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市役所への郵送は、
〒 666-8501 と課名で届きます。 記号の意味

市政情報 topics
市政情報

申し込みは金融機関か市税収納課

今、知っておきたい

求人・募集
案内

認知症

公民館
スポーツ

認知症地域資源ネットワーク
構築事業報告会・講演会

誰もがなる可能性がある認知症。認知機能を鍛える、また早
期発見・治療で、発症や進行を遅らせることができます。
【問い合わせ】中央地域包括支援センター （755）7581

認知症予防をめざす活動
「脳活」を紹介

市認知症行方不明者 SOS
ネットワークが変更

ぐるみで早期に発見する取り組み

告会の他、
「支える側が支えられ

動している脳活グループの取り組

を始めます。

るとき―認知症の母が教えてくれ

みを紹介する展示を行います。

たこと」をテーマに講演会を開催。

時 ３月１日㈮～８日㈮（初日は正

録されたメールアドレスに配信。

時 ３月 15 日㈮午後１時半―４時

午から、最終日は正午まで）▷ 場

登録方法など詳しくは、市役所１

▷ 場 みつなかホール▷ 対 市民▷ 講

市役所１階市民ギャラリー

階の介護保険課に備え付けのチラ

行方不明者の情報は、事前に登

シか市ホームページへ。

児童文学作家の藤川幸之助さん

健康
発表・鑑賞

【説明会】
時 ３月 25 日㈪午後２時―３時▷
場 市役所 2 階会議室

中央図書館

市の魅力的な景観を表彰
景観フォーラムを開催

問い合わせ 都市政策課

（740）
1201

相談の案内

３月 23 日㈯午後１時半―４時、景観フォーラム
を開催します。周辺の景観に調和した建築物や魅力
ある街並みづくりを先導するような取り組み、かわ
にし生活景はがき絵の中から魅力ある作品などに贈

高齢者
福祉

られる「かわにし景観賞」の表彰式の他、大阪大学
大学院教授の澤木昌典さんの講演と県立兵庫高校の

子育て
コラム

生徒の課題研究発表などを行います。
先
場 キセラ川西プラザ会議室▷ 定 100 人▷ 申 郵
市役所５階の都市政策課や各公民館などに備え付け
の応募用紙に必要事項を書き、３月 15 日㈮（必着）
までに都市政策課へ（市ホームページの申し込み
フォームから送信可）

巡回や高齢者宅の防火訪問を実施
３月１日～７日は全国火災予防運動

フォト
ニュース

問い合わせ 予防課

（757）
9946

「忘れてない？サイフにスマホに火の確認」をス
ローガンに、３月１日㈮～７日㈭に全国火災予防運

乾燥し、火災が発生しやすい気候となるため、防火
を心掛けてください。
2019.03

年１回の水質検査が必要
簡易専用水道と飲用井戸

問い合わせ 環境衛生課

（758）
3262

上水道から取水する、10 立法㍍以上の貯水槽が
ある施設は、年１回、掃除と点検、水質検査を行う
必要があります。また、飲み水として利用している
井戸も、年１回の水質検査が必要です。
該当する施設管理者や利用者は、必ず検査してく
ださい。

男女共同参画審議会委員を公募
任期は４月１日～ 33 年３月 31 日

問い合わせ

人権推進課 （740）
1150
kawa0014@city.kawanishi.lg.jp

性別に関わりなく、個性と能力を発揮できる男女

共同参画社会の実現をめざし、計画の策定や施策
を推進する「男女共同参画審議会」。同審議会の委
員２人を募集します。任期は４月１日～ 33 年３月
31 日の２年間。
対 市民▷ 申 郵
市役所３階の人権推進課と各公民
館、男女共同参画センターに備え付けの応募用紙（市
ホームページからダウンロード可）に必要事項を書
き、「男女共同参画社会の実現に向けたこれからの
課題」か「私の考える男女共同参画社会」をテーマ

にした作文（800 字程度）を添えて、３月 19 日㈫
（必着）までに人権推進課へ

キャッシュカード（一部対象外あり）を持参の上、
市役所２階の市税収納課で手続きしてください。
子どもオンブズ20周年

公営霊園行きバスの時刻が変更
３月 19 日～ 21 日に運行

（740）
1219

３月 19 日㈫～ 21 日㈷に公営霊園行きのバスを
下表の通り運行します。川西バスターミナルの発車
時刻が変わっていますので、注意してください。
なお、現在、霊園使用者を募集中です。
阪急バス
「平野バスターミナル」発着
（片道約 20 分）

往路（行き） 復路（帰り）
川西発
公営霊園発

往路（行き） 復路（帰り）
平野発
公営霊園発

８：35
10：35
13：35
15：35

９ ：30
11：30
14：20
16：20

途中、
「萩原台」
「西多田」
「け
やき坂１丁目」
「けやき坂４
丁目」の各停留所に停車

ださい。
伊丹税務署では、３月 15 日まで申告の相談は行いま
せん。ただし、申告書の受理や税金の領収、用紙の交付、
至 川西

N

す。また、個人 伊丹アイフォニック

３月 23 日㈯午後１時半―４時半（１時開場）、
子どもの「いま」と「明日」を考えるフォーラムを
開催。オンブズ活動報告の他、「子どもの人権オン
ブズパーソンのこれから」をテーマに、子どもの権
利条約総合研究所代表の荒牧重人さんの基調講演と
パネルディスカッションを実施します。パネルディ
スカッションには荒牧さんの他、宝塚市子どもの権
利サポート委員会委員の浜田進士さん、鹿児島純心
女子大学准教授の福田みのりさん、弁護士の吉川法
生さんがパネリストとして、京都大学大学院准教授
の大倉得史さんがコーディネーターとして登壇。
場 アステホール▷ 定 150 人▷ 他 手話通訳あり▷ 申
先 当日会場へ

10：00
12：00
14：50
16：50

状況によって早く締め切る場合があるので、注意してく

行などは行いま

子どもの人権オンブズパーソン事務局
問い合わせ
（740）
1235

阪急バス
「川西バスターミナル」発着
（片道約 20 分）

丹市立産業・情報センターで受け付けています。混雑の

納税証明書の発

フォーラムを開催

問い合わせ （一財）市都市整備公社

所得税及び復興特別所得税の確定申告は３月 15 日㈮
まで（土・日曜日を除く）の午前９時―午後４時に、伊

９ ：10
11：10
14：00
16：00

途中、
「緑台４丁目」
「けや
き坂１丁目」
「けやき坂４丁
目」の各停留所に停車

事業者の消費税

伊丹市立
産業・情報センター

ホール

334

と地方消費税の
申 告 と 納 税 は、 332
３月 29 日㈮ま

13

でです。

伊丹

とにグループを作り、各地域で活

４月 10 日㈬。市・県民税（普通徴収）が５月 10
日㈮です。
希望者は、金融機関の窓口に申込書を提出するか、

税 の申告は３月15日まで

ＪＲ福知山線

型ケアネットを中心とした事業報

市税は、口座振替で納付できます。31 年度の申
込期限は、固定資産税・都市計画税と軽自動車税が

Ｐ

認知症の病気などで行方不明に
なった人をメールを使って、地域

（740）
1134

伊丹
阪急伊丹線

セミナー
催し

ウォーキングや料理、旅行、パ
ソコンなど自分のやりたい内容ご

問い合わせ 市税収納課

所得税及び復興特別所得税

Ｐ

ごみ
カレンダー

認知症になっても安心して暮ら
せるまちにするために、地域包括

動が展開されます。期間中、市消防本部では事業所
への立入検査や広報車の巡回、一人暮らし高齢者宅
の防火訪問の他、火災予防行事を行います。空気が

15

市税の納付は口座振替が便利

伊丹中央
伊丹郵便局

問い合わせ

伊丹税務署 （779）
6121

市の財務などの監査結果を公表
市ホームページでも閲覧可

問い合わせ 監査委員事務局

（740）
1252

市の財務などの監査結果（定期監査などの結果と
監査結果に対する措置状況）を公表しています。結
果は、市役所２階の市政情報コーナーと市ホーム
ページで閲覧できます。また、現在実施している監
査の結果についても、随時公表します。

緊急速報・エリアメールを配信
阪神間７市１町の合同防災訓練

問い合わせ 危機管理課

（740）
1145

東日本大震災から８年。震災の風化を防ぎ、防

災意識を高めるため、３月 11 日㈪午前 10 時ごろ、
阪神間７市１町全域を対象に緊急速報メール・エリ

アメールを一斉配信します。メールを受信したら、
地震発生時の安全確保行動「まず低く」「頭を守り」
「動かない」を実践してください。
対応機種全てに届き、マナーモードなどでも受信
音が鳴ります。鳴ってはいけない場合は、設定をオ
フにするか電源を切ってください。

納期限は４月１日㈪
国民健康保険税〈第９期〉
後期高齢者医療保険料〈第９期〉
詳しくは保険収納課 （740）
1177 へ

14

