市役所へ郵送の場合、〒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

記号の意味
他 その他

場合、
市が主体・主催で、
受付時間は執務時間中。 着順

主 主体・主催

時 日時

申 申し込み（ 郵 郵便で

場 ところ

Tel 電話で

抽 定員超過の場合は抽選） 問 問い合わせ

対 対象

資 資格

Fax ファクスで
Tel 電話番号

講 講師

内 内容

種 種目

HP web 送信フォームから

Fax ファクス番号

費 費用

窓 窓口のみ

HP ホームページ

定 定員

先先

Mail E-mail

市政情報トピックス

市政情報

広告掲載事業者を募集
健康づくり事業のご案内

問合せ 保健センター

Tel
（758）4721

年末年始の
業務日程

28 年４月に市内全戸に配布する「健康づくり事
業のご案内」パンフレットの中刷り下部欄外に、有

ごみ
カレンダー

料広告を掲載する事業者を募ります。保健センター
に設置の申込書に必要事項を書き、12 月１日㈫か
ら 12 月 25 日㈮（必着）までに〒 666―0016・中

央町 12―２の同センターへ持参か郵送してくださ
い（申込書は市ホームページからダウンロード可）。

求人・募集
案内

線引き見直し関連の都市計画
変更案を縦覧

問合せ 都市計画課

Tel
（740）1201

発表・鑑賞

12 月８日㈫から 22 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

スポーツ
中央図書館

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（東畦野山手
地区、多田グリーンハイツ向陽台地区）

公営霊園行きのバス
発車時刻が変わります

問合せ（一財）市都市整備公社

12 月 29 日㈫～ 31 日㈭、公営霊園行きのバスを
下表の通り運行します。なお、27 年度から、発車
時刻を変更していますのでご注意ください。

区

キセラ川西（中央北地区）内

セミナー

問合せ 都市計画課

Tel
（740）1201

公民館
催し

12 月６日㈰午前 10 時から、９日㈬午後 7 時か
ら▷ 場 市役所２階会議室
時

健康

景観フォーラム

旧黒川小を考える

問合せ 都市計画課

Tel
（740）1201

Fax
（740）1317

12 月６日㈰午後１時―４時（開場午後０時半）
▷ 場 黒川公民館▷ 講 明石高専教授の八木雅夫さん▷
内 旧黒川小学校の景観に関する基調講演やパネル
ディスカッションなど▷ 定 40 人▷ 申 郵 Tel Fax 先 都市
計画課や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、12 月３日㈭（必着）までに同課へ
時

８：30、10：30、

→ 公営霊園

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

献血をしたことはありますか
救われる命があります

相談の案内
高齢者・福祉

の協力が必要です。
市では、中学校区ごとに組織される献血推進協議
会というボランティア団体の協力のもと、献血活
動をしています。市内での献血日程は、毎月の市

子育て応援
コーナー

一般競争入札

コラム

Tel
（740）1152

フォト
ニュース

市が保有する未利用地（丸山台３丁目）を一般競
争入札で売却。実施要領などは市役所４階の管財課

で配布するほか、市ホームページに掲載しています。
臨時福祉給付金を支給

問合せ

Tel
（758）
4721

善意の献血で救われる命。毎日多くの尊い生命が
輸血により救われています。
がんなどの病気の人をはじめ、県下では１日約
400㍉㍑× 450 人分の血液を必要としている人が
います。
血液は生きた細胞で、長期間保存することができ
ません。赤血球は 21 日間、血小板はわずか４日間
しか保存することができないため、継続的な献血へ

未利用地を売却

問合せ 管財課

発車時刻

間

阪急バス
「川西バスターミナル」
停留所

問合せ 保健センター

用途地域変更に関する説明会

Tel
（740）
1219

広報や市ホームペー
ジに掲載しています
ので、多くの人の参
加をお待ちしていま
す。
冬場は特に献血協

力者数が減り、血液
が 不 足 し が ち で す。
寒さが厳しい季節で
すが、皆さんのご協
力お願いします。

臨時福祉給付金担当 Tel（740）1192

消費税率が８％に引き上げられたことに伴い、所得の低い人の負担を緩和するため、
「臨時福祉給付金」を支給します。申請
期限は 28 年１月４日㈪までです。
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留守家庭
児童育成

クラブ入所児を募集

問合せ 地域こども支援課

年末の交通事故防止運動
12月１日から10日まで
Tel
（740）1184

12 月１日㈫から 10 日㈭まで「年末の交通事故
防止運動」が展開されます。
「子どもと高齢者の交通安全」を運動の最重点と
するほか、①飲酒運転の根絶②夕暮れ時の交通安全
③自転車の交通安全④後部座席を含めた全ての座席
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―を運動の重点とします。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」を心掛けましょう。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しま
しょう。
また、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。

防災資機材を整備しました
自主防災組織の活動を充実

問合せ 危機管理室

28 年

12 月１日 １月９日
～

※新小学１～５年生対象

Tel
（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（分室以外延長あり）保育する同クラブの 28 年度入
所児童（新小学１～５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㈫～ 28 年１月９日㈯に同課へ。
なお、12 月 20 日㈰、１月９日は、同課窓口にて午前９時
半―午後４時の間に受け付けます。
現在、育成クラブに入所している児童およびその弟妹の
新小学１年生は 12 月１日～ 26 日㈯の閉所時間までに必
要事項を書いた申請書を各クラブへ。
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、申請書類が不足している場合は受け付けできません
ので、不備のないように注意して下さい。詳しくは 28 年
度入所のしおりまたは同課へ。

問合せ 道路管理課

募集期間

Tel
（740）1145

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

会貢献事業）を受け、トランシーバーおよびメガホ
ンを整備しました。災害時や訓練時などの情報収集、
避難誘導などに利用することができ、自主防災組織
の活動をよりいっそう充実させ、災害による被害の
軽減に効果を発揮することが期待されます。

◎留守家庭児童育成クラブ
仕事などにより、保護者が家
庭にいない児童が対象。放課
後や夏休みなどの長期休暇
に、遊びや生活の場を提供。

差し押さえた不動産
公売します

問合せ 債権回収課

Tel
（740）1136

12 月８日㈫午後１時半から市役所２階会議室で、
市税などの滞納で差し押さえた不動産について、入
札の方法により公売を実施します。
ただし税金が納付された場合など、予告なく公売
を中止する場合があります。詳しくは債権回収課か
市ホームページへ。

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 Tel（740）
1133、
納
付については市税収納課 Tel（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 Tel（740）
1177、
長寿・介護保険課 Tel
（740）1148へ。

12月27日㈰に市税と保険税（料）、
保育料、
12月20日㈰に育成料の休
日納付相談窓口を開きます
いずれも午前９時半から午後４時まで、市役所１
階 の 保 険 収 納 課 Tel（740）1177と 長 寿・ 介 護 保 険 課 Tel
（740）1148、同２階の市税収納課 Tel（740）1134、同
３階のこども育成課 Tel（740）1175と地域こども支援
課 Tel（740）1215で。
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