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納期限は３月１日㈪

固定資産税・都市計画税〈第４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）1135 へ。

国民健康保険税〈第８期〉
後期高齢者医療保険料〈第８期〉
介護保険料〈第８期〉
　詳しくは保険収納課 （740）1177、介護保険課

（740）1148 へ。

各種手当を振り込みます
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２月10
日㈬に、重度心身障害者（児）介護手当を25日㈭に振
り込むので、口座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は受給
資格がなくなる場合があるため、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が必要となった人
は、新たに手当の対象となる場合がありますので問い合
わせてください。

福祉関連の手当

児童手当を振り込みます

郷土館を臨時休館します

こども支援課　 （740）1179問い合わせ

郷土館　 （794）3354問い合わせ

　２月 10 日㈬に児童手当（10 ～１月分）を振り
込みます。支払通知書は発送しませんので、口座を
確認してください。

　郷土館旧平安家住宅の耐震対策のため、同館を３
月中旬まで臨時休館します。

支払通知書は発送しません

３月中旬まで耐震工事

２月28日㈰に市税・保険税（料）の
休日納付相談窓口を開設

　２月 28 日㈰午前９時半から午後４時まで、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。

保険税（料）納付済額のお知らせ
通知希望者は申し込みを

　希望者に、２年１月から 12月までの１年間に納
付した国民健康保険税と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」を送ります。電
話または市ホームページから申し込んでください。
　申込時には、それぞれの保険の記号番号と被保険
者番号、氏名、生年月日などが必要です。既に登録
済みの人には引き続き送付しますので、申し込みは
不要です。
　また、「納付済額のお知らせ」は川西市に納付し
た金額のみを記載しているので、川西市から転出し
た人、または他市から転入してきた人は、納付した
各市区町村に問い合わせてください。
　詳しくは、国民健康保険税と後期高齢者医療保険
料については保険収納課、介護保険料については介
護保険課へ。

介護保険課　 （740）1148
保険収納課　 （740）1177問い合わせ

国民健康保険税の納付回数が変更
年９回から 10 回に変わります

　３年度から、国民健康保険税の納付回数が年９回
から 10回に変わります。これまで７月に送付して
いた納税通知書は６月中旬に送付し、第１期の納期
限は６月 30日㈬になります。なお、特別徴収（年
金からの天引き）の納付回数はこれまでと変わりま
せん。詳しくは国民健康保険課へ。
　また、口座振替の第１期・全期一括の振替日は、
６月 30日になります。例年と初回振替日が異なる
ため、国民健康保険税を口座振替で納付している人
は６月 29日㈫までに残高を確認してください。な
お、残高不足などで振替できなかった場合、第１期
は後日郵送する納付書で納付、第２期以降は各期で
の振替になります。詳しくは保険収納課へ。

保険収納課　 （740）1177
国民健康保険課　 （740）1170問い合わせ

市役所などの
開庁時間を変更します

問い合わせ　職員課　 （740）1142

　４月１日㈭から、市役所本庁舎や各公民館、行政
センターなどで、現在午前９時―午後５時半である
開庁時間を、午前９時―午後５時に変更します。
　窓口での受け付けも午後 5 時までのため、注意し
てください。

４月１日～

午前９時―午後５時

スマートフォンの講座を開催

証明書発行を一時停止

広報広聴課　 （740）1104問い合わせ

　スマートフォンの使い方講座を開催します。①は
スマートフォンを持っていない人向け、②は持って
いるが使いこなせていない人向けの講座です。
時３月５日㈮①午前 10時―正午②午後２時―４時
▷場東谷公民館▷内 iPhone とアンドロイドの違い
やマップなどのアプリケーション操作体験（スマー
トフォンを貸し出します）▷定各 20人▷他②の希
望者のみマイナンバーカードのスマートフォンから
の申し込み方法も解説▷申 郵 抽往復はがきに住所、
氏名、電話番号、①か②受講を希望するどちらか、
スマートフォンの所持の有無を書き、２月 19日㈮
までに広報広聴課へ情報伝達訓練を実施します

危機管理課　 （740）1145問い合わせ

　２月 17 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
よっては中止する場合あり）。
　内閣府が全国瞬時警報システム（Ｊアラート）で
全国一斉に自動で配信。放送内容はテレホンガイド
0120（367）889 で確認できます。

２月 17 日午前 11 時ごろ

マイナンバーカードの申し込み方法も解説

コンビニとアステ市民プラザ

　コンビニエンスストアとアステ市民プラザで行っ
ている住民票などの証明書発行を、設備保守点検の
ため一時停止します。期間は、２月 13日㈯午後５
時以降と 14日㈰終日です。
　詳しくは、コンビニエンスストアでの証明書発行
については市民課、アステ市民プラザでの証明書発
行については同プラザへ。

アステ市民プラザ　 （740）1115
市民課　 （740）1340問い合わせ

市政情報  topics

節水の協力をお願いします
経営企画課　 （740）1261問い合わせ

　冬季の降水量が極端に少なく、１月８日時点で
猪名川からの取水が 20％制限されています。水を
流しっぱなしするなど、水の無駄遣いは控えてく
ださい。
　今後、さらに取水制限が厳しくなっても、地下水
を水源とする久代浄水場からの配水により、市民生
活に影響がでないよう対応しますが、長期化する場
合がありますのでご協力をお願いします。

小まめに蛇口を閉めましょう

　緊急事態宣言を受け、当初の予定から展示期間を変
更します。なお、緊急事態宣言が延長された場合、展
示は中止します。
　洋画、日本画、書、彫刻・立体造形、工芸、写真、
現代美術の７部門の入選作品を展示します。
　本年度は表彰式および審査員講評は行いませんが、
審査員講評と展示の様子は動画で配信します。

問い合わせ　文化・観光・スポーツ課　 （740）1106

市展
川
西
KAWANISHI
ART EXHIBITION

展示期間　　2 /8   〜 9
キセラ川西プラザ

午前10 時―午後５時（９日は２時まで）

市ホームページはこちら
動画は近日公開予定

昨年の青木賞（市長賞）：工芸部門

十二支 神のもとえ
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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。

 記号の意味　主 主催・主体　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　 電話　Faxファクス　 web　 E-mail　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　Faxファクス番号　 web　 E-mail

展示場所


