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市政情報  topics

個人事業税の納税について
伊丹県税事務所　 （785）9417問い合わせ

　個人事業税は所得税や住民税とは別に、個人で事
業を行う人にかかる県税です。年２回に分けて納め
ることになっています。納期限までに必ず、最寄り
の銀行などの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コ
ンビニエンスストア（30 万円以下の納付書のみ）、
県税事務所で納めてください。なお、納税には口座
振替制度が便利です。

納期限までに納付を

納期限は８月 31日㈪

個人事業税〈第１期〉
詳しくは伊丹県税事務所 （785）9417 へ

市・県民税〈第２期〉
課税については市民税課 （740）1132、納付につい
ては市税収納課 （740）1135 へ

国民健康保険税〈第２期〉
後期高齢者医療保険料〈第２期〉
介護保険料〈第２期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、介護保険課

（740）1148 へ

　

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響などを
受け、今年度の「猪名川花火大会」「川西おも
ろ能」「川西一庫ダム周遊マラソン大会」を中
止します。詳しくは文化・観光・スポーツ課へ。

【いちじくの品評即売会も中止】
　毎年８月中旬に開催している「いちじくの品
評即売会」についても中止します。詳しくは産
業振興課へ。
　川西特産のいちじく「朝採りの恵み」は、多
田桜木にある農協市場館「四季の郷」や伊丹市
のファーマーズマーケット「スマイル阪神」の
直売所、市内のスーパーマーケットなどで販売
されます。

文化・観光・スポーツ課　 （740）1161
産業振興課　 （740）1164

問い合わせ

一部のイベントを中止
新型コロナウイルス感染症の影響などを受け

花火大会やマラソン、いちじく即売会など

障がい福祉の各種手当を振り込み
障害福祉課　 （740）1178問い合わせ

　福祉手当・特別障害者手当・障害児福祉手当を８
月７日㈮に、重度心身障害者（児）介護手当を 27
日㈭に振り込みます。支払通知書は発送しないため、
通帳を確認してください。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
あるので、障害福祉課へ問い合わせてください。
　また、障がいがある人で、日常生活を営むのに常
時介護を必要とする人は、手当の対象となる場合が
あります。該当する人は同課へ。

通帳の確認を

五つ星ひょうご出品者を募集
産業振興課　 （740）1162問い合わせ

　県の産品・逸品を全国に発信するための統一ブ
ランド名「五つ星ひょうご」に出品する商品を
募集。期間は８月３日㈪～９月 30 日㈬です。詳
しくは、五つ星ひょうごホームページ http://
www.5stars-hyogo.com/ へ。また、五つ星ひょ
うごに選定された事業者に、市から補助金 10万円
を交付。応募者は10月12日㈪までに産業振興課へ。

選定された事業者には市補助金 10 万円

お盆のお供え物を回収
美化推進課　 （744）1124問い合わせ

　８月 15日㈯・16日㈰に市仏教会などの協力で、
次の場所でお供え物を回収します（いずれも正午ま
で）。お供え物を川に流すと蚊やハエが発生したり
川が汚れたりするため、流さないでください。
【南部地域】
久成寺、川西南行政センター、加茂墓地、下加茂会
館、コボリクラスタ花屋敷北側の橋、市道 11号加
茂３号橋横、浄福寺、観音寺、栄根寺廃寺北側空き地、
勝福寺、西福寺、福寿庵、萩原会館、満願寺、明峰
行政センター
【中部地域】
光遍寺、瀧門寺、浄徳寺、岡本寺駐車場、法泉寺、
多田行政センター、西方寺、緑台行政センター、け
やき坂行政センター、清和台行政センター
【北部地域】
賴光寺駐車場、慶昌寺、小童寺、大和行政センター、
東谷行政センター、甘露寺、常福寺、大昌寺、慶積
寺、北陵行政センター、妙見ケーブル黒川駅前

８月 15 日・16 日の正午まで

全国一斉情報伝達訓練の臨時実施
危機管理課　 （740）1145問い合わせ

　８月５日㈬午前 11 時ごろ、市内 25 カ所に設置
している屋外スピーカーから内閣府の全国一斉情報
伝達訓練（臨時実施）が放送されます（当日の気象
状況などによっては中止する場合あり）。
　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。緊急時に備えるた
めの大切な訓練放送です。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。

８月５日午前 11 時ごろ

川西女性起業塾プレセミナー
産業振興課　 （740）1162問い合わせ

　起業に向けてのヒントや、伸びるビジネスをつく
る「３つのポイント」を教えます。
時９月 12 日㈯午前 10 時半―正午▷場アステ市民
プラザ▷対市内在住の女性で起業に関心がある人
（市内での起業を希望する女性であれば市外在住で
も可）▷講㈱リフェイスの中村佳
織さん▷定 40 人▷申 先９月４
日㈮までに、市ホームページの申
し込みフォーム（右の２次元コー
ドからアクセス可）から送信して
ください

起業に興味がある女性が対象

市ホームページ

市内の協力店舗・事業者を募集
保健センター　 （758）4721問い合わせ

　ウォーキングなどでポイントをため、協力店で商
品券と交換する「かわにし健幸マイレージ」。商品
券を取り扱う市内の事業者を募集。希望者は、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、８月 31日㈪（必着）までに〒 666-0016・
中央町 12- ２の保健センターへ郵送してください。
かわにし健幸マイレージの新規参加者を募集中
　令和３年３月末時点で30歳以上の市民を対象に、
1,000 人を募集しています。申し込み方法などは７
月中旬ごろに全戸配布した応募用紙を確認してくだ
さい。応募締め切りは８月 21日㈮（必着）です。

かわにし健幸マイレージの商品券を扱う

８月23日㈰に
休日納付相談窓口を開設

８月 23 日㈰午前９時半―午後４時に休日納付相談窓口
を開設します。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）
1135 へ

ジェネリック医薬品差額通知を送付
国民健康保険課　 （740）2006問い合わせ

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作
られた薬の特許終了後に、有効成分、用法・用量、
効能・効果が同じものと国に認可された、より安価
な薬です。同医薬品に変更した場合、薬代がいくら
安くなるかを通知します。切り替えを希望する場合
は、医師や薬剤師に相談してください。薬局によっ
てはジェネリック医薬品がなかったり、取り寄せに
なったりなることもあります。また、全ての薬にジェ
ネリック医薬品があるとは限りません。症状などに
より医師が使用を認めない場合もあります。

切り替えたい場合は医師や薬剤師に相談を

出産育児一時金で出産をサポート
国民健康保険課　 （740）2006問い合わせ

　国民健康保険加入者が出産時に、出産育児一時金
の直接支払制度を利用すると、退院時に窓口で支払
う金額を軽減できます。
　支給額は 40万 4,000 円（産科医療補償制度加入
機関での出産は 42 万円）。出産費用が一時金に満
たない場合は、国民健康保険課に差額を申請してく
ださい。直接支払制度が使えない医療機関で出産す
る場合は、出産前に同課へ。

退院時に窓口で支払う金額を軽減

国民健康保険特定健診・特定保健指導
国民健康保険課　 （740）2006問い合わせ

　特定健診は、生活習慣病の原因であるメタボリッ
クシンドロームの健診です。特定健診の受診券は、
条件に該当する人に７月末までに送付しています。
届いていない人や再発行が必要な人は、国民健康保
険課へ。健診の結果、「特定保健指導」の対象者（治
療中の人を除く）に「特定保健指導利用券」を送付。
医師や保健師、栄養士と一緒に生活習慣を見直し、
３カ月以上かけて改善していきます。
　他の健康保険に加入している人は、それぞれの健
康保険組合などに問い合わせしてください。

メタボリックシンドロームを診断

イベント情報は市ホームページ
のイベントカレンダーに掲載し
ています（右の２次元コードか
らアクセス可）

公営霊園行きバスの運行区間を変更
（一財）市都市整備公社　 （740）1219問い合わせ

　（一財）市都市整備公社が、８月 13 日㈭～ 15 日
㈯に公営霊園行きバスを運行。今回から区間を変更
し、けやき坂小学校前（一部、けやき坂一丁目）バ
ス停～公営霊園間を運行します。墓所使用者には「霊
園バス運行のご案内」を８月初めに郵送します。運
行内容など、詳しくは市ホームページへ。

８月 13 日～ 15 日
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