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40 歳以上の市民が対象

問い合わせ　保健センター　 （758）4721

市役所への郵送は、〒 666-8501 と課名で届きます。
料金表示のないものは無料。記載がない場合、主
体・主催は市で、受付時間は各施設の執務時間中。

 記号の意味　主 主催　時 日時　場 ところ　対対象　講講師　内 内容　種 種目　費 費用　定 定員　他 その他　
申 申し込み（郵 郵便で　 電話で　 ファクスで　 web から　 E-mail で　窓 窓口のみ　先 先着順　
抽 定員超過の場合は抽選）問 問い合わせ　 電話番号　 ファクス番号　 ホームページ　 E-mail

納期限は９月 30日㈬

国民健康保険税〈第３期〉
後期高齢者医療保険料〈第３期〉
介護保険料〈第３期〉
詳しくは保険収納課 （740）1177、介護保険課

（740）1148 へ

補助金を受けるための計画書を募集
産業振興課　 （740）1162問い合わせ

　見本市出展補助事業、共同施設防火・防災設備設
置整備事業、技術開発補助事業、産業財産権取得補
助事業、エコアクション 21承認・登録補助事業の
補助金を考えている人は、中小企業振興事業補助金
事業計画書を提出してください。
申 郵市ホームページ（右の２次元
コードからアクセス可）に掲載し
ている様式に必要事項を書き、10
月９日㈮（必着）までに産業振興
課へ

受け付けは 10 月９日まで

市ホームページ

市政情報  topics

公営霊園行きのバスを運行
（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、９月 21 日㈷～ 23 日
㈬に、けやき坂小学校前バス停北東側（一部、けや
き坂一丁目バス停）～公営霊園間でバスを運行しま
す（午前9時台のけやき坂一丁目バス停発のバスは、
平野方面の人の専用車）。詳しくは同公社か市ホー
ムページへ。

【９月 21 日・22 日の運行時刻（土日祝ダイヤ）】
▶けやき坂小学校前バス停北東側（けやき坂郵便局
側）発
午前８時 48 分、10 時 14 分、10 時 53 分、11 時
34分、午後１時 34分、２時 14分、３時 34分
▶けやき坂一丁目バス停発
午前 9時 37分、午後２時 48分

【９月 23 日の運行時刻（平日ダイヤ）】
▶けやき坂小学校前バス停北東側（けやき坂郵便局
側）発
午前８時40分、９時18分、10時 28分、11時８分、
11時 48分、午後１時 28分、２時８分、２時 48分、
３時 28分
▶けやき坂一丁目バス停発
午前 9時 59分

９月 21 日～ 23 日

▷内容　YouTube の「川西市公式チャンネル」で配信
します。初回は市出身トロンボーン奏者の藤原功次郎さ
んが出演。公開日は市ホームページでお知らせします。
▷問い合わせ　文化・観光・スポーツ課 （740）1106

就学時健康診断を実施
学校教育課　 （740）1254問い合わせ

　令和３年４月に小学校入学予定の子どもを対象
に、就学時健康診断を行います。９月下旬に送付す
る健康診断通知書に記載されている日程の午後２時
―２時半に、同通知書を持って各小学校へ。
　なお、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、歯科と眼科、耳鼻科の健診は行わず、内
科のみの健診です。
　健診については子どもと保護者共に必ずマスクの
着用をお願いします。また、発熱などの風邪症状の
ある場合は受診を控えてください。
　当日は新型コロナウイルス感染症対策を行った上
で健康診断を実施しますが、不安な場合は受診を控
えることもできます。なお、就学時健康診断が未受
診でも、市立小学校の入学には影響ありません。警
報発令や感染症拡大防止による臨時休業などによ
り、健診を中止する際は市ホームページに掲載しま
す。受診当日に確認してください。
　９月 30 日㈬までに健康診断通
知書が届いていない場合は学校教
育課に問い合わせてください。
　就学を希望する外国籍の人
は、事前に市役所３階の学務課
（740）1256 へ。

９月下旬に健康診断通知書を送付

市ホームページ

病院跡地について市長が動画で説明
病院改革推進課　 （740）1136問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、病院跡
地活用方法についての説明会の開催が困難なため、
市長による説明動画を YouTube に掲載していま
す。説明動画は市ホームページか、YouTube の「川
西市公式チャンネル」で閲覧できます。
　今後、住民の皆さんとのパブリックコメントなど
の機会を通じて、意見交換を重ね、年内に方針を決
定します。

民間病院移転の提案を受けて

ＬINE相談を来年３月まで延長実施
地域福祉課　 （740）1172問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症の影響や何らかの事
情で生活が苦しく、困っている人からの相談を
LINEで受け付けていますが、実施期間を令和３年
３月まで延長することになりました。日時は、水
曜日の午後１時―５時と、土曜日の午後４時―８
時です。
　「家庭の事情で相談に行けない」「人と話すのが苦
手」「身近に話を聞いてもらえる人がいない」などで、
面談が難しい人は、LINEで相談してください。専
門のカウンセラーが相談に応じ、必要であれば市の
相談支援員を案内します。また、どんな支援の制度
があるのかなどの問い合わせにも対応します。
　なお、他の人が相談中のときは待ち時間が発生す
る場合があります。
　相談方法は、LINE で「くらし
としごとの LINE 相談」と検索す
るか、右の２次元コードを読み込
み、案内に従って登録してくださ
い。

水曜日と土曜日に相談受け付け

市ホームページ

戦争犠牲者追悼式を開催
地域福祉課　 （740）1172問い合わせ

　10月 16 日㈮午前 10時半から、みつなかホール
で戦争で亡くなった人たちを追悼する「戦争犠牲者
追悼式」を開催。悲惨な戦争が繰り返されないよう
平和を願って、戦没者名簿の奉献や黙とう、献花を
行います。参加時はマスクの着用をお願いします。

10 月 16 日午前 10 時半から

公民館講座（後期）は全て中止
川西公民館　 （758）0103問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年
度の公民館講座を全て中止します。

感染症拡大防止のため

夫婦祝福式典の中止
地域福祉課　 （740）1174問い合わせ

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止します。

ダイヤモンド婚・金婚夫婦が対象

　市内のスポーツクラブや運動施設と協力し、健康づ
くりキャンペーンを実施します。
　対象は 40 歳以上の市民で、１人当たり最大 5,000 円
相当の割引やサービスを受けられます。その他にも、
気軽に参加できる運動企画を実施します。
　対象施設やサービス内容は、市
ホームページ（右の２次元コード
からアクセス可）で、随時更新し
ます。
　また、一部要件を緩和して事業
者を追加募集します。詳しくは市
ホームページへ。

市ホームページ

スポーツクラブで

健康づくりキャンペーン
９月１日
START

　凹凸のある物の上に紙を置き、こする
ように描く「フロッタージュ」。市ゆかりの現
代アーティスト、松井コーヘーさんを講師に、市特産
の一庫炭でマンホールやアスファルトを描きます。
時 ９月 26 日㈯午後１時―３時▷ 場 藤ノ木さんかく広
場▷ 対 小学１〜６年生（保護者同伴可）▷ 申 代表
者名、参加人数、電話番号を９月 25 日㈮午後３時ま
でに NPO 法人「芸法」へ▷ 問 080（4476）4066・
open2014pro@gmail.com

　市ゆかりのアーティストが作成した動画を配信。こ
こでしか見られないオリジナル映像をご覧ください。

９月から配信スタート

Youtubeで
特別映像を配信

市ゆかりのアーティストが教えるワークショップ

特産品でアート作品づくり

川西市ゆかりの
アーティストが出演

秋の交通安全運動を実施
交通政策課　 （740）1180問い合わせ

　９月 21 日㈷～ 30 日㈬で秋の全国交通安全運動
を実施。また、30日は「交通事故死ゼロをめざす日」
です。運転する人は速度を抑えて、思いやりのある
運転と早めのライト点灯を心掛けましょう。歩行者
は通り慣れた道でも注意し、遠回りでも信号機や横
断歩道を利用しましょう。明るい服装の着用や夜光
反射材を活用すると交通事故防止に効果的です。

思いやりのある運転で事故を防止

入札参加資格審査申請の延長＆追加
契約検査課　 （740）1143問い合わせ

　現在の入札参加資格の有効期間は、平成 31年１
月１日～令和２年 12 月 31 日でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえ、有効期限を３年
12月 31日まで延長します。
　現在指名登録がなく、登録を希望する事業者は、
資格審査申請（指名願）を 10 月１日㈭～ 30 日㈮
に追加で受け付けます。詳しくは市ホームページか
契約検査課へ。

有効期限を３年 12 月 31 日まで延長

アーティスト支援事業 
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