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3月定例市議会を開催
3年度予算を審査

　3月定例市議会が、2月19日～3月
24日に開かれる予定です。主な日程
は、市長による施政方針演説が2月19
日、代表質問が26日と3月1日、一般
質問が3月2日～5日、常任委員会が9
日～11日、予算特別委員会の各分科
会が12日～18日、本会議での採決が
23日の予定です。なお、日程は変更
になる場合があります。
　本会議の模様は市議会ホームページ

（https://www.nishi.or.jp/nishinomi
yashigikai/）の本会議インターネット
中継で見ることができます。
　問合せは議会事務局（0798・35・
3378）へ。

【日　時】
【コース】
【参加費】
【定　員】

【日　時】
【コース】

【参加費】
【定　員】

3月13日（土）・27日(土)の午後0時半～
ヨドコウ迎賓館、旧山本家住宅、リベロ
各日700円（施設入館料）
各日10人。多数の場合抽選

3月16日（火）・19日(金)の午後0時半～
あおやま菓匠、西宮市大谷記念美術館、芦屋市立図書館打出分室、
旧宮塚町住宅、芦屋モノリスほか
各日500円（施設入館料）
各日15人。多数の場合抽選

2月１7日　防災スピーカー・
緊急告知ラジオが鳴ります

　2月17日（水）午前11時頃、地震・
津波や武力攻撃などの発生に備え、全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）を
用いた情報伝達試験を行います。
　市内146カ所に設置の防災スピー
カーとさくらFMから訓練放送（緊急
告知ラジオも起動）が流れるほか、に
しのみや防災ネットからメールが配信
されます。放送された内容は、電話
（050・5578・2628）で確認でき
ます（通話料有料）。問合せは災害対
策課（0798・35・3626）へ。

固定資産税・都市計画税 第４期 
納期限は3月１日

　納付には口座振替が便利です。納付
が難しい人は、納期限までに納税課へ
ご相談ください。問合せは、課税につ
いては資産税課（0798・35・3269）、
納税については納税課（0798・35・

中止する場合あり。対象は4月～9月
受診分。2月18・19日は予約専用電話
(0798・68・5911)、22日以降は代表
電話(0798・64・1515)か窓口で受付。
受付時間は月曜～金曜の午前9時（2月
18・19日は8時半）～午後4時。問合せ
は 健 康 管 理 セ ン タ ー（0798・64・
1515…中央病院内）へ
　 ◆「JR西宮駅南西地区地区計画」
変更原案を縦覧　2月10日～24日の
執務時間中に市街地整備課（市役所南
館3階）と市のホームページ（ページ
番号：40460532）で閲覧可。区域
内の土地に所有権等の権利を持ち、変
更原案に意見のある人は、縦覧期間中
に市長宛てに意見書を提出可。問合せ
は同課（0798・35・3612）へ
　 ◆2月14日～19日は図書館越木岩
分室と上ケ原分室が休室　返却ポスト
は利用可。ただしCDは返却不可。問
合 せ は 中 央 図 書 館（0798・33・
0189）へ
　◆2月16日はフレンテ西宮内の事務
室を一時移転　電気設備点検のため。
電話は移転先に転送▷秘書課交流チー
ム（0798・35・3459）→秘書課（市役所
本庁舎4階）▷生涯学習事業課（0798・
35・5165）→大学交流センター

善意の寄託善意の寄託
【9月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、大嶋良宣＝合計
1万2000円
【10月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造＝2000円
【11月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　ベイ・コミュニケーション
ズ、村田泰造、匿名2件＝8万9550円
★奨学基金へ　ボーイスカウト西宮第
11団＝1万円

（敬称略）

3238）、口座振替については税務管
理課（0798・35・3234）へ。

軽自動車税（種別割）
廃車手続き等は3月中に

　軽自動車税（種別割）は4月1日現
在で、原動機付自転車や軽自動車など
を所有している人に1年分の税金がか
かります。
　所有していないのに廃車や譲渡の手
続きをしていない人は、3月中に手続き
が無ければ、令和3（2021）年度も課税
されますのでご注意ください。問合せ
は税務管理課（0798・35・3209）へ。

不用品売却の指名競争入札
参加業者の登録受付

　市と上下水道局は、令和3（2021）
年度内に行う車両・金属くずなど不用
品売却の指名競争入札に参加する業者
の登録申請を受け付けます。
【申請方法】所定の申請書(※)、納税
証明書の写し、古物商許可証および金
属くず商許可証の写しなどを2月10日
～26日に各申請先へ持参か郵送（消印
有効）を　(※)10日から市のホームペー
ジ（ページ番号：市…80728343▷上下
水道局…82404126）でダウンロード可
【申請先】市…会計課（〒662ー8567
六湛寺町10ー3市役所本庁舎1階☎
0798・35・3172）▷上下水道局…
同局契約担当課（〒662ー0911池田
町8ー11上下水道局庁舎3階☎0798・
32・2208）

　 ◆2月18日午前8時半から「市立中
央病院の人間ドック」受付開始　新型
コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、2月18・19日は電話のみで受付。
今後の状況により人間ドックの実施を

　市は芦屋市と合同で、阪神間モダニズムの魅力を感じられるイベントを
開催します。

2月23日までに市のホームページ(右記コード)へ

問 都市ブランド発信課（0798・35・3071）

30298345HP

件名【ページ番号】 担当課
西宮市廃棄物の処理及び清掃に関する
条例の改正について～指定袋制度の導入及び
分別区分の見直し(素案)【32811021】

美化企画課
市役所本庁舎8階、西宮浜3丁目

☎0798・35・8653

西宮市性の多様性に関する取組の方針(素案)
【67182732】

男女共同参画推進課
プレラにしのみや4階
☎0798・64・9495

　市は、次の案への意見募集の結果を公表します＝下表参照。結果は各担当課、
市役所本庁舎1階総合案内所横、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮
ステーション等で配布するほか、各ホームページでもご覧いただけます。

（
（

（
（

パブリックコメント 結果を公表

　市は、以下の媒体の広告主を募集します。詳しくは各ホームページに掲載
している募集要項等を確認の上、各担当課にお問い合わせください。

4月から来年3月まで
2月15日～26日にスポーツ推進課（市役所本庁舎5階）へ持参か郵送
(必着) ※要綱・基準に適合するものの中から、金額の高い順に決定
市のホームページ(ページ番号：57810859)
スポーツ推進課（0798・35・3426）

【掲載期間】
【  申  込  】

【  Ｈ  Ｐ  】
【 問 合 せ 】

枠数 規格 月額掲載料
市立図書館

ホームページ
バナー

A 4 縦50ピクセル×横170ピクセル。20KB以
内。形式はGIF、JPEG、PNGのいずれか

各5000円

B 8 各4000円 

北口図書館 壁面 12 Ａ1サイズ(縦84.1㌢×横59.4㌢ ) 各5000円(※)
鳴尾図書館 壁面 8 Ａ2サイズ(縦59.4㌢×横42㌢ ) 各4000円(※)

(※)別途要行政財産目的外使用料(月額356円)。4月分からの12カ月分の一括申込で、1カ月分の広告料無料

内容

雑誌スポンサー 対象雑誌の購入費用相当額を負担することで、最新号のカバー
にスポンサー名や広告を掲載し、希望の図書館に配架

枠数・月額掲載料
中央体育館 屋内壁面 4枠…各1万円以上。2枠…各4000円以上

ホームページ・壁面…1カ月単位(複数月可)
雑誌スポンサー………来年3月末まで
3月2日午前9時半から中央図書館へ持参・郵送・Eメール ※先着順
市立図書館ホームページ（https://tosho.nishi.or.jp/）
中央図書館（0798・33・0189）

【掲載期間】

【  申  込  】
【  Ｈ  Ｐ  】
【 問 合 せ 】

広告主を募集

中央体育館の屋内壁面

市立図書館のホームページ、壁面、雑誌スポンサー

バスプラン

旧山本家住宅

お散歩プラン

申込

芦屋×西宮

阪神KANモダニズムめぐり

問 文化振興課（0798・35・3425）

会場 時間 内容 料金

ホール 14:00～ 人形劇
(出演:人形劇団クラルテ)

800円、3歳～小学生500円（当日
券は各200円増）。2歳以下無料

展示室 10:00
～17:00

ハンドメイドパーティ
(ワークショップと作品展示・販売)

申込不要。入場無料（ワーク
ショップは要参加費）

会場 時間 出演 料金 定員

1階
11:00～ 人形劇団京芸 小学生以上

300円。
小学校入学
前無料

70人

多数の場合
抽選

15:00～ 糸あやつり人形劇団みのむし 70人
3階 13:00～ 人形劇だん大福(対象目安0～2歳) 30人
4階 14:00～ 人形劇団あ 50人

【申込】 ▶WEB申請…市HP(上記コード)へ ▶ハガキ…2月24日(必着)までに催し名、
希望の劇団名（複数希望する場合は希望順位、当選希望数も）、住所、参加者全
員の氏名・年齢、電話番号を書き、文化振興課（〒662ー8567六湛寺町10ー3）

【問合せ】 甲東ホール（0798・51・5144）

　市と西宮人形劇グループ連絡会は、3月6日
(土)・14日(日)に「人形劇まつり」を開催します。

27528782HP

西宮人形劇まつり

@甲東ホール3月6日(土)

3月14日(日) @市民会館

甲東ホールで
チケット販売

要事前申込

令和3年（2021年）2月10日	 （５）


