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

民家も含めて調査などを進めています。現在、８月

案内・催し

川西市特産

スポーツ

いちじく
問合せ 産業振興課

Tel
（740）1164

川西市が発祥といわれる

ごみ
カレンダー

桝井ドーフィン品種
誕生から90周年を迎える
ブランド化へ向けた愛称の発表も

セミナー
公民館
健康

採れたて特産のいちじくを販売します。会場
では、品評会受賞品も販売。いちじくを使った
お菓子も並びます。また、７月に公募したいち
じくの愛称を発表。今後ブランド化に向けて、
商標登録します。

相談の案内
高齢者

主 市・市農業振興研究会・市営農研究会
時 ８月17日㈪午前10時から売り切れ次第終了
（午前９時半

までに並んでいる人に整理券を配布。
箱数制限あり）
場 アステ川西ぴぃぷぅ広場

上旬頃に発生確認調査を予定。ご協力をお願いしま
す。
なお、調査員は市が発行した身分証を携帯してい
ます。
また、この病気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。

景観計画リレーフォーラム
今回は中部編！

問合せ 都市計画課

Tel
（740）
1201

テーマは「開発団地景観」。講演やワークショッ
プを行うほか、市景観計画を紹介。
時 ８月 29 日㈯午後１時─４時▷ 場 緑台公民館▷ 講
県立大学大学院教授の平田富士男さん▷ 定 50 人▷
申 Tel Fax 先 ８月 24 日㈪までに、都市計画課や各行政
センターに設置の応募用紙（市ホームページからダ
ウンロードも可）に住所、氏名、電話番号を書き、
同課へ

成人式で 20 歳の抱負
発表しませんか？

問合せ こども・若者政策課

福祉
中央図書館

地域密着型サービス整備法人
９月４日まで公募します

問合せ 長寿・介護保険課

Tel
（740）1149

子育て応援
コーナー

９月４日㈮まで、介護老人福祉施設入所者生活介

護（29 人以下）
、小規模多機能型居宅介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う整備法人

コラム

を募集します。募集要項などは市ホームページで公
表しています。

フォト
ニュース

特定健診受診券を送付
キャンペーンもあります

問合せ 国民健康保険課

Tel
（740）2006

国民健康保険加入者で 40 歳（28 年３月末まで
に 40 歳になる人を含む）～ 74 歳の９～ 12 月生

脂肪測定機能付き体重計が当たるキャンペーンもあ
ります。
2015.08

Fax
（740）
1317

Tel
（740）
1246

28 年１月 11 日㈷午前 10 時半―午後０時半に文
化会館で行われる「成人式」で、20 歳の抱負を発
表する人を募ります。
対 平成７年４月２日から８年４月１日までに生まれ
た人▷ 申 郵「20 歳になって」をテーマにした作文（原

稿用紙に 2,000 字以内）と、住所、氏名、電話番号、
生年月日を書き、９月４日㈮（必着）までにこども・
若者政策課へ

特定保健指導の利用を
生活習慣の改善に

問合せ 国民健康保険課

Tel
（740）
2006

国民健康保険加入者で、特定健診の結果、メタボ
リックシンドロームのリスクが高い人に対して、健
診受診日から２～３カ月後に特定保健指導利用券を
郵送しています。
特定保健指導とは、健診結果をもとに日常生活を
見直して６カ月後の健康目標を設定し、具体的な生
活習慣の改善を自ら実践していくものです。利用券
が届いた人はぜひご利用ください。

問合せ 美化推進課

Tel
（759）8011

８月 15 日㈯・16 日㈰に、次の場所でお供え物
を回収します。両日とも正午までに出してください。

支給要件と所得制限あり

問合せ 子育て・家庭支援課

Tel
（740）
1179

児童扶養手当と特別児童扶養手当の申請を受け付
けています。それぞれ支給要件と所得制限がありま

お盆のお供え物を川に流すと蚊やハエが発生したり
川が汚れたりしますので、絶対にやめてください。
【南部地域】久成寺、川西南行政センター、加茂墓地、

す。
【児童扶養手当】対象は、平成９年４月２日以降に生
まれた、以下の要件を満たす児童を養育している人。

【中部地域】満願寺、明峰行政センター、光遍寺、
瀧門寺、浄徳寺、岡本寺駐車場、法泉寺、多田行政
センター、西方寺、緑台行政センター、けやき坂行
政センター、清和台行政センター

新規申請する人
同課で随時受け付け。申請日の属する月の翌月分
から支給
既に受給中か支給停止中の人

下加茂会館、コボリクラスタ花屋敷北側の橋、市道
11 号加茂３号橋横、浄福寺、観音寺、栄根寺廃寺
北側空き地、勝福寺、西福寺、福寿庵、萩原会館

【北部地域】頼光寺、慶昌寺、小童寺、大和行政セ
ンター、甘露寺、常福寺、大昌寺、慶積寺、北陵行
政センター、妙見ケーブル黒川駅前

公営霊園行きのバス
発車時刻が変わります

問合せ（一財）
都市整備公社

Tel
（740）1219

８月 13 日㈭～ 15 日㈯、公営霊園行きのバスを
下表の通り運行します。
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

発車時刻

間

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

※「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。

臨時福祉給付金を支給
26 年度に引き続き

問合せ 臨時福祉給付金専用ダイヤル

Tel 0570
（666）602

26 年度に引き続き、「臨時福祉給付金」を支給し
ます。支給額は 6,000 円。対象と思われる人へ８
月中旬に申請書を送付しますので、必要事項を書き、
押印の上、添付書類と一緒に返送してください。
申請期間は８月 20 日㈭から 28 年１月４日㈪（消
印有効）まで。８月 20 日から 31 日㈪まで（土・
日曜日を除く）は市役所１階市民ギャラリーでも申
請を受け付けます。

①離婚や未婚、死亡などで、父または母と生計を
共にできない児童②父または母に極めて重度の障が
いがある児童

▼

求人・募集
発表・鑑賞

これまで、モモ農家が集中する加茂地区を中心に、
強化対策地区を調査してきました（宝塚市も含む）。
感染の有無などを確認するため、農家だけでなく

まれの人に特定健診受診券を送付します。
１～８月生まれの人は既に送付。特定健診の受診
者から抽選で 100 人に、折りたたみ式自転車や体
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Tel
（740）
1164

児童扶養手当などの申請はお早めに

川に流さないで。

▼

問合せ 産業振興課

お盆のお供え物を回収します

現況届を８月３日㈪から 14 日㈮までは同課で、
15 日㈯は午前 10 時から午後３時まで市役所１階
の相談室で受け付け。また、17 日㈪から 21 日㈮
までは午後７時まで延長し、同課で受け付け
【特別児童扶養手当】対象は、20 歳未満で中度から
重度の障がいがある児童を養育している父または
母、養育者。
新規申請する人
同課で随時受け付け。申請日の属する月の翌月分
から支給
受給中か支給停止中の人
所得状況届を８月 10 日㈪から 21 日まで受け付
け
▼

市政情報

８月にもう一度実施予定

▼

ウメ輪紋病の発生調査

納期限は８月 31 日㈪です
市民税〈第２期〉

課税問合せ 市民税課 Tel（740）1132
納付問合せ 市税収納課 Tel（740）1134

国民健康保険税〈第２期〉
後期高齢者医療保険料〈第２期〉
介護保険料〈第２期〉
詳しくは市税収納課 Tel（740）
1134、
保険収納課 Tel（740）
1177、長寿・介護保険課 Tel（740）
1148へ。

８月 23 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
８ 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 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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