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市営住宅の窓口が変更になります
住宅政策課 （740）1205問い合わせ

　４月１日㈭から指定管理者制度導入により㈱東
急コミュニティーが市営住宅の管理運営を行いま
す。窓口と問い合わせ先は市営住宅管理センター
（740）1090 に変わります。

問い合わせは市営住宅管理センターへ

防火管理者講習を実施します
予防課 （757）9946問い合わせ

時５月 13日㈭・14日㈮。いずれも午前 10時―午
後４時。全２回▷場消防本部▷対資格を初めて取得
する人▷費 5,000 円▷定 70 人▷他自衛消防業務講
習か消防設備点検資格者講習の修了者は一部科目免
除▷申 抽４月１日㈭～ 21日㈬に市ホームページ
の申し込みフォームから送信。電話・ファクスによ
る申し込みはできません

資格を初めて取得する人が対象です

コンビニ交付サービスの時間が変更
市民課 （740）1166問い合わせ

　４月１日㈭から、戸籍証明書と戸籍の附票の写し
のコンビニ交付の提供時間を市役所開庁日の午前９
時―午後５時に変更します。市役所などの開庁時間
の変更については９ページへ。

戸籍証明書と戸籍の附票の写しが対象

３年度固定資産税評価額などの縦覧
資産税課 （740）1133問い合わせ

　４月１日㈭～５月 31日㈪（土・日曜日、祝日を
除く）の２カ月間、市役所２階の資産税課で、３年
度固定資産税の土地や家屋の評価額などが記載され
た帳簿を縦覧できます。対象は納税義務者本人と本
人の委任を受けた代理人に限ります。

納税義務者本人と委任を受けた代理人が対象

火災・救急・救助件数の昨年の実績
消防課 （759）9980問い合わせ

【火災概要】
　火災出場件数は 30 件で、昨年に比べ６件減少。
建物火災が 17件で最も多く発生しています。
　出火原因で最も多かったのは、たばこでした。火
の後始末には気を付けましょう。建物の焼損床面積
は 241 平方㍍、損害額は 1,337 万 8,000 円。火災
による死者は１人、負傷者は９人でした。
【救急概要】
　救急出場件数は 7,755 件で、昨年に比べ 1,188
件減少。１日当たり 21.2 件となっています。
　搬送された傷病者は 7,155 人で、そのうち 65歳
以上の高齢者は 4,976 人で全体の 69.5％を占めて
います。軽症での利用は控えるなど引き続き適正利
用に協力をお願いします。
【救助概要】
　救助出場件数は128件で、昨年に比べ31件減少。
救助人員は 81人でした。

全て前年に比べ減少しています

オリンピック聖火リレーで交通規制
池田市生涯学習推進課 （754）6295問い合わせ

　４月 13 日㈫に池田市で、聖火リレーを「東京
2020オリンピック聖火リレー 大阪府実行委員会事
務局」が実施します。コースはダイハツ工業㈱本社
前から市立池田小学校までです。周辺道路は、交通
規制（午後２時半から４時半ごろまで）が行われ交
通渋滞が予測されますので、注意してください。

４月 13日に池田市で聖火リレー実施
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４月25日㈰に
休日納付相談窓口を開設

４月 25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、同３階のこども支援課 （740）
1175へ。

申告期限が延長されました
確定申告と市・県民税

【確定申告の期限が４月 15日まで延長】
　４月 15日㈭まで伊丹税務署で申告相談を受け付
けます。伊丹市立産業振興センターでは行いません。
【個人の所得税・消費税に係る個別相談】
　４月 16日㈮以降、来署による所得税・消費税の
申告書の作成などの個別相談は事前予約制となりま
す。詳しくは伊丹税務署へ。
【市県民税の申告期限が４月 15日まで延長】
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、３
年度市・県民税の申告期限を４月 15日㈭まで延長
します。

市民税課　 （740）1132
伊丹税務署　 （779）6121問い合わせ

児童扶養手当などは変更ありません
３年度手当額は据え置き

　３年度の児童扶養手当などについては消費者物価
指数による金額の変更はありません。手当の金額は
下の通り。詳しくは、児童扶養手当と特別児童扶養
手当はこども支援課へ、特別障害者手当と障害児福
祉手当、経過的福祉手当は障害福祉課へ。
【児童扶養手当】児童１人の場合、４万 3,160 円～
１万 180 円、２人目は最大１万 190 円、３人目以
降は最大で 6,110 円を加算した額
【特別児童扶養手当】１級の場合５万 2,500 円、２
級の場合は３万 4,970 円
【特別障害者手当】２万 7,350 円
【障害児福祉手当・経過的福祉手当】１万 4,880 円

障害福祉課　 （740）1178
こども支援課　 （740）1179問い合わせ

心肺蘇生法や応急手当を習得
消防課 （759）0119問い合わせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため２年度
は中止していましたが、感染防止対策を徹底し、再
開します。
場消防本部▷内心肺蘇生法の実技講習▷定各 10人
▷申窓先各受け付け開始日以降に消防課へ

市民救命士講習を開催します

午後１時ー４時  ４月15日㈭
  ５月８日㈯

受け付け中
開催日 講習時間 受け付け開始日

  ４月８日㈭

【市民救命士講習Ⅰ】　一般向け

午後１時ー４時

午後１時ー５時６月19日㈯ ５月19日㈬

【市民救命士講習Ⅱ】 職業上で応急手当を期待される人向け
開催日 講習時間 受け付け開始日

【市民救命士講習Ⅲ】　小児・乳児への心肺蘇生法の実技

午前９時半ー午後０時半  ５月17日㈪ ４月17日㈯
開催日 講習時間 受け付け開始日

午後１時ー３時  ４月26日㈪
  ６月４日㈮

受け付け中
開催日 講習時間 受け付け開始日

  ６月30日㈬
５月４日㈷

  ５月30日㈰

【実技救命講習】 応急手当ウェブ講習を受講済みの人が対象

午後１時ー３時
午後１時ー３時
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い
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【支払いができるもの】
▶市・県民税（普通徴収）▶固定資産税・都市計画
税▶軽自動車税（種別割）▶国民健康保険税（普通
徴収）▶保育所・こども園・幼稚園で市に支払う保
育料・給食費▶留守家庭児童育成クラブ育成料

　スマートフォンアプリによる納付について、新
たに「FamiPay」が利用できるように
なりました。詳しくは、市ホームペー
ジ（右の２次元コードからアクセス可）
へ。

「FamiPay」が利用可能に

市税収納課（市税）　 （740）1135
保険収納課（国民健康保険税）　 （740）1177
こども支援課（保育料、育成料）　 （740）1175

スマートフォンアプリでの納付が拡充

病院などでの支払いを上限額までに
医療助成・年金課 （740）1108問い合わせ

　後期高齢者医療制度では、医療機関や薬局での支
払いを自己負担限度額までにする認定証を交付して
います。受診者の保険証と印鑑を市役所１階の医療
助成・年金課に持参し、事前に手続きをしてくださ
い。ただし、住民税課税世帯で１割負担の人は、後
期高齢者医療保険証の提示で自己負担限度額までの
支払いになるため、手続きは不要です。３割負担の
人は所得によって手続きが不要な場合と認定証が交
付できる場合があります。

後期高齢者医療制度加入者が対象

問い合わせ　社会教育課　 072（740）1244

アステ市民プラザで土・日曜日と祝日に実施

青少年に自習スペースを開放
40歳未満の市民が対象

　土・日曜日と祝日にアステ市民プラザで自習スペースを
設置します。対象者は40 歳未満の市民です。自習スペー
スの利用は空室がないと利用できません。
　利用方法や利用可能日と時間、定員は市ホームページ
（右の２次元コードからアクセス可）に掲示します。
　席が満席になった場合は利用でき
ません。席の状況は現地で確認して
ください。
　発熱や咳などの症状がある人はご
遠慮ください。利用中は必ずマスク
をご着用ください。

市ホームページ
はこちら

有料のバナー広告を募集します
広報広聴課 （740）1104問い合わせ

　市ホームページに掲出する有料バナーの広告主を
募集しています。申し込みは掲出希望月の１カ月半
前までに、市ホームページ（下の２次元コードから
アクセス可）に掲載の様式に必要事項を書き、必要
書類を添付の上、市役所４階の広報広聴課へ提出し
てください。なお、消費者保護の観点から、広告内
容が適切でないものや意見広告に関するものなどは
掲載できません。
【規格】高さ 50 ピクセル×幅 190
ピクセル、容量 20 キロバイト以
内の JPEGかGIF 形式の静止画
【掲載料】１枠当たり１カ月につき
１万 3,000 円（6 カ月以上継続掲
載の場合は割引あり）

市ホームページで企業を PRしませんか

市ホームページ
はこちら
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