん）▷ 定 150 人▷ 他 手話通訳あり▷ 申 先 当日会場
へ

税呼びかけセンター」から電話で案内します。また、
財産調査などを行い、差し押さえなどの滞納処分を行
う場合もあります。

税務署では、申告書の受理、税金の領収、用紙の交付、
納税証明書の発行などを行います。３月 15 日まで確
定申告の相談は行っていないので、ご注意ください。

してください。
口座振替にすると納め忘れがなく、納付の手間が
省けて便利です。納期を過ぎると督促状を送付し、
「納

特別な事情がなく滞納が続くと、有効期限が通常よ
り短い短期被保険者証や、医療費が一旦全額自己負
担となる資格証明書が交付される場合があります。納
付に困った時は、市役所１階の保険収納課へ相談して
ください。
また、国民健康保険加入時に口座振替だった人が
後期高齢者医療保険に変わった場合、振替口座は引
き継がれません。新たに口座振替を申し込む必要があ
りますので、ご注意ください。

健康・福祉
中央図書館

上下水道料金生活保護減免を廃止
29年度から

相談の案内
高齢者
子育て

公営霊園行きのバスを運行
春のお彼岸

問合せ （一財）市都市整備公社

コラム

間

発車時刻

フォト
ニュース

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

2017.03

市の財務など

問合せ 市監査委員事務局

（740）
1252

監査委員が市の財務などの監査を行った結果を公
表しています。公表した文書は市役所２階の市政情報
コーナーで閲覧できる他、市ホームページにも掲載し
ています。
28 年度は定期監査などの結果と監査結果に対する
改善措置状況について公表しました。
現在実施している監査の結果についても随時公表
していきます。

（740）
1219

３月 19 日㈰～ 21 日㈫に、公営霊園行きのバスを
下表の通り運行します。

区

問合せ 上下水道局営業課

監査結果を公表しています

ウメ輪紋ウイルスのまん延防止
アブラムシ防除に協力を

問合せ 県農業改良課

078
（362）
9206

ウメ輪紋ウイルスは、ウメやモモなどに感染する
もので、国が植物防疫法に基づき重要病害に指定し
ている植物ウイルスです。このウイルスは、アブラ
ムシによって感染拡大しますので、まん延防止のた

め、各自宅でのアブラムシ防除に協力してください。
アブラムシは春（３～４月）と秋（10 ～ 11 月）
に多く発生しますので、特にこの時期の防除をお願
いします。
このウイルスは、人や動物には感染しませんので、
果実を食べても健康に影響はありません。

（779）
6121

「所得税及び復興特別所得税」の確定申告は、３
月 15 日㈬までです。土・日曜日を除く午前９時―午

（740）
1178

市の障がい者に関する施策を総合的・計画的に推
進するため、必要な事項などを調査審議する「川西市
障害者施策推進協議会」の市民委員を２人募集しま
す。
対 障がい者福祉に関心がある市民▷ 申 郵 市役所１
階の障害福祉課に備え付けの応募用紙（市ホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を書き、作文（400
～ 800 字程度）を添えて、３月 15 日㈬（必着）まで
に同課 kawa0149@city.kawanishi.lg.jp へ

問合せ 伊丹税務署

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は医療を
安心して受けるための大切な財源です。納期内に納付

市障害者施策推進協議会の市民委員

問合せ 障害福祉課

（740）
1177

（740）
1262

生活保護を受けている世帯への上下水道料金の減
免を、29 年度から廃止することになりました。
ただし、28 年度以前から継続して生活保護減免の
適用を受けている世帯は、29 年度２期分（６月また
は７月の水道メーター検針分）から廃止になります。

有料バナー広告を募集

市ホームページで民間事業をPR

問合せ かわにし魅力推進室

（740）
1104

市ホームページに掲出する有料バナーの広告主を
募集しています。申し込みは掲出希望月の１カ月半
前までに、市ホームページ（サイト内検索で ID 番
号 K2332 を入力）に掲載の様式に必要事項を書き、
必要書類を添付の上、市役所４階のかわにし魅力推
進室へ提出してください。
なお、消費者保護の観点から、広告内容が適切で
ないものや意見広告に関するものなどは掲載できま
せん。
規

格

高さ 50 ピクセル × 幅 190 ピクセル
容量 20 キロバイト以内
JPEG か GIF 形式の静止画

掲載料

１万 3,000 円／月（１枠当たり）
※６カ月以上の継続掲載の場合は割引あり

その他

アクセス数は 28 年４月～ 29 年１月までの
１カ月当たりの平均で、約 40 万 2,000 件
（トップページは約４万 5,000 件）

後４時（混雑の状況によっては早めに締め切る場合あ
り）に受け付けます。
申告場所は伊丹市立産業・情報センターです。伊丹

また、個人事業者の「消費税および地方消費税」
の申告と納税は、３月 31 日㈮までです。
N

伊丹市立産業・情報センター

332

伊丹市立美術館

伊丹

スポーツ
公民館

障がい者施策を審議する委員募集

問合せ 保険収納課

確定申告はお早めに

ＪＲ福知山線

子どもの“いま”と“明日”を
支えるために

マにした作文（800 字程度）を添えて、３月 21 日㈫
（必着）までに同室 kawa0014@city.kawanishi.
lg.jp へ

※「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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問合せ 子どもの人権オンブズパーソン

税の申告は３月15日までに

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

伊丹

ごみ
カレンダー

募用紙（市ホームページからダウンロード可）に必要
事項を書き、
「男女共同参画社会の実現に向けたこれ
からの課題」か
「私の考える男女共同参画社会」をテー

保険税（料）は納期内に納付を

活動報告と座談会

確定申告会場

案内
セミナー

員を２人程度募集します。任期は４月１日から 31 年３
月 31 日までの２年間です。
対 市内在住で、男女共同参画社会の実現に向けた取
り組みに関心がある人▷ 申 郵 市役所２階の人権推
進室と公民館、男女共同参画センターに備え付けの応

オンブズ“フォーラム”を開催

伊丹中央

阪急伊丹線

13

原付バイクなどの所有者
変更時に届け出を

問合せ 市民税課

（740）
1132

所有者が変更になった、または、盗難に遭った単
車や軽自動車は届け出が必要です。
３月 31 日㈮までに届け出がない場合は、４月１日
現在の所有者に 29 年度の軽自動車税が課税されま
す。
ミニバイクなど 125cc 以下の二輪車は、ナンバー
プレート（盗難の場合は不要）と標識交付証明書（登
録票）、印鑑を持って、市役所２階の市民税課へ。
また、125cc を超える二輪車は兵庫陸運部 050

（5540）2066 へ、軽自動車は軽自動車検査協会兵
庫事務所 050（3816）1847 へ。３月末は窓口が
混雑しますので、早めに届け出てください。

納期限は３月 31 日㈮です
国民健康保険税〈第９期〉
後期高齢者医療保険料〈第９期〉
詳しくは保険収納課 （740）
1177へ。

３月26日に保育料の
休日納付相談窓口を開設
３月 26 日㈰午前９時半から午後４時まで、市役所３階
のこども育成課 （740）1175 で。
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