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　市教育委員会が、29
年４月に小学校入学予
定の幼児を対象に、内
科、眼科、歯科、耳鼻
科の検診を行います。
対象者は、９月下旬に
送付する健康診断通知
書を持って、保護者同
伴で午後１時 50 分から
２時半までに各小学校
へ来校してください。
　なお、９月 30 日まで
に健康診断通知書が届
かないときは、学校指
導課へ問い合わせを。また、就学を希望する外国籍
の人は、事前に市役所３階の学務課 （740）1256
で手続きをしてください。
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市役所への郵送は、〒666-8501と課・室名で届きま
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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就学予定児の健康診断を実施
29年度の小学校新入学生が対象

学校指導課　 （740）1254問合せ

　国民健康保険では、以下の①～③の条件を全て満
し、入院などの高額な医療費の支払いが困難な場合、
支払額を減免する制度があります。該当する人は国
民健康保険課へ。
　①天災や火災などの災害、事業の休廃止などによ
る収入の減少②世帯の収入合計額が一定基準（生活
保護基準の 1.3 倍）以下③世帯の預貯金合計額が一
定基準（生活保護基準の 3.3 倍）以下

国民健康保険の一部負担金減免制度
高額な医療費の支払いが困難な場合など

国民健康保険課　 （740）2006問合せ
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市政情報  topics

　 納期限は 10月 31 日㈪です
市・県民税（第３期）
課税については市民税課 （740）1132、
納付については市税収納課 （740）1134へ。

国民健康保険税〈第４期〉
後期高齢者医療保険料〈第４期〉
介護保険料〈第４期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、長寿・介護保険課

（740）1149へ。

10月23日に市税と保険税（料）の
休日納付相談窓口を開きます

　10月23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）
1149、同２階の市税収納課 （740）1134で。

「臨時福祉給付金」「年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年金受給者向け）」を支給。申請は 29 年１月４日㈬まで。

「臨時福祉給付金」などを支給 給付金専用ダイヤル　 0570（200）595

小学校名 健診日

川西小

久代小 10 月 18 日㈫
11 月 14 日㈪
10 月 14 日㈮
11 月　4 日㈮
10 月 17 日㈪
10 月 19 日㈬
10 月 26 日㈬
10 月 13 日㈭
11 月 11 日㈮
11 月　7 日㈪
10 月 24 日㈪
10 月 28 日㈮
10 月　5 日㈬
10 月 31 日㈪
11 月　2 日㈬
11 月　9 日㈬

加茂小

桜が丘小
川西北小
明峰小
多田小
多田東小

清和台小

緑台小
陽明小

清和台南小
けやき坂小
東谷小
牧の台小
北陵小

校区外就学希望制度
学務課　 （740）1256問合せ

　10 月初旬に、新入学予定の児童や生徒へ、校区
外就学希望についての案内を配布します。
　希望者は申請書に必要事項を書き、10 月 31 日
㈪午後５時半（必着）までに学務課へ提出してくだ
さい（郵送可）。
　なお、申請できる学校や人数などに制限がありま
す。10月14日㈮までに案内が届かないときなどは、
同課へ問い合わせてください。

10月14日までに案内を配布

適正利用に協力を！
消防課　 （759）9980問合せ

　近年、緊急性のない症状で救急車が出場すること
が増えています。本当に必要な人のために、適正利
用をお願いします。

“いのち”をはこぶ救急車

川西市市民憲章（案）
 経営改革課　 （740）1120　 （740）1315問合せ

　昭和 33 年に制定された、市民憲章の見直し案を
策定しました。同案は 10 月 14 日㈮から11 月 14 日
㈪まで、市ホームページに掲載する他、市役所４階の
経営改革課、同２階の市政情報コーナー、大和行政
センター、各公民館、中央図書館などで閲覧できます。
意見がある人は 11 月14 日（必着）までに、住所、氏名、
意見を書き、同課へ郵送かファクスで提出してくださ
い（市ホームページから送信可）。

あなたの意見を募集します

都市計画の変更案を縦覧
都市計画課　 （740）1201問合せ

　10月３日㈪～17日㈪、市役所５階の都市計画課
で、阪神間都市計画生産緑地地区の都市計画変更案
を縦覧します。市民または利害関係者で、変更案に
意見がある場合は、縦覧期間中に市長へ意見書を提
出できます。

生産緑地地区

地区計画の運用基準案を閲覧
都市計画課　 （740）1201問合せ

　10月３日㈪～17日㈪、市役所５階の都市計画課
で、「市街化調整区域における地区計画の運用基準
案」を閲覧します。市民や利害関係者で、基準案に
提案がある場合は、閲覧期間中に市長へ提案書を提
出できます。

市街化調整区域公募委員を募集
参画協働室　 （740）1105問合せ

　任期２年の公募委員を２人募ります。
対市内在住・在勤・在学者▷申 郵 市役所、各公民
館など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、「参画と協働
のまちづくり」をテーマとした作文（800 文字以内）
を添え、10 月 31 日㈪（必着）までに、参画協働
室へ▷問 kawa0197@city.kawanishi.lg.jp

参画と協働のまちづくり推進会議

公園灯のLED化を実施
公園緑地課　 （740）1185問合せ

　市が管理する都市公園・児童遊園地の既設公園灯
を、今年度から順次 LED 照明へ転換します。

省エネルギー、長寿命

あなたも里親になりませんか
こども家庭センター　 （756）6633問合せ

　さまざまな事情で自分の家庭で暮らせない子ども
たちを迎え入れ、深い愛情と理解をもって養育する

「里親」を求めています。また、地域に出向いて「里
親出前講座」を開催します。

10月は里親月間

喫煙マナーを守りポイ捨て防止
環境創造課　 （740）1202問合せ

　阪急・能勢電鉄「川西能勢口」駅周辺で啓発活動
を実施します。「マナーを守った喫煙と町の美化に
よるクリーン都市」の実現へ協力をお願いします。

10月は重点月間

救命講習を開きます
消防課　 （759）9980問合せ

　下表の通り開催します。普通救命講習Ⅰ・Ⅱは主
に成人、普通救命講習Ⅱは福祉施設職員やスポーツ
インストラクターなど職業上心肺停止者への応急対
応を期待される人（一般可）が対象。普通救命講習
Ⅲは主に小児（乳児を含む）に対する心肺蘇生法実
技講習。実
技救命講習
は救命入門
コースを受
講済みの人
が対象。定
員は各先着
40 人。 参
加賞あり。
　申し込み
は各受付開
始日以降に
消防課へ。

心肺蘇生法やAEDの使用方法

※都合により開催日を変更する場合があります

午後１時～４時  10月15日㈯
  10月25日㈫

受け付け中
開催日 講習時間 受付開始日

  11月24日㈭
  受け付け中
10月24日㈪

【普通救命講習Ⅰ】（３時間講習）

午後１時～４時
午後１時～４時

午後１時～５時 12月６日㈫ 11月６日㈰
開催日 講習時間 受付開始日

【普通救命講習Ⅱ】（４時間講習）

【普通救命講習Ⅲ】（３時間講習）

午後１時～４時  11月４日㈮ 10月４日㈫
開催日 講習時間 受付開始日

  12月15日㈭   11月15日㈫午後１時～４時

【実技救命講習】（２時間講習）

午後１時～３時10月３日㈪ 受け付け中
開催日 講習時間 受付開始日

広告掲載する事業者を募集
市民税課　 （740）1132、 資産税課　 （740）1133問合せ

　29 年度に発送する納税通知書の封筒裏面に、有
料広告を掲載する事業者を募集します。
　発送用封筒の種類と予定通数は、軽自動車税用
３万 6,000 通、固定資産税・都市計画税用６万通（い
ずれも 29 年５月初旬発送予定）、市・県民税用（普
通徴収用）４万 8,000 通（29 年６月初旬発送予定）。
　掲載を希望する事業者は、軽自動車税と市・県民
税用封筒分は市役所２階の市民税課に、固定資産税・
都市計画税用封筒分は同階の資産税課に備え付けの
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、10 月３日㈪から 11 月 15 日㈫ま
でに各課へ。なお、一部応募できない業種がありま
すので、事前に問い合わせてください。

納税通知書用の発送封筒

説明会は10月８日に開催します
都市計画課　 （740）1201問合せ

　高芝地区の地区計画原案の説明会を 10月８日㈯
午後２時から東久代会館で開催。また、同地区の地
区計画原案を 10月12日㈬～25日㈫に市役所５階の
都市計画課で縦覧します。区域内の土地所有者や利
害関係者で、原案に意見がある場合は、10月12日
～11月１日㈫に意見書を提出できます。

高芝地区の地区計画原案を縦覧

区画整理事業計画変更案を縦覧
地区整備課　 （740）1207問合せ

　阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理
事業の事業計画変更案を 10月11日㈫～24日㈪、市
役所５階の地区整備課で縦覧。利害関係者は、10月
11日～11月７日㈪に県知事へ意見書を提出できます。

阪神間都市計画事業中央北地区特定土地

10 ～ 12 月は、第４日曜日に交付窓口を開設しています。交付を希望する人は、事前に市民課へ予約してください。

マイナンバーカードの交付窓口について 市民課　 （740）1340


