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市政情報 topics
市政情報

保険料免除制度と納付猶予制度があります

求人・募集
案内・催し

子 ど も を守る相談窓口

問い合わせ 医療助成・年金課

公民館
中央図書館

平日は毎日電話と窓口で受け付けています
大学教授や弁護士など専門知識を持った３人のオン

ブズパーソンと、４人の調査相談専門員が、困ってい

ることの問題解決に向けて一緒に考えます。子どもも

ごみ
カレンダー

おとなも相談できます。

相談数で圧倒的に多いのが「家族をめぐる問

題」。友人トラブルや進路問題の背後に、親子問
題や家庭生活上で困難を抱えていることが多いと
感じています。

相談を受ける中で気になるのが、子どもの存在

が置き去りにされていること。
「子

セミナー
発表・鑑賞

「自分一人が我慢すれば」
「ど

思わないでください。誰もが大
切にされるべき存在です。相

健康

談をお待ちしています。
代表オンブズパーソン
堀家由妃代

スポーツ

佛教大学准教授。特別支
援教育、教育社会学を
専門とする

相談の案内

子どもの人権オンブズパーソンは、子どもからの相談受け付けや人権擁護・救済の

申し立て、調査活動などを行っています。川西市が全国で初めて制度を導入し、20 年が経過しました。
問い合わせ 子どもの人権オンブズパーソン事務局

高齢者
福祉

夏の交通事故防止運動

子育て

問い合わせ 交通政策課

（740）
1180

コラム

夏の時期は、暑い時間を避けて朝夕に活動する高
齢者や夏休みに屋外で活動する子どもが増えます。
運転手も、レジャーなどにより交通状況が変わるこ
とや、暑さからくる疲れなどから交通事故の多発が
懸念されます。
一人一人が交通ルールを守り、交通事故を防止し
ましょう。

フォト
ニュース

市長の資産などを公開

問い合わせ 秘書広報課

（740）
1103

「川西市長の資産等の公開に関する条例」に基づ

き、
「資産等補充報告書」と「関連会社等報告書」
を公開します。いずれも、7 月 8 日㈪から市役所 2
階の市政情報コーナーで閲覧できます。
2019.07

市民の健康づくりと保健に関する重要事項を調
査・審議する「健康づくり推進協議会」の委員を２
人募集します。任期は９月 30 日㈪から２年間。年
３回程度の会議に出席し、医療・福祉関係者などと
共に審議します。
対 地域での健康づくりや保健の推進などに関心のあ
る市民▷ 申 郵 保健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、「健康づくりに大切なこと」をテーマにし
た作文（800 字以内）を添えて、７月 31 日㈬（必
着）までに〒 666―0016・中央町 12―２の保健セ
ンターへ
市職員が建築資材などを確認

浸水想定区域図を公表

問い合わせ 資産税課

猪名川などでの大雨を想定

問い合わせ 阪神北県民局宝塚土木事務所

0797
（83）
3189

猪名川（滝山町より上流）など県が管轄する河川
で、1,000 年に１度を超える大雨を想定した際の浸
水想定区域図を県が公表しました。県ホームページ
の他、市役所４階の危機管理課、各公民館などで閲
覧できます。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭のキャリアアップを支援

市役所 2 階の市政情報コーナー

（758）
4721

土地・家屋などの実地調査を行います

（740）
1235

朝夕の交通事故に注意

場合があります。

問い合わせ 保健センター

うせ言っても変わらないし」と

全国初の取り組み開始から 20 年

必要事項を書き、申請してください。
50 歳未満の人は、世帯主の所得に関わらず本人
と配偶者の所得によって保険料の納付が猶予される

年３回程度の会議に出席

いないと感じます。

市役所５階 平日午前 10 時―午後６時

経済的な理由などで保険料の納付が困難な人は、
保険料免除制度と納付猶予制度が利用できます。市
役所１階の医療助成・年金課に備え付けの申請書に

健康づくり推進協議会委員を募集

どもの最善の利益」が守られて

0120
（197）
505

（740）
1171

保険料を納め忘れていると、障害基礎年金や遺族
基礎年金が受給できない場合があります。

友達や家族に話しにくい悩み、打ち明けてみませんか

子どもの人権オンブズパーソン電話相談窓口
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国民年金の保険料納め忘れに注意

子どもの人権オンブズパーソン

問い合わせ こども支援課

（740）
1179

ひとり親家庭の父または母が、就職やキャリア

アップのために、雇用保険制度の教育訓練給付金の
指定教育訓練講座を受講した場合、入学料と受講料
の 60％（上限あり）が支給されます。
条件や手続きの方法など詳しくは、市役所３階の
こども支援課へ。講座受講前に手続きが必要です。

（740）
1133

地域の納涼祭と夏祭り
７月は３地域で開催

問い合わせ 参画協働課

（740）
1600

自治会やコミュニティ組織が下記の通り開催。
【盆踊り大会（川西北）】
時 ７月 27 日㈯午後６時半から（雨天時 28 日㈰）
▷ 場 川西北小学校
【清和台地区納涼祭（清和台）】
時 ７月 27 日㈯・28 日㈰。いずれも午後６時から
▷ 場 清和台中央公園
【納涼祭（東谷）】
時 ７月 27 日㈯午後５時から（雨天時 28 日㈰）▷
場 東谷小学校

市役所敷地内が全面禁煙になります
７月１日から

問い合わせ 保健センター

（758）
4721

県の「受動喫煙の防止等に関する条例」が改正さ
れたことを受け、７月１日㈪から市役所などの官公
庁施設の敷地・建物内とも原則禁煙になります。
条例の内容など詳しくは、県健康福祉部健康増進
課 078（341）7711 へ。

プレミアム付商品券取扱店を募集
事業者向け説明会を７月 19 日に開催

問い合わせ 産業振興課

（740）
1162

10 月から使用を開始する市プレミアム付商品券
を利用できる取扱店を募集します。希望者は、特
https://www.knt-ks.co.jp/
設ホームページ
kawanishi/ に掲載する募集要領を確認の上、イン
ターネットから申し込んでください。８月５日㈪ま

でに申し込んだ事業者は、利用できる店舗のマップ
に掲載します。詳しくは、㈱近畿日本ツーリスト内
「川西市プレミアム商品券取扱店募集係」 050

地方税法に基づき、固定資産税と都市計画税の課
税対象となる土地・家屋・償却資産の実地調査を行っ
ています。新築・増築家屋は、身分証と名札を携帯
した資産税課職員が、内外部の建築資材などを調べ

（3786）5514 へ。
７月 19 日㈮午後２時からアステホールで登録希

市役所２階の資産税課へ提出してください。ただし、
今年中に法務局で滅失登記をする場合は不要です。

納期限は７月 31 日㈬です

ます。適正な課税のための調査に、協力をお願いし
ます。家屋を取り壊した場合は、速やかに滅失届を

住民基本台帳の閲覧状況を公表
７月１日から市民課などで閲覧可

問い合わせ 市民課

（740）
1166

住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の
写しについて閲覧状況を公表します。平成 30 年度
の閲覧状況を、７月１日㈪～ 31 日㈬の平日に市役

所１階の市民課と各行政センターで閲覧できます。
また、市ホームページでも公表しています。

望者への説明会を行います。希望者は当日会場へ。

固定資産税・都市計画税〈第２期〉

課税に関する問い合わせは資産税課 （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１期〉
後期高齢者医療保険料〈第１期〉
介護保険料〈第１期〉

1177、介護保険課
詳しくは保険収納課 （740）
（740）1148 へ。
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