市政情報トピックス

市政情報
求人・募集
案内・催し

コミュニティ・自治会などで
納涼祭・夏祭り

７月 11 日に開催
住まいの耐震化市民フォーラム

コミュニティなどが次の通り。詳しくは参画協働
室☎（740）1105 へ。

住宅の耐震化を促進するため、NPO 法人「人・家・
街 安全支援機構」が、耐震診断・補強改修方法の

セミナー

（北陵）北陵ふるさとまつり＝８月１日㈯午後６
時から・北陵多目的広場▷（東谷）東谷ミニ夏祭り
＝７月 25 日㈯午後５時から・見んな野ふれあい広
場▷（牧の台）ふるさと大和納涼盆踊り大会＝８月
１日㈯・２日㈰午後６時半から・平木谷池公園グラ
ウンド▷（緑台・陽明）サマーカーニバル 2015 ＝

ごみ
カレンダー

とき＝７月 11 日㈯午後２時―３時 25 分▷とこ
ろ＝みつなかホール文化サロン▷定員＝先着 100
人 ▷ 申 込 み ＝ 電 話 か フ ァ ク ス で 同 法 人 ☎ 0120
（263）150、FAX 06（6456）1073 へ

８月１日㈯・２日㈰午後５時半から・陽明小学校▷
（多田）盆おどり大会＝８月 22 日㈯午後４時から・
多田小学校▷（清和台）清和台地区納涼祭＝８月１

公民館
発表・鑑賞
スポーツ

日㈯・２日㈰午後６時から・清和台中央公園▷（け
やき坂）けやき坂納涼祭＝８月１日㈯午後５時か
ら・けやき坂中央公園▷（川西北）盆踊り大会＝７
月 25 日㈯午後６時半から（雨天時 26 日㈰）
・川西
北小学校▷（川西）夏祭り・盆踊り＝８月１日㈯・
２日㈰午後６時から・川西小学校▷（桜が丘）桜小
学校区盆おどり＝８月１日㈯・２日㈰午後７時から・
桜が丘小学校
Ⅴ

健康・福祉

市政情報コーナで閲覧可能
市長の資産などを公開します

相談の案内
高齢者

「川西市長の資産等の公開に関する条例」に基づ
き作成された「資産等補充報告書」（26 年に新たに
所有した資産など）、
「所得等報告書」（26 年分）、
「関
連会社等報告書」（27 年４月１日現在、報酬を得て

中央図書館

会社、法人の役員に就くもの）を公開。各報告書は
７月１日㈬から市役所２階の市政情報コーナーで閲
覧できます。詳しくは秘書課☎（740）1103 へ。

子育て応援
コーナー

試験 防災行政無線
放送 ７月６日～９日
午後１時半ー５時

コラム

防災行政無線は、地震や水害などの災害時に避難など命
を守る行動を取ってもらうため、必要な情報を住民にお知
らせする設備です。

フォト
ニュース

試験放送の実施日時は７月６日㈪～９日㈭午後１時半―
５時の間で、放送時間は１カ所につき約２分間を予定。試
験放送を実施した子局は、今後、災害発生時など必要に応
じて仮運用します。
今回試験放送しない子局は、施設整備後 10 月以降に
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講演や、市が昭和 56 年５月以前に建てられた住宅
を対象に行っている耐震補助制度などの説明を。個
別相談会も（要予約）。

実施します。試験日など詳しくは危機管理室☎（740）
1145 へ。
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心肺蘇生法や AED の使用方法
普通救命講習会を開きます
普通救命講習Ⅰ・Ⅱは主に成人に対する講習で、
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
【普通救命講習Ⅰ】（3時間講習）
般も可）が対象
開催日
講習時間 受付開始日
です。普通救命
7月28日㈫ 13:00～16:00 7月14日㈫
講習Ⅲは主に小
8月21日㈮ 13:00～16:00 8月 7日㈮
児（乳児を含む）
9月28日㈪ 13:00～16:00 9月14日㈪
に対する心肺蘇
【普通救命講習Ⅱ】 （4時間講習）
生法実技講習で
開催日
講習時間 受付開始日
す。定員は各
7月 5日㈰ 13:00～17:00 受け付け中
コース先着 40
人。参加賞あり。 9月12日㈯ 13:00～17:00 8月28日㈮
各受付開始日以 【普通救命講習Ⅲ 】（3時間講習）
降に直接同本部
消防課☎（759）
9980へ。

開催日

講習時間

市では、行政に関する仕組みや制度、事業内容な
どを説明するまちづくり出前講座「行政編」と、市

民が講師となり福祉、健康、歴史などまちづくりに
関する講座を実施するまちづくり出前講座「市民編」
を実施しています。パンフレットは市役所４階の参
画協働室、各公民館、図書館、パレットかわにしな
どに設置 ( 市ホームページにも掲載 ) しています。
市内に在住・在勤・在学のおおむね 10 人以上の団体・
グループであれば開催できます。子ども向けや親子
で受講できる講座なども設けていますので、ぜひご
利用ください。詳しくは同室☎（740）1600 へ。

かわにし特産のいちじく
愛称を募集します
市農業振興研究会が特産物であるいちじくの栽培
が今年で 90 周年を迎えることを記念し、いちじく
の愛称を募集。選ばれた愛称は商標登録する予定で
す。
ハガキかファクス（740）1332 で、愛称と、そ
の理由、住所、氏名、年齢、電話番号を書き、７月
21 日㈫（必着）までに〒 666-8501・市役所２階
の産業振興課（同会事務局）へ（市のホームページ
からも可）。結果は８月 17 日㈪のいちじくの即売
会で発表します。選ばれた人には商品券（１万円相
当）といちじく製品をプレゼント。詳しくは、同課
☎（740）1164 へ。

受付開始日

8月 8日㈯ 13:00～16:00 7月24日㈮
※都合により開催日を変更する場合があります

実施日と放送する子局

（実施日は変更する場合があります）
６日㈪＝ 東久代会館、
川西南公民館、
南花屋敷中央会館、川西
市役所、
満願寺ふれあい会館、
明峰公民館▷７日㈫＝鼓ケ丘公
園、
西多田変電所前、
多田公民館、
けやき坂公民館、
清和台公民
館、
緑台公民館▷８日㈬＝北陵公民館、
黒川公民館、
黒川ケー
ブル前▷９日㈭＝予備日

行政編と市民編
まちづくり出前講座

子ども・子育て会議
公募委員を募集
子ども・子育て計画の推進などの調査審議に参画
する委員を公募します。
資格は７月１日㈬時点で市内に居住し、次に挙げ
る子どもの保護者を各１人。
①市内保育所、または認定こども園に通う保育認
定（２・３号認定）を受けた子どもの保護者
②市内幼稚園、または認定こども園に通う子ども
の保護者。（①の該当者を除く）
③小学生、または未就学の子どもの保護者（①②
の該当者を除く）
希望者は市役所３階のこども・若者政策課や各公
民館に設置している応募用紙（市ホームページから

ダウンロードも可）に必要事項を書き、７月 16 日
㈭（必着）までに同課へ郵送または持参を。応募多
数の場合は抽選。詳しくは同課☎（740）1246 へ。

夏の交通事故防止運動
７月 15 日～ 24 日
７月 15 日㈬から 24 日㈮までの 10 日間、「夏の
交通事故防止運動」が展開されます。一人ひとりが
交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣
づけることで、交通事故を防止しましょう。詳しく
は道路管理課☎（740）1184 へ。

住民基本台帳の閲覧状況を
公表します
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の
写しの閲覧状況を公表します。26 年４月１日から
27 年３月 31 日までの閲覧状況を７月１日㈬から
31 日㈮まで（土・日曜日、祝日を除く）、市役所１
階の市民課と各行政センター、市ホームページで公
表します。詳しくは同課☎（740）1166 へ。

AED の購入などにかかる
費用を助成します
自治会やコミュニティなどの地域活動団体が、
その活動の拠点となる施設に自動体外式除細動器
（AED）を設置する際、購入やリースなどに係る費
用の一部を助成します。助成金額など、問い合わせ
は生活相談課☎（740）1333 へ。

納期限は７月 31 日㈮です
○固定資産税・都市計画税〈第２期〉
課税問合せ：資産税課☎（740）1133

○国民健康保険税〈第１期〉
○後期高齢者医療保険料〈第１期〉
○介護保険料〈第１期〉
納付は安心便利な口座振替で。市内の指定金融機関
へ申し込んでください。詳しくは市税収納課☎（740）
1134、保険収納課☎（740）1177、長寿・介護保険課
☎（740）1148 へ。

７月 26 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
７ 月 26 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）1148、同２階の市税収納課☎（740）
1134、 同 ３ 階 の こ ど も 育 成 課 ☎（740）1175 と 地
域こども支援課☎（740）1215 で。
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