市役所へは〒 666-8501 と課名で郵送できます。料金表
示のないものは無料。記載がない場合、主催・主体は市で、
受付時間は各施設の執務時間中、市外局番は 072 です。

市政情報 topics
市政情報
求人・募集
案内

国民健康保険税の減免
コロナ禍で減収する見込みの世帯が対象
問い合わせ

国民健康保険課

（740）1170

スポーツ

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる
生計維持者（原則世帯主）が死亡、または重篤な傷
病を負った世帯や、同感染症の影響により世帯主の
収入が前年（２年）から３割以上減少する見込みの

発表・鑑賞

世帯は、申請により３年度分の保険税が減免されま
す（その他要件あり）。希望者は市役所１階の国民
健康保険課に備え付けの申請書（市ホームページか
らダウンロード可）に必要事項を

ごみ
カレンダー

書き、必要書類とともに国民健康
保険課へ郵送してください。

市ホームページ

対象世帯の要件や必要書類、減
免 割 合 の 詳 細 な ど、 詳 し く は 市

セミナー
中央図書館

ホームページへ。

健康

国民健康保険税の申告をしてください
まだ申告していない人は５月 31 日まで

問い合わせ 国民健康保険課

（740）
1170

相談の案内

３年４月１日時点で、国民健康保険に加入してい
る 19 歳以上の人で、住民税の申告や所得税の確定
申告をしていない人は、申告すると保険税が軽減さ
れる場合があります。
昨年「収入がなし」の申告をした人に、２月に市
民税・県民税申告書を送付しています。まだ申告し

高齢者
福祉

ていない人は５月 31 日㈪までに国民健康保険課へ。

防犯カメラの設置に補助金を交付

子育て

問い合わせ 生活相談課

（740）
1333

自治会などの地域活動団体が、地域内に防犯カメ

コラム

ラを設置する際に県と市から補助金を交付します。
補助金額は１カ所当たり各８万円まで。新規の場合
は市・県に、更新時は市のみに応募できます。応募
受付期間など、詳しくは生活相談課へ。

フォト
ニュース

交通遺児激励金の申請を受け付け
５月 20 日までに交通政策課へ

問い合わせ 交通政策課

（740）
1184

５月１日㈯現在、市内に居住し、交通事故で保護
者（親権者か、親権者がいない場合は監護している
人）を失った小・中学生のいる家庭に激励金を支給。
希望者は市役所５階の交通政策課に備え付けの申請
書に必要事項を書き、５月 20 日㈭までに同課へ。
2021.05

問い合わせ 国民健康保険課

（740）
2006

国民健康保険加入者が健康保険を使って整骨院や
接骨院で柔道整復施術を受ける時は、施術年月日や

負傷部位、施術内容を記録し、保管してください。
後日、国民健康保険課が問い合わせる場合がありま
す。保険の対象などは以下の通りです。

【健康保険が使えるもの】
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなど（骨折と脱臼
は原則先に医師の同意が必要）
【健康保険が使えないもの】
疲労性・慢性的な肩こり、筋肉疲労▷慢性病や長期
の施術で改善されない症状▷医療機関で治療中の負
傷▷労災保険が適用される仕事中や通勤途中の負傷

夜間中学の入学希望者を受け付け

尼崎市立成良中学校琴城分校の生徒を募集

問い合わせ 就学・給食課

自治会やまちづくり防犯グループが対象
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柔道整復施術を受ける時の注意点
整骨院や接骨院にかかる国保加入者へ

令和３年度

（740）
1256

市在住者は、３年度より尼崎市立成良中学校琴城
分校（夜間中学）へ入学を希望することができます
（条件あり）。入学条件など詳しくは就学・給食課へ。

キセラ川西プラザが一時休館します
５月 16 日午後１時半―６時は立ち入り禁止

問い合わせ 文化・観光・スポーツ課

（740）
1161

キセラ川西プラザ全館が設備点検で停電となるた
め、５月 16 日㈰午後１時半―６時は同館に立ち入
れません。また、市内各施設の公共施設予約システ
ムも同期間に停止します。停止期間に予約したい人

は、各施設に問い合わせてください。
【公共施設予約システムの問い合わせ先】
総合体育館・弓道場 （759）9712、市民温水プー
ル （755）0257、 東 久 代 運 動 公 園 （757）6386、
市民体育館・運動場 （793）1888、キセラホール
（757）1920、みつなかホール （740）1117、ア
ステ市民プラザ （740）1115
利用は

市立川西病院を利用の皆さんへ

６13 まで

第３・４駐車場を廃止します

（仮称）川西リハビリテーション病院の建設に向

けた整備のため、第３・４駐車場部分の工事を行い
ます。それに伴い、６月 14 日㈪から第３・４駐車

場を廃止します。駐車台数に限りがあるので、公共
交通機関での来院にご協力をお願いします。

（工事）病院改革推進課 （740）
1136
問い合わせ
（駐車場の利用）市立川西病院 （794）
2321

記号の意味
他 その他

主 主催・主体

北摂里山の遊びや美食がたっぷり

（740）
1161

北摂里山地域の魅力が詰まった観光マップを市役
所２階の文化・観光・スポーツ課や能勢電鉄各駅な
どに置いています。四季を通じて楽しめるアクティ
ビティやおいしいランチの情報が満載のマップを片
手に「日本一の里山」を満喫してください。

コンビニでの証明書発行を一時停止
５月１日午前６時半～６日午前６時半

問い合わせ 市民課

（740）
1340

５月１日㈯午前６時半～６日㈭午前６時半、設備
保守点検のためコンビニ交付サービスが利用できま
せん。

各種手当を振り込みます
福祉関連の手当

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
５月 10 日㈪に、重度心身障害者（児）介護手当を
27 日㈭に振り込むので、口座を確認してください。
３カ月以上入院したときや、施設へ入所したとき
などは、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
活において常に介護が必要となった人は、対象とな
る場合があるので、市役所１階の障害福祉課へ。

喫煙マナーとポイ捨て防止
一人一人が心掛けましょう

問い合わせ 環境衛生課

（740）
1202

市では「路上喫煙・ポイ捨て防止に関する要綱」
を定め、公共の場所での喫煙による迷惑防止やまち
の美観の保持に配慮して、路上喫煙やポイ捨てをし
ないよう呼び掛けています。
５月は重点啓発月間として、阪急・能勢電鉄川西
能勢口駅北広場から JR 川西池田駅までの「防止モ
デル区域（２階デッキ部分）」などで、啓発活動を
実施します。

全国一斉情報伝達訓練を行います
５月 19 日午前 11 時ごろ放送です

問い合わせ 危機管理課

場 ところ 対 対象
電話 Fax ファクス

順 抽 定員超過の場合は抽選） 問 問い合わせ

四季を楽しむ里山マップを発行

問い合わせ 文化・観光・スポーツ課

時 日時

申 申し込み（ 郵 郵便

（740）
1145

５月 19 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
報伝達訓練が放送されます（当日の気象状況などに
よっては中止の場合あり）。
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。

電話番号

講 講師

ウェブ

内 内容

種 種目

E-mail

Fax ファクス番号

コロナ禍で経済的に困窮している人が対象

費 費用

窓 窓口のみ

ウェブ

定 定員

先 先着

E-mail

無料提供

１人 60 個

市役所と学校で
生理用品を提供します
問い合わせ

地域福祉課

（740）
1189

新型コロナウイルス感染症拡大により、経済的に

困窮している人を対象に生理用品を無料で提供しま

す（１人当たり 60 個）。期間は４年３月 31 日㈭まで。
市役所１階の地域福祉課で受け取れる他、市内の

公立小・中・高等学校と特別支援学校に通学する児
童・生徒は、各校の職員室や保健室などで準備が整
い次第受け取れます。

グループの活動費用を助成します

男女共同参画社会の実現をめざす団体を支援

問い合わせ

人権推進課 （740）
1150・Fax（740）
1150
kawa0014@city.kawanishi.lg.jp

性別に関わらず個性と能力を発揮できる男女共同
参画社会。その実現に向けた啓発活動などを行うグ
ループに、活動費用の一部を助成します。
対 代表者とメンバーの過半数が市内在住・在勤者
で、市内で活動する５人以上のグループ▷ 他 選考を
行い、助成する団体・グループを決定▷ 申 郵 Fax 市
役所３階の人権推進課、男女共同参画センターに備
え付けの申込用紙（市ホームページからダウンロー
ド可）に必要事項を書き、５月 28 日㈮までに人権
推進課へ

納期限は５月 31 日㈪です
納税通知書の発送は５月７日㈫です。
固定資産税・都市計画税
〈全期・第１期〉

納税通知書の発送は５月６日㈭です。課税の問い合わ

せは資産税課 （740）1133、納付は市税収納課 （740）
1135 へ。

軽自動車税〈全期〉

納税通知書の発送は５月 10 日㈪です。課税の問い合

わせは市民税課 （740）1132、
納付は市税収納課 （740）

1135 へ。

固定資産税や都市計画税、軽自動車税

は、 ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ で の 納 付 や

「Yahoo ！公金支払い」のクレジットカー

ド納付ができます。
詳しくは市税収納課へ。

自動車税

詳しくは伊丹県税事務所 （785）
7451へ。
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