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市政情報 topics
市政情報

訓練放送を5日に実施します
緊急地震速報を放送

川西の新時代を築く人募集

求人・案内
セミナー

11/12
必着

問い合わせ 危機管理課

11 月５日㈫午前 10 時ごろ、市内 25 カ所に設置
している屋外スピーカーから気象庁の緊急地震速報

1 次試験は 11 月 24 日㈰に実施

催し
発表・鑑賞

が放送されます（中止する場合あり）。
気象庁が、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する訓練放送です。

令和２年４月１日採用の職員を次の通り募集します。希望

放送内容が聞き取れない場合は、無料のテレホン
ガイド 0120（367）889 で確認できます。

者は、市所定の申込書または統一応募用紙に必要事項を書き、
11 月 12 日㈫（必着）までに市役所４階の職員課へ持参する
か、簡易書留郵便で郵送してください。募集要項は、同課と各

ごみ
カレンダー

11 月 11 日～ 17 日は税を考える週間

ラザ、中央図書館で配布します（市ホームページからダウンロー
ド可）。１次試験は、11 月 24 日㈰です。

問い合わせ 伊丹税務署

【土木技術職】

スポーツ
公民館

年 4 月１日生まれで、土木に関する専門課程を修了または令
和２年 3 月末までに終了見込みの人。

健康

（740）
1142

市で起業する女性のためのセミナー

中央図書館

問い合わせ 産業振興課

（740）
1162

相談の案内
高齢者
福祉

11 月 21 日㈭・SNS を活用したプロモーショ
ン講座。12 月 17 日㈫・緩めばブレない、ビジネ
スマインドの創り方講座。いずれも午前 10 時―正
午▷ 場 アステ市民プラザ▷ 対 市内在住の女性で起業
している人、起業を予定している人（市内で起業を
している女性であれば市外在住でも可）▷ 講 ㈱３
plus の三宅真司さん他▷ 費 各 500 円▷ 定 各 20 人
▷ 申 先 各講座の 1 週間前までに産業振興課へ
時内

子育て

11 月 24 日に

クリーンアップ大作戦

コラム

地域の清掃活動に協力を

Let's clean up our hometown together

フォト
ニュース

市美化運動推進協議会が中心となり、11 月 24 日㈰

に「クリーンアップ大作戦」として、阪急・能勢電鉄
川西能勢口駅周辺で清掃活動を行います。

各自治会でのクリーンアップに参加するなど、市内

の美化に協力をお願いします。
問い合わせ 美化推進課

2019.11

（744）
1124

（779）
6121

【書道・ポスターの展示】
11 月 11 日㈪～ 17 日㈰は「税を考える週間」で

募集人員は 5 人程度。対象は昭和 59 年４月２日～平成 12

起業に役立つ講座を開催

15

年末調整や軽減税率の説明会を開催

公民館、大和行政センター、アステ市民プラザ、キセラ川西プ

問い合わせ 職員課

（740）
1145

川西市・猪名川町住民大会を開催
安全・安心のため防犯講話などを実施

問い合わせ 生活相談課

（740）
1333

テーマは「みんなでつくろう安全・安心のまち」。
主 市・川西防犯協会他▷ 時 11 月 21 日㈭午後２時
から▷ 場 イナホール▷ 講 川西警察署員▷ 内 防犯講話
や警察官表彰、県警察音楽隊による演奏など

給与支払者に納入義務があります
給与所得者の市・県民税

問い合わせ 市民税課

（740）
1132

給与支払者は、所得税と同様に毎月支払う給与か
ら市・県民税を徴収し、給与所得者に代わって納入
する義務があります。給与所得者は給与から天引き
となり、納め忘れがなくなります。
給与支払者は、市・県民税の特別徴収をするよう
に手続きをして下さい。

福祉手当などを振り込み
支払通知書は発送しません

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
11 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。支払通知書は発送しません。

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ので、申し出て
ください。
また、障がいを持つ人で日常生活に常時介護を必
要とする人は、手当の対象になる場合があります。

す。同週間にちなみ、15 日㈮～ 20 日㈬に中央図
書館で市内の小学生が書いた税に関する書道やポス
ターを展示します。また、14 日㈭午後 2 時―4 時
にイオンモール伊丹で、ＰＲイベントも行います。
【年末調整と消費税軽減税率制度の説明会】
主 伊丹税務署▷ 時 内 11 月 27 日㈬①午後１時 15
分―２時・軽減税率制度②２時―４時・年末調整制
度▷ 場 みつなかホール▷ 対 源泉徴収義務者▷ 他 駐車
場がないため公共交通機関を利用してください

新しい国民健康保険証を送付
今年度は有効期限が 1 年に変更

問い合わせ 国民健康保険課

（740）
1170

現在の保険証は、更新のため、12 月から使えな
くなります。新しい保険証は 11 月中に簡易書留で
郵送。受け取った日から使用できるので、古い保険
証ははさみで切るなどして破棄してください。
新しい保険証の有効期限は、保険証の個人単位化
が予定されているため、令和２年 11 月 30 日㈪ま

での１年間になっています。それまでに 75 歳にな
る人などは、有効期限が短い場合がありますが、期
限が切れる前に、新しい保険証を郵送します。
また、保険税を滞納している人は、有効期限が短

い短期被保険者証を発行することがあります。
不在などで受け取れなかった場合は、12 月 10

日㈫から市役所１階の国民健康保険課で渡します
（事前連絡要）。
市外へ転出、または会社などの健康保険に加入し
た場合は、届け出が必要です。保険証と印鑑を持っ
て同課へ。

市プレミアム付商品券の購入引換券交付申請書

11 月
から

安心キットきんたくん

希望者に配布

緊急時に備え、かかりつけの医療機関や緊急
連絡先などを書き残しておく「安心キットきん
たくん」。11 月から配布対象者を広げ、希望者
全員に渡します。
自宅で倒れるなど本人
との意思疎通ができない
とき、駆け付けた救急隊
員が安心キットを確
認し、適切な救急
対応に役立てます。
希望者は市役所１階の
地域福祉課へ。
問い合わせ 地域福祉課

（740）
11７４

国民健康保険高額療養費の申請

診療月からおおむね３カ月後に申請書を送付

問い合わせ 国民健康保険課

（740）
2006

同月内の医療費（保険適用分）の自己負担額が高
額になったとき、申請して認められると、自己負担
限度額を超えた額が高額療養費として支給される制
度です。
対象者には、診療月からおおむね３カ月後に申請
書を送付。必要事項を記入・押印の上、領収書の写
しを添えて返送してください（一定の条件を満たし
ている人は自動振り込みとなる場合があります）。
高額な医療費を支払ったにも関わらず、診療月か
ら３カ月以上たっても申請書が届かない場合は国民
健康保険課へ。

納期限は 12 月２日㈪
個人事業税〈第２期〉

個人で事業を行う人にかかる県税です。詳しくは伊丹
県税事務所 （785）9417へ

国民健康保険税〈第５期〉
後期高齢者医療保険料〈第５期〉
介護保険料〈第５期〉

詳しくは保険収納課 （740）
1177、介護保険課

（740）1148 へ

平成 31 年度市民税が非課税の人（一部除く）で申請書を提出していない人は、

11 月 30 日㈯（消印有効）までに申請書を提出してください。詳しくは産業振興課（プレミアム付商品券担当） （744）0071 へ。
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