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

防災行政無線 試験

求人・募集

放送

11 月 24 日～ 27 日
午後１時半―５時
問合せ 危機管理室

Tel
（740）1145

地震や水害などの災害時に、避難など命を守る行
案内・催し

動を取ってもらうため、必要な情報を屋外の子局（ス
ピーカー）からお知らせします。
下記の日程で放送します。放送時間は約１分間。残
りの３子局は整備完了後、試験を行います。

セミナー

なお、本運用は 28 年度の予定です。
【実施日と放送する子局】
24 日㈫

東久代会館、川西南公民館、南花屋敷中央

会館、川西小学校、市役所、満願寺ふれあい会館

ごみ
カレンダー

25 日㈬

清和台公民館、けやき坂公民館、西多田変

26 日㈭

鼓ケ丘公園、多田公民館、多田中学校、緑

台公民館、陽明小学校、多田東小学校
黒川ケーブル前、黒川公民館、北陵公民館、

スポーツ
公民館

北陵小学校
※ 30 日㈪を予備日としています。

発表・鑑賞
健康

市立川西病院まつり
気軽に健康チェックを

問合せ 市立川西病院

Tel
（794）2321

相談の案内

11 月 22 日㈰午前 10 時から午後３時まで、同病
院で市立川西病院まつりを開催します。雨天決行。
内 医療講演会や健康相談、健康チェック、施設見学
ツアー、コンサート、消防はしご車・救急車の展示、
免震体験、子どもの遊び場、焼きそば・おでんなど
の模擬店、きんたくんと写真撮影、子ども消防士・

高 齢 者・ 福 祉
中央図書館

看護師記念撮影など

整備法人を公募します
地域密着型サービス

子育て応援
コーナー

問合せ 長寿・介護保険課

Tel
（740）1149

介護老人福祉施設入所者生活介護（定員 29 人以
下）や（介護予防）小規模多機能型居宅介護、定期

コラム

巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う整備法
人を募集します。詳しくは市ホームページ（ID 番
号 K18745 でサイト内検索）または長寿・介護保
険課へ。

フォト
ニュース

臨時福祉給付金を支給

問合せ

税を考える週間

申し込みは11月18日まで

問合せ 住宅政策課

書道・ポスターを展示

Tel
（740）
1200

問合せ 伊丹税務署

11 月 11 日㈬～ 17 日㈫は「税を考える週間」で
す。「税の役割と税務署の仕事」をテーマに、国税

希望者は、市役所５階の住宅政策課と各行政セン
ターに 11 月９日㈪から備え付ける「市営住宅入居申
込書」 に必要事項を書き、18 日㈬までに持参または

また、２日㈪午前 10 時から６日㈮午後１時まで
（４日㈬は休館）、中央図書館で市内の小学生が書い
た税に関する書道・ポスターを展示。20 日㈮はイ

よる制限などがあります。また、65 歳以上の人や障が
いのある人、寡婦（夫）などについては、一部の団地
に優先枠を設けています。

郵送（18 日の消印有効、ただし 20 日㈮必着に限る）
してください。
また、申し込みは、一世帯につき１通に限ります（２通
以上の申し込みは全て無効）。なお、今年度も県営住
宅は毎月募集しています。
団地名

間取り

戸数（優先枠） 対象世帯

栄南団地２号棟※１

２DK

１戸

２人以上

栄南団地２号棟※１

３DK

１戸

２人以上

栄南団地２号棟

４DK

１戸

３人以上

加茂桃源団地１号棟※２

２DK

１戸

２人以上

加茂桃源団地１号棟

３DK

加茂桃源団地３号棟

３DK

滝山団地

３DK

シュテルン山下

２LDK+Ｎ

２戸（１戸） ２人以上
１戸

２人以上

４戸（２戸） ２人以上
１戸

３人以上

※１ 過去に室内で死亡事故が発生した事故住宅です。
※２ 車いす対応の住宅です。

2015.11

庁ホームページ（URL ＝ http://www.nta.go.jp）
で税情報を提供するほか、国税電子申告・納税シス
テム（e-Tax）の周知、利用を促進します。

オンモール伊丹で「税を考える週間 PR イベント」
を開催します。きんたくんも登場しますので、ぜひ
来場してください。
【ICT を利用した申告書など作成】
画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額
などが自動計算され、所得税の申告書や青色決算書、
贈与税の申告書などが作成できます。
作成した申告書は、電子申告（e-Tax）と書面申
告どちらでも提出できます。
【納税証明書のオンライン請求】
自宅などからのオンライン請求で納税証明を受け
取る場合、電子署名と電子証明書の送信が不要にな
りました。詳しくは e-Tax ホームページ（URL ＝
http://www.e-tax.nta.go.jp）へ。

新たに天然記念物と史跡に

エドヒガン群落と多田銀銅山坑道群

問合せ 社会教育・文化財課

きんたくんのテーマソングに
ごみ収集時のメロディを変更

問合せ 美化推進課

Tel
（759）
8011

11 月９日㈪から、ごみの収集時のメロディを「赤
とんぼ」から「川西の元気いっぱいキャラクターき
んたくんのテーマソング」に変更します。

市保有の未利用地
一般競争入札で売却

問合せ 管財課

Tel
（740）
1152

市が保有する未利用地の平野自転車駐車場跡地を
一般競争入札で売却します。
入札予定日は 28 年１月 29 日㈮。実施要領などは、
市役所４階の管財課に備え付けているほか、市ホー
ムページに掲載します。

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。

Tel
（779）6121

入居者を下表の通り募ります。対象は、市内在住か
在勤３年以上で、現在、住宅に困っている人。収入に

電所前、明峰公民館、明峰小学校、明峰中学校

27 日㈮
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市営住宅の入居者を募集

源泉所得税の

問合せ 伊丹税務署

Tel
（779）6121

11 月 26 日㈭午後１時半から３時半まで、みつ
なかホールで説明会を開催します。対象は源泉徴収
義務者。年末調整や国税庁ホームページからの法定
調書などのダウンロードや作成方法について説明し
ます。

記帳説明会を開催
白色申告者向け

問合せ 伊丹税務署

Tel
（779）6121

11 月４日㈬午後２時から４時まで、アステホー
ルで事業・不動産所得者を対象に、記帳制度や記帳・
帳簿などの保存方法などについて、説明会を開催し
ます。

特別徴収で納税を

給与所得者の市・県民税

問合せ 市民税課

Tel
（740）1132

給与を支払う事業者は、地方税法などにより、毎
月支払う給与から市・県民税を徴収し、給与所得者
に代わって納入する義務があります。
給与所得者本人にとって納め忘れがなくなり、ま
た、年４回の普通徴収に比べ、年 12 回になるので
１回あたりの金額が少なくなります。
手続きがまだの事業者は、早めに特別徴収の手続
きをお願いします。

Tel
（740）1244

９月４日、県立一庫公園内の国崎字知明・卯ノ戸

のエドヒガン群落と、多田銀銅山坑道群の２件を市
指定文化財の天然記念物および史跡として、新たに
指定しました。
エドヒガンが群落として生育するのは、県内では
猪名川上流域に限られ、県のレッドデータブック B
ランクに指定。また、同坑道群は近世の採掘状況が
良好な状態で残り、鉱山採掘遺跡として重要なもの
です。今回の指定で、エドヒガン群落が４例目、坑
道群が２例目となりました。

明るい選挙推進講演会

政治や選挙をもっと身近に

問合せ 選挙管理委員会事務局

年末調整説明会

Tel
（740）1251

テーマは「朝ドラ主人公のモデル・広岡浅子もの

がたり―女性の輝く時代を求めて」。
主 市・市明るい選挙推進協議会▷ 時 11 月 25 日㈬
午後２時半―４時半▷ 場 市役所７階会議室▷ 講 上方
講談師の旭堂南海さん▷ 定 20 人▷ 申 Tel 先 11 月 13

日㈮までに選挙管理委員会事務局へ

納期限は 11 月 30 日㈪です
個人事業税〈第２期〉
個人で事業を行う人にかかる県税です。
詳しくは伊丹
県税事務所 Tel（785）9417へ。

国民健康保険税〈第５期〉
後期高齢者医療保険料〈第５期〉
介護保険料〈第５期〉
詳しくは保険収納課 Tel（740）
1177、
長寿・介護保険課 Tel
（740）1148へ。

11 月 22 日に市税と保険税（料）、
保育料、育成料の
休日納付相談窓口を開きます
11月22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 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。

14

