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市政情報 topics
市政情報

65歳

求人・募集
案内

以上

肺炎球菌予防接種
未接種の人はお早めに

対象者は３月31日までに接種してください

問い合わせ 保健センター

ひな祭りにちなんだ企画展も同時開催

（758）
4721

公民館
発表・鑑賞

高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種していない人を
対象に、予防接種法に基づく予防接種を実施してい

スポーツ

ます。30 年度の対象者は右記の通りです。これま
で１度も接種していない人は、実施医療機関に事前
に予約の上３月 31 日㈰までに接種してください。

ごみ
カレンダー

自己負担額は 4,000 円。ただし、生活保護受給証
明書か中国残留邦人等支援給付者で本人確認証を持
参した人は無料です。市外（猪名川町除く）で接種す

る場合は、
事前に保健センターで手続きが必要です。

問い合わせ 郷土館

30 年度の対象者
年齢

生年月日

65 歳 昭和 28 年４月２日～昭和 29 年４月１日生まれ
70 歳 昭和 23 年４月２日～昭和 24 年４月１日生まれ

75 歳 昭和 18 年４月２日～昭和 19 年４月１日生まれ
80 歳 昭和 13 年４月２日～昭和 14 年４月１日生まれ
85 歳 昭和８年４月２日～昭和９年４月１日生まれ
90 歳 昭和３年４月２日～昭和４年４月１日生まれ

95 歳 大正 12 年４月２日～大正 13 年４月１日生まれ

100 歳 大正７年４月２日～大正８年４月１日生まれ

Attention

予診票を紛失した人は

セミナー
催し

肺炎を引き起こす肺炎球菌

保健センターに連絡してください

気管支炎や肺炎、敗血症などの合併症を引き起こ

すことがあります。肺炎は日本の主要４死因の一つ
であり、成人の肺炎のうち約３割は肺炎球菌が原因

健康
中央図書館

といわれています。

相談の案内

２月８日と 28 日に振り込みます
障害福祉各種手当

問い合わせ 障害福祉課

（740）
1178

福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を２

高齢者
福祉
子育て

月８日㈮に、重度心身障害者（児）介護手当を 28
日㈭に振り込みます。振込通知書は送付しないので、
通帳を確認してください。
３カ月以上の入院や、施設へ入所したときなど、
受給資格がなくなる場合があります。
また、障がいを持っている人で日常生活を営むの
に、常時介護を必要とする人は、手当の対象となる

コラム

場合があります。市役所１階の障害福祉課へ相談し
てください。

市有地を一般競争入札で売却
２月中旬から実施要領を配布

フォト
ニュース

問い合わせ 総務課

（740）
1140

市が所有する土地（栄町 739 番 10）を、一般競

争入札で売却します。
入札実施要領は、2 月中旬に市役所４階の総務課
に備え付ける他、市ホームページにも掲載します。
入札への参加方法など、詳しくは同要領を確認して
ください。
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大正・昭和がそろい踏み
展示 平成最後のひな人形展

2019.02

児童手当を２月８日に振り込みます
10 〜１月分

問い合わせ こども支援課

（740）
1179

２月８日㈮に、10 ～１月分の児童手当を振り込

みます。支払通知書は発送しないので、通帳を確認
してください。

２月 20 日に防災のための放送訓練
午前 11 時に放送

問い合わせ 危機管理課

（740）
1145

２月 20 日㈬午前 11 時ごろ、市内 25 カ所の屋
外スピーカーから全国一斉情報伝達訓練が放送され

ます（天候により中止する場合あり）。内閣府が全
国一斉に自動で配信するものです。

人権教育の今を考える

市人権教育研究大会を開催

問い合わせ 市人権教育協議会事務局

（740）
1150

主 市人権教育協議会▷ 時 ２月６日㈬午前９時

50 分
―午後４時▷ 場 アステ市民プラザ▷ 内 西播磨地区人
権教育研究協議会会長の古角美之さんの記念講演
「人権教育のいま、これから」
（午前）と研究討議（午
後）▷ 他 午前のみ手話通訳あり

２１
月

日

（794）
3354

４７

金 ～

月

日

日

午前10時―午後４時半

郷土館

大正期に作られた吹き抜けの源氏枠を持つ内裏び
なや昭和のひな飾り（古今びな）、元禄花飾り人形、

市松人形などを展示します。同時開催の企画展は下
記の通り。
小さな和の世界展
ひな
お雛様と昭和の街並みをミニチュアで
時 ２月 16 日㈯～３月 10 日㈰
吊るし雛さるぼぼ展
時 ２月 16 日㈯～４月３日㈬
まっち
燐寸コレクション展 だんかい・かいだん・方向転換
時 ２月 28 日㈭～５月６日㉁

証明書発行を一時停止

コンビニとアステ市民プラザ

問い合わせ

市民課 （740）
1340
アステ市民プラザ （740）
1115

コンビニとアステ市民プラザで行っている住民票

などの証明書発行を、設備保守点検のため一時停止
します。期間は、２月９日㈯午後５時以降と 10 日
㈰終日。

市への納付済額をお知らせします
通知希望者の申し込みを受け付け

問い合わせ

保険収納課
介護保険課

（740）
1177
（740）
1148

30 年１月から 12 月までの１年間、川西市に納付し
た国民健康保険税と後期高齢者医療保険料、介護保
険料の納付済額のお知らせを希望者に送ります。
申し込み時に被保険者の氏名、生年月日、各保険
の通知書番号・被保険者番号が必要です。すでに登
録済みの人は申し込み不要。川西市から転出、また

は他市から転入した人は、納付した市区町村へ。
申
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は市
役所１階の保険収納課、介護保険料は同１階の介護
保険課へ（市ホームページから申し込み可）

納期限は２月 28 日㈭
固定資産税・都市計画税〈第４期〉
課税については資産税課 （740）1133、納付
については市税収納課 （740）1134 へ

国民健康保険税〈第８期〉
後期高齢者医療保険料〈第８期〉
介護保険料〈第８期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、介護保険
課 （740）1148 へ

２月24日㈰に市税・保険税（料）の
休日納付相談窓口を開設
２月 24 日㈰午前９時半から午後４時まで、休
日納付相談窓口を開設します。市役所１階の
保険収納課 （740）1177 と介護保険課 （740）
1148、同２階の市税収納課 （740）1134 へ
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