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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

高齢者外出支援
サービス事業

タクシー基本料金を助成

問い合わせ 美化推進課

求人・募集
案内・催し
公民館

受けていて、介護保険施設に入所していない③障害福祉課の実施するタクシー料
金助成事業の対象とならない―人。
申 窓 市役所１階の地域福祉課に備え付けの申請書（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を書き、同課へ
（740）
1174

ごみ
カレンダー

年金受給者の所在不明時は届け出を
近くの年金事務所に提出

問い合わせ 尼崎年金事務所

06
（6482）
4591

セミナー
発表・鑑賞
スポーツ
健康
中央図書館

年金を受けている人の所在が１カ月以上明らかで
ない場合、世帯員（住民票上の世帯が同一の人）は
所在不明の届け出を近くの年金事務所に提出してく
ださい。
受給権者に現況申告書を送付し、同申告書の返信
がない場合は、年金の支払いが一時止まります。所
在が明らかになった時は、受け取り再開の手続きが
必要です。詳しくはねんきんダイヤル 0570（05）
1165 へ。

相談の案内

各種手当を５月 10 日に振り込み
福祉手当、特別障害者手当など

問い合わせ 障害福祉課

（740）
1178

高齢者
福祉

福祉手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を
５月 10 日㈮に、重度心身障害者（児）介護手当を
30 日㈭に振り込みます。通帳で確認してください。

子育て

３カ月以上の入院や、施設へ入所したときなどは、
受給資格がなくなる場合があるので、申し出てくだ
さい。
また、障がいを持っている人で日常生活に常時介
護を必要とする人は、対象となる場合があるので、
市役所１階の障害福祉課へ。

コラム

５月 15 日に訓練放送

全国一斉情報伝達訓練を実施

問い合わせ 危機管理課

フォト
ニュース

する場合あり）
。放送は、内閣府がＪアラート（全
国瞬時警報システム）を通じて全国一斉に自動で配
信します。
放送内容が聞き取れない場合は、無料のテレホン
（367）889 で確認できます。
ガイド 0120
2019.05

図書館協議会委員を募集
任期は２年間

（755）
2424

運営に関して中央図書館長の諮問に応じ、サービ
スについて意見を述べる機関として「図書館協議会」
を設置しています。
同協議会の改選に伴い、委員を募集。任期は令和
元年７月１日～３年６月 30 日です。
対 図書館や読書活動に興味のある 20 歳以上の市
民▷ 定 １人▷ 申 郵 中央図書館に備え付けの応募
用紙（中央図書館ホームページ https://www.
library.city.kawanishi.hyogo.jp/ からダウンロー
ド可）に必要事項を書き、「図書館が子どもたちに
できること」をテーマとした作文（700 ～ 800 字）
を添えて、５月 22 日㈬（消印有効）までに〒 666
―0033・栄町 25―１のアステ川西内中央図書館
kawa0071@city.kawanishi.lg.jp へ

都市計画の見直し素案を閲覧
線引きや都市再開発方針など

問い合わせ 都市政策課

（740）
1201

県が決定する市街化区域および市街化調整区域の

区域区分（線引き）と都市再開発方針などについて、
令和２年度末の都市計画決定に向けて、見直し作業
を行っています。
市が作成した見直し素案を、５月 22 日㈬から６
月 11 日㈫まで、市ホームページや市役所５階の都
市政策課で閲覧可。市民の皆さんの提案を募ります。

（740）
1145

５月 15 日㈬午前 11 時ごろ、内閣府の全国一斉
情報伝達訓練を実施。市内 25 カ所の屋外スピーカー
を通じて訓練放送を行います（気象状況などで中止

（744）
1124

市美化運動推進協議会などが、５月 19 日㈰にク
リーンアップ大作戦を実施。午前９時 15 分に市役
所に集合し、阪急・能勢電鉄川西能勢口駅前や JR
川西池田駅前広場などで、ごみを拾います。
同活動や、各自治会で実施されるクリーンアップ
に参加し、市内の美化にご協力をお願いします。

喫煙マナーとポイ捨て防止
５月は重点啓発月間

問い合わせ 中央図書館

市民 2,000 人に委員募集案内を送付
市の重点施策を考える市民会議

問い合わせ 政策創造課

ダンス・ワークショップ参加者を募集

すてるより ひろう気もちが 街つくる

４月１日時点で次の全ての条件に当てはまる人に、タクシーの基本料金を
助成する利用券を交付します。①市内在住で 65 歳以上②要介護３～５の認定を

問い合わせ 地域福祉課

15

クリーンアップ大作戦に参加を

（740）
1120

市の特長を活かしたまちづくりの指針となる「川
西市総合戦略」。市民が主体となり重要な施策につ
いて話し合う、市民会議を設置します。委員を募集
するため、無作為に選出した市民 2,000 人に案内
を送付。積極的な参加をお願いします。

問い合わせ 環境衛生課

みつなかホールの舞台で発表

問い合わせ みつなかホール

ダンス・ワークショップ「みんなで踊ってみよう」
の参加者を募集。最終日は、舞台で発表会を開催。
時 対 ７月 26 日㈮～８月 23 日㈮の①午前 10 時―
正午②午後１時―４時（21 日㈬～ 23 日㈮は①②
とも午前 10 時―午後３時）
。全 11 回▷ 場 みつなか
対
ホール▷ ①小学４～６年生②中学生以上▷ 費 ①
2,000 円② 4,000 円（中高生 3,000 円）▷ 定 各 10
人▷ 申 先 みつなかホールへ

春は小学生の交通事故に注意

（740）
1202

「路上喫煙・ポイ捨て防止に関する要綱」を定め、
喫煙マナーの普及とポイ捨て防止のための呼び掛け
をしています。
５月は重点啓発月間として、阪急・能勢電鉄川西
能勢口駅北広場から JR 川西池田駅までの防止モデ
ル区域（２階デッキ部分）などで、啓発活動を実施
します。

トライやる・ウィークを実施

春の全国交通安全運動

問い合わせ 交通政策課

でもあります。
活動場所の提供や生徒の受け入れ、指導ボラン
ティアとしての参加などのご協力をお願いします。
学校名

実施期間

川西南中学校

５月 27 日㈪～ 31 日㈮

川西中学校

５月 27 日㈪～ 31 日㈮

明峰中学校

６月３日㈪～７日㈮

多田中学校

６月３日㈪～７日㈮

緑台中学校

５月 20 日㈪～ 24 日㈮

清和台中学校

５月 27 日㈪～ 31 日㈮

東谷中学校

５月 20 日㈪～ 24 日㈮

川西養護学校

交通遺児激励金の申請を受け付け
5 月 21 日締め切り

（740）
1212

市立中学校の２年生が、地域に学ぶ「トライやる・
ウィーク」に取り組みます。
この事業は、子どもたちが学校を離れ、店舗や施
設などで社会体験をすることで、地域の皆さんとふ
れあい、豊かな心を育むことを目的としています。
また、子どもたちが将来の進路について考える機会

10 月２日㈬～８日㈫

５歳児に子育て相談票を送付

問い合わせ 交通政策課

（758）
4721

平成 26 年４月２日～ 26 年９月 30 日生まれの
子どもを対象に子育て相談票を郵送します。子ども
の様子や育児の悩みなどを聞かせください。

（740）
1180

対 ５月１日㈷現在、市内に居住し、交通事故で保護

者（親権者か、親権者がいない場合は監護している
人）を失った小・中学生のいる家庭▷ 申 窓 市役所５
階の交通政策課に備え付けの申請書に必要事項を書
き、５月 21 日㈫までに同課へ

納期限は５月 31 日㈮です
納税通知書の発送は５月７日㈫です。
固定資産税・都市計画税
〈全期・第１期〉

納税通知書の発送は５月７日㈫です。課税の問い合わせ
は資産税課 （740）1133、納付は市税収納課 （740）
1134 へ

軽自動車税〈全期〉

納税通知書の発送は５月８日㈬です。課税の問い合わせ
は市民税課 （740）1132、納付は市税収納課 （740）
1134 へ
固定資産税・都市計画税、軽自動車税は

子育ての悩みを聞かせてください

問い合わせ 保健センター

（740）
1180

５月 11 日㈯～ 20 日㈪は「春の全国交通安全運動」
の期間、20 日は「交通事故死ゼロをめざす日」です。
春は入学・進級などを迎える小学生の交通事故が増
加傾向にあります。また、高齢者の交通事故者数の
減少をめざしています。子どもと高齢者を見掛けた
ら速度を落とすなど、優しい運転を心掛けましょう。

中学２年生が店舗や施設で社会体験

問い合わせ 学校教育課

（740）
1117

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■
■■
■■■■

「Yahoo ！公金支払い」でクレジットカー
ド納付ができます。詳しくは市税収納課へ

自動車税

詳しくは伊丹県税事務所 （785）
7451へ
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