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

主 主体・主催

時 日時

申 申し込み（ 先 先着順

場合、
市が主体・主催で、
受付時間は執務時間中。 送信フォームから

場 ところ

対 対象

資 資格

抽 定員超過の場合は抽選

窓 窓口のみ） 問 問い合わせ

Tel 電話番号

講 講師

郵 郵便で

内 内容

Tel 電話で

Fax ファクス番号

種 種目

費 費用

Fax ファクスで

HP ホームページ

定 定員

HP web

Mail E-mail

市政情報トピックス

市政情報

使用期間は 12 月 31 日まで

求人・募集

きんたくん

プレミアム付商品券

案内・催し

２度目の抽選
当選者にハガキを送付
問合せ フリーダイヤル

Tel 0120
（118）708

スポーツ
発表・鑑賞
ごみ
カレンダー

総発行部数 60,000 冊のうち、７月１日～５日に、子
育て世帯を対象に、15,753 冊を販売しました。
また、残りの 44,247 冊の抽選では、33,485 人の応募
で 10,245 人が当選し、７月 25 日～８月７日の引換販
売で、42,619 冊が引き換えられました。残りの 1,628
冊について、１次抽選に外れた人を対象にもう一度抽
選を行いました（市外応募者除く）。当選者には８月 28
日にハガキを送付しています。使用期間は 12 月 31 日
㈭までで、引き換えは市役所のみで行います。

セミナー
公民館
健康・福祉

入札などの参加資格審査申請
追加受け付け

問合せ 契約課

Tel
（740）1143

相談の案内

27・28 年度に市が発注する建設工事や測量・建
設コンサルタントなどの業務委託、物件の買い入れ
など、入札などの参加に必要な資格審査申請（指名
願）を 10 月１日㈭から 30 日㈮まで受け付けます。

優良従業員・技能功労者表彰
申請してください

問合せ 産業振興課

Tel
（740）
1162

選挙管理委員会

高齢者
中央図書館

問合せ 選挙管理委員会事務局

Tel
（740）1251

子育て応援
コーナー

任期満了による改選後、初めての委員会で、委員
長に宮路尊士さん、同職務代理者に山口彰さんが選
出されました。その他の委員は、真鍋由香里さん、
加門文男さんです。

コラム

甲種防火管理新規講習

要件により一部科目免除あり

問合せ 消防本部予防課

Tel
（757）9946

フォト
ニュース

10 月 22 日㈭・23 日㈮午前 10 時―午後４時半
場
▷ 消防本部▷ 費 5,000 円▷ 定 70 人▷ 他 自衛消防
時

業務講習または消防設備点検資格者講習修了者は一
部科目免除有り▷ 申 窓 先 ９月 18 日㈮から費用持参
の上、同本部か北消防署へ

臨時福祉給付金を支給
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問合せ こども育成課

９月21日㈷～30日㈬

Tel
（740）1175

問合せ 道路管理課

28 年度入園の市立幼稚園児を次の通り。
【対象】市内に保護者と居住し、住民登録をしてい

【技能功労者】市内事業所に勤務する技能者または、
市内で事業を営む技能者で、30 年以上経験があり
優れた技能を持つ 50 歳以上の人

に合わせて３歳児（24 年４月２日から 25 年４月
１日生まれ）。
【募集説明会】10 月１日㈭午後３時から各幼稚園で

㈬までに申請を。表彰式は 11 月 24 日㈫です。
【優良従業員】市内事業所に 30 年以上勤務し、商
工業の振興発展に寄与した人

コミュニティチャレンジ事業審査会
９月18日に開催

問合せ 参画協働室

Tel
（740）
1105

各地域の大きな課題解決に挑戦する「コミュニ
ティチャレンジ事業」。事業の選定のために、公開
審査会を９月 18 日㈮午後１時から市役所７階会議
室で開催します。
市では、今年度から地域分権制度の適用を受けた
コミュニティ組織に、地域づくり一括交付金を交付
しています。
中でも大きな課題解決に向けて取り組む「コミュ
ニティチャレンジ事業」として、選定された事業に
は、28 年度の交付金が加算されます。

相談窓口を設置します
成年後見制度

Tel
（764）
6110

市社会福祉協議会が成年後見制度に関する説明な
どの相談窓口を市内２カ所の老人福祉センターに開
設します。
主 市社会福祉協議会▷ 時 場 毎月第３月曜日午後１時
―３時・一の鳥居老人福祉センター、毎月第２水曜
日午後１時―３時・久代老人福祉センター

権利擁護フォーラム
９月７日に開催

問合せ 市成年後見支援センター

Tel
（764）
6110

テーマは「市民が市民を支えるしくみ―市民後見
人の意義と役割」。
主 市社会福祉協議会▷ 時 ９月７日㈪午前 10 時半―
午後０時半▷ 場 アステ市民プラザアステホール▷ 講
大阪市立大学大学院教授の岩間伸之さん▷ 定 300
人▷ 申 Tel 先 市成年後見支援センターへ
専用ダイヤル

る４歳児（23 年４月２日から 24 年４月１日生まれ）
および５歳児（22 年４月２日から 23 年４月１日
生まれ）。なお、加茂幼稚園では、４歳児、５歳児

行います。
【願書の配布】10 月１日・２日㈮午後３時―４時半。
各幼稚園で行います。
【願書の受け付けおよび面談】10 月７日㈬・８日㈭・
９日㈮。時間は各幼稚園で指定します。
【その他】応募は一園のみ。募集人員を超えて入園
希望があった場合は抽選。特別な支援を必要とする
幼児の就園は、事前に教育相談センター Tel （758）
8680 に相談を。

景観計画リレーフォーラム
今回は南部編！

問合せ 都市計画課

Tel
（740）1201

Fax
（740）1317

テーマは「河川景観」。
時 9 月 19 日㈯午後１時半─３時 40 分▷ 場 川西南
公民館▷ 講 流域ネット猪名川代表の楢原朋子さん▷
内 講演や市景観計画の紹介▷ 定 50 人▷ 申 Tel Fax 先 ９
月 17 日㈭までに、同課や各行政センターに設置の
応募用紙（市ホームページからダウンロード可）に
住所、氏名、電話番号を書き、都市計画課へ

公営霊園行きのバス
お彼岸の季節。時刻変更

問合せ（一財）
都市整備公社

Tel
（740）1219

Tel 0570
（666）602

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

間

発車時刻

→ 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

９：30、11：30、

→ 公営霊園

14：20、16：20

公営霊園 →

10：00、12：00、

阪急バス「川西バスターミナル」停留所

14：50、16：50

公営霊園 →

９：10、11：10、
14：00、16：00

阪急バス「川西バスターミナル」停留所

阪急バス「平野バスターミナル」停留所

Tel
（740）1184

子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本とす
るほか、①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の
交通事故防止②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③飲酒運転の根絶④
早めのライト点灯の推進―を運動の重点とします。

下水道事業受益者負担金
納期限は９月30日

問合せ 上下水道局経営企画課

Tel
（740）
1261

27 年度下水道事業受益者負担金１期分と一括納
付（報奨金差し引き額を納付）の納期限は９月 30

日㈬です。納付書を持って、近くの金融機関で納め
てください。対象者には納付書を郵送します。

実地調査に協力してください
課税対象となる固定資産

問合せ 資産税課

Tel
（740）1133

固定資産税・都市計画税の課税対象となる土地・
家屋・償却資産の実地調査を法に基づいて行ってい
ます。新築・増築家屋の調査では、身分証を携帯し、
名札を着用した資産税課職員が訪問し、内外部の建
築資材などを調べます。
翌年度以後の適正な課税のための大切な調査です
ので、ご理解とご協力をお願いします。
また、年内に家屋を取り壊した場合は、速やかに
滅失届を市役所２階の資産税課へ提出してくださ
い。ただし、今年中に法務局へ滅失登記をする場合
は不要です。

納期限は９月 30 日㈬です

９月 21 日㈷～ 23 日㈷、公営霊園行きのバスを下

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。

秋の交通安全運動

28年度入園

下記の対象者がいる事業所は、市役所２階の産業
振興課に設置の用紙に必要事項を書き、９月 16 日

問合せ 市成年後見支援センター

委員長が決まる

市立幼稚園児募集

※「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。

国民健康保険税〈第３期〉
後期高齢者医療保険料〈第３期〉
介護保険料〈第３期〉
詳しくは保険収納課 Tel（740）
1177、
長寿・介護保険課 Tel
（740）1148へ。

９月 27 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
９月 27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（ 7 4 0 ） 1 1 4 8 、 同 ２ 階 の 市 税 収 納 課 Tel（ 7 4 0 ）
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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