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市政情報 topics

年末年始の
業務日程
ごみ
カレンダー

川西市展
あなたの作品を出してみませんか

市政情報

令和２年２月４日㈫～８日㈯に開催される「川西市展」の作品を

川西のはがき絵カレンダーを販売
好きな場所を描いたはがき絵も募集

問い合わせ 都市政策課

平成 30 年度平通賞

「切り株（いのちつぐ）
」

平成 30 年度

市美術協会賞

「若かりし頃」

観光・スポーツ課や各公民館、キセラ川西プラザなどの公共施設に
備え付ける募集要項で確認してください。

求人
募集

洋画、日本画、書、工芸、写真、彫刻・立体造形、現代美術

費用

1,500 円（高校・大学・専門学校生は 500 円）

対象

案内
公民館
催し
セミナー

問い合わせ 保健センター

（758）
4721

文化・観光・スポーツ課

市有地を売却します

健康
スポーツ
相談の案内
高齢者

12 月４日に放送訓練を行います
市内の屋外スピーカーから放送

福祉
中央図書館

（740）
1219

子育て

（一財）市都市整備公社が、12 月 29 日㈰～ 31
日㈫に公営霊園行きのバスを下表の通り運行しま
す。また、霊園使用者を随時募集しています。申し
込み方法など詳しくは、同公社か市ホームページへ。

コラム

阪急バス
「川西バスターミナル」発着
（片道約 20 分）

阪急バス
「平野バスターミナル」
発着
（片道約 20 分）

フォト
ニュース

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

10：00
12：00
14：50
16：50

2019.12

９ ：10
11：10
14：00
16：00

「緑台四丁目」
「けやき坂
一丁目」
「けやき坂四丁目」
の各停留所に停車

令和２年１月 13 日キセラホール

ら内閣府の全国一斉情報伝達訓練が放送されます
（気象状況などで中止の場合あり）。内閣府がＪア
ラート（全国瞬時警報システム）で全国一斉に配信
します。放送内容は無料のテレホンガイド 0120

（367）889 で確認できます。

住宅改造費助成を受け付け
締め切りは 12 月 16 日

問い合わせ

地域福祉課
介護保険課

納付済額のお知らせの登録受け付け
登録済みの人は手続き不要

問い合わせ

保険収納課
介護保険課

（740）
1177
（740）
1148

平成 31 年１月〜令和元年 12 月に川西市に納付
した国民健康保険税・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」を登録者に送付し
ます。発送は２年１月下旬ごろ。希望者は、電話か
市ホームページで登録してください。登録済みの人
には引き続き送付します。納付額がない場合は送付
しません。また、昨年度まで封書で送付していまし
たが、今年度からはがきで送付します。
【対象の保険料（税）と連絡先】
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は保険収納
課、介護保険料は介護保険課へ

（740）
1145

12 月４日㈬午前 11 時ごろ、屋外スピーカーか

12 月 29 ～ 31 日の３日間

問い合わせ （一財）市都市整備公社

（740）
1130

市が所有する土地（中央町１―13 の宅地 478.66
平方㍍）を、一般競争入札で売却します。入札への参
加方法など詳しくは、12 月２日㈪以降に市役所４階
の企画財政課に備え付ける入札実施要領（市ホーム
ページからダウンロード可）を確認してください。

問い合わせ 危機管理課

公営霊園行きのバスを運行

（740）1106

中央町の宅地を一般競争入札

問い合わせ 企画財政課

令和２年３月に市内全戸に配布する、
「健康づく
り事業のご案内」パンフレットに広告を掲載する事
業者を募集します。費用は１枠２万円から。掲載条
件など詳しくは保健センターへ。
希望者は、同センターに備え付けの申込書（市
ホームページからダウンロード可）に必要事項を書
き、12 月２日㈪～ 26 日㈭（必着）までに〒 666
―0016・中央町 12―２の保健センターへ（持参可）。

「萩原台」
「西多田」
「けや
き坂一丁目」
「けやき坂四
丁目」の各停留所に停車
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平成 30 年度青木賞「冬の里山」
問い合わせ

広告掲載事業者を募集

冊 400 円で販売します（無くなり次第終了）。
また、市内にある「わたしの好きな場所」をテー
マにはがき絵を募集します。応募作品は市役所に展

ンロード可）を確認してください。

16 歳以上の人

令和２年３月に全戸配布するパンフレット

暮らしの風景を市民が描いた「生活景はがき絵」
のカレンダーが完成。市役所５階の都市政策課で１

成人 二十歳の節目を
地元川西で
式

示する予定です。
応募方法など詳しくは、同課や各行政センターな
どに備え付けの募集案内（市ホームページからダウ

募集。申し込み方法などは、12 月 18 日㈬から市役所２階の文化・

部門

（740）
1201

（740）
1174
（740）
1148

住宅のバリアフリー化をサポートする住宅改造費

助成の受け付けは、12 月 16 日㈪までです。耐震
診断が必要な場合もあるため、希望者は早めに申請

してください（工事の契約締結後は申請できませ
ん）。
一般型は市内在住で 65 歳以上の人がいる世帯、
特別型は市内在住で要支援・要介護認定、または障
害者手帳を持つ人がいる世帯が対象です。詳しくは、
一般型は地域福祉課、特別型は介護保険課へ。

控除の対象になる場合があります
65 歳以上の要支援・要介護認定者

問い合わせ 介護保険課

（740）
1148

65 歳以上で、12 月 31 日㈫時点で介護保険の要
支援・要介護認定を受けている人は、障害者手帳な
どを持っていなくても令和元年分所得税と２年度
市・県民税の「障害者控除」の対象になる場合があ
ります。希望者に「障害者控除対象者認定書」を交
付しますので、介護保険課に申請してください。

平成 24 年以降の認定申請書で「次年度以降の交
付を希望する」にチェックした人には２年１月下旬
に送付します。

おむつ代の医療費控除は申請を
要支援・要介護認定を受けた人

問い合わせ 介護保険課

（740）
1148

おむつ代の医療費控除を２年目以降も受ける場

合、要支援・要介護認定者は、介護保険課に申請し
てください。主治医意見書を確認の上、「おむつ代
の医療費控除確認書」を交付します。

対象者には案内状を送付します
令和２年１月 13 日㈷午前 11 時―午後０時半に、キ

セラホールで成人式を開催。オープニングアクトには
市出身アーティスト TeN さんが出演。成人式終了後に

アンケートに答えると、抽選でダイハツ工業㈱やアサ
ヒ飲料㈱、能勢電鉄㈱提供の賞品が当たります。

平成 11 年４月２日～ 12 年４月１日生まれの人を対

象に、12 月初旬に成人式の案内状を郵送します。案内
状が届かない場合はこども支援課へ。
問い合わせ

こども支援課

（740）1246

納期限は 12 月 25 日㈬
固定資産税・都市計画税〈第３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６期〉
後期高齢者医療保険料〈第６期〉
介護保険料〈第６期〉

詳しくは保険収納課 （740）
1177、介護保険課

（740）1148 へ

休日納付相談窓口を開きます
保育料の休日納付相談窓口は、12 月 15 日㈰午前９
時半から午後４時まで、市役所３階の幼児教育保育課
（740）
1175 で開設。
市税と保険税（料）の休日納付相談窓口は、12 月
22 日㈰午前９時半から午後４時まで、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 で開設します。
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