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◆国民健康保険税納付確認書の送付
　平成 19 年中に国民健康保険税を
納めた世帯に、納付確認書を 1 月
下旬に送付します。同税の平成 19
年中の支払い額は所得税・市県民税
課税対象所得から社会保険料とし
て控除できます。［問］（☎ 0797・
77･2187）市役所国民健康保険課。
◆戦没者などの遺族へ特別弔慰金
　平成 17 年 4 月 1 日現在、戦没者
などの死亡当時の遺族で公務扶助料、
遺族年金などを受ける人がいない場
合に特別弔慰金を支給。▷支給内容
＝額面 40 万円、10 年償還の記名国
債▷請求期間＝3月31日㈪まで。［問］

（☎ 0797･77･2143）市役所生活援護課。
◆土砂災害防止法に基づく警戒区域
指定に伴う説明会
　▷ 1 月 10 日㈭＝売布小学校体育
館▷ 16 日㈬＝中山台コミュニティ
センター▷ 25 日㈮＝長尾台小学校
体育館。いずれも19時から。［問］（☎
0797･83･3189）県宝塚土木事務所
治水課。
◆ふれあいトーク（出前講座）のメ
ニューを更新
　市職員が市民の皆さんの会合に出
向き、市政を説明するふれあいトー
クー（出前講座）のメニューを更新し
ました。テーマ一覧表を市役所広聴
相談課、各サービスセンター・サービ
スステーションで配布。市ホームペー
ジに掲載しています。［問］（☎ 0797･ 
77･2003）同課。
◆差し押さえ動産のインターネット
による公売
　市税の滞納によって差し押さえ
た動産を、インターネットによるせ
り売りの方法で公売します。▷公
売物件＝衣料品など▷入札期間＝ 1
月 23 日㈬ 13 時～ 25 日㈮ 14 時▷
下見会＝ 1 月 16 日㈬ 13 時～ 16 時、
市役所税務管理課▷入札参加申し
込み＝ 1 月 21 日㈪ 17 時まで。公
売物件の詳細、入札参加申し込み
は市ホームページに掲載。納税に

より公売が中止になる場合があり
ます。［問］（☎ 0797･77･2053）同課。
◆阪神間都市計画 関係図書の縦覧
　▷山本南 9 生産緑地地区ほか 16
地区の生産緑地地区変更の永久縦覧
＝市役所執務時間内、市役所都市計
画デザイン課。［問］（☎ 0797･77・
2088）同課。
◆農業委員会委員選挙人名簿の登録
　対象は次の要件を満たす人。▷ 1 月
1 日現在市内に住所を有する▷昭和 63
年 4 月 1 日以前に生まれた▷ 10 アー
ル以上の農地につき耕作を営む人およ
び同居の親族またはその配偶者で、年
間おおむね 60 日以上耕作に従事する
－人。なお、農会に所属していない
人も世帯単位で名簿登録の申請がで
きます。［問］（☎ 0797･77･2032）選
挙管理委員会、または（☎ 0797･77・
2110）農業委員会事務局。
◆スポーツ審議会の公募委員を募集
　市内に 1 年以上在住する 20 歳以
上の人（ただし､ 本市の市議会議員、
審議会などの委員､ 市職員は除く）。
男女各 1 人。任期は 3 月 6 日から 2
年間。報酬は市の規定により支給。
［申］申込書と小論文 ｢市民のスポー
ツ活動を活発にするには、どうした
ら良いか」（800 字程度）を持参また
は郵送で〒 665･0827 小浜 1 丁目 1－
1「スポーツ振興課」へ。1 月 31 日
㈭必着。応募用紙は同課、各サービ
スセンター ･ サービスステーション
で配布。 選考の結果は応募者に通知。
［問］（☎ 0797･87･5743）同課。
◆末成町会館の指定管理者選定公募
委員を募集
　末成町会館（市立末成集会所）の
指定管理者選定公募委員を募集。１
人。応募資格は▷市内に 1 年以上在
住する 20 歳以上の人（ただし､ 本
市の市議会議員、審議会などの委員、
市職員は除く）▷現在、地域利用施
設、共同利用施設、中山台コミュニ
ティセンターの管理に携わっていな
い人。［申］市役所住環境整備課で配
布している申込書と「協働のまちづ
くり推進のためのコミュニティ施設
のあり方」と題した小論文（800 字
程度）を、〒 665･8665（住所不要）「市
役所住環境整備課」へ。1 月 15 日㈫
消印有効。公募委員選定委員会で書
類選考の上、結果は応募者に通知。
［問］（☎ 0797･77･2092）同課。

◆末成町会館の指定管理者を募集
　末成町会館（市立末成集会所）の
指定管理者を募集。募集要項は 1 月
4 日㈮から市役所住環境整備課で配
布。受け付けは 1 月 31 日㈭まで。
［問］（☎ 0797･77･2092）同課。
◆平成 18 年度たからっ子「育み」
プランの取り組み
　平成 18 年度市次世代育成支援行
動計画 たからっ子「育み」プラン
の取り組みを公表。市役所子ども政
策課、子育て支援課、資料閲覧コー
ナー（窓口サービス課横）で縦覧、
市ホームページに掲載しています｡
［問］（☎ 0797･77･2419）市役所子
ども政策課。
◆ごみカレンダーの掲載広告を募集
　財源の確保と地域経済の振興を図
ることをめざして、市内各自治会向
けのごみカレンダーに掲載する広告
＝ 1 枠（50 ミリ× 25 ミリ）を募集。
5 枠｡［申］［問］1 月 31 日㈭までに（☎
0797･77･2070）市環境衛生推進協議
会事務局（市役所環境総務課内）へ。
◆学校給食物資納入業者の登録
　平成 20 年度学校給食物資納入
業者の登録を受け付け｡［申］［問］
1 月 28 日 ㈪ ～ 2 月 1 日 ㈮ に（ ☎
0797･72･0041）学校給食会（教育
委員会内）へ。
◆県民モニターを募集
　県の施策や事業の立案について
インターネットで意見を募集、県
政の課題などについて年 4 回程度、
アンケートに回答。対象は県内在
住 ･ 在勤 ･ 在学でパソコンを利用で
きる 18 歳以上の人。［問］（☎ 078・
362･3021）県広聴課。 
◆水道水フッ素および その化合物
の含有量検査結果

　　市県民税第４期分
国民健康保険税第 7期分

納期限は 1月 31 日

金融機関や市役所、各サービスセンタ
ー・雲雀丘サービスステーションで納
めてください。他のサービスステーシ
ョンでは納付できません。納税には、
便利な口座振替をご利用ください
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［問］（☎ 0797･83･6940）上下水道
局水質検査課。
◆市への寄付
　▷㈶高友福祉積善会─ 250,000 円

（福祉基金へ）▷Ｔ･Ｓクラブ─ 10,000
円（長寿社会福祉基金へ）。


