
▪マイナンバーカードによる送信
▪ID・パスワードによる送信（マイナンバーカード未取得でも可）

問 西宮税務署（0798・34・3930）確定申告のお知らせ令和3年（2021年）分

申告書作成会場申告書作成会場

▶アピアホール（阪急逆瀬川駅前「アピア１」５階）
【期　　間】２月１日（火）～１５日（火）
【受付時間】午前９時１５分～午後３時半
【対　　象】�年金受給者、給与所得者、事業所得者など 

（土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税およ
び相続税の申告を除く）

▶フレンテホール（池田町１１－１「フレンテ西宮」５階）
【期　　間】２月１6日（水）～３月１５日（火）
【受付時間】午前９時～午後４時
【対　　象】�年金受給者、給与所得者の医療費控除等の還付申告者のみ

（土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、贈与税およ
び相続税、住宅借入金等特別控除の申告を除く）

▶西宮税務署
【期　　間】２月１6日（水）～３月１５日（火）
　　　　　　※２月２０日（日）・２７日（日）も開場
【受付時間】午前９時～午後４時
【対　　象】事業所得者等、土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、
　　　　　　贈与税および相続税、住宅借入金等特別控除の申告など
　　　　　　（フレンテホールの対象者以外）

LINEで入場整理券を事前発行できます

　西宮税務署会場のみ、国税庁のLINE公式アカウント
から入場整理券の事前発行ができます（発行は来場希
望日の10日前から）。国税庁を友だち追加し、トーク画
面のメニュー“相談を申し込む”から手続きを

※各会場へは公共交通機関のご利用を。期間は土・日曜、祝・休日を除く
※アピア・フレンテホールでは、電話による問合せは受け付けていません

※西宮税務署の駐車場は３月３１日まで利用不可

医療費控除医療費控除を受ける人はを受ける人は「医療費控除の明細書」「医療費控除の明細書」が必要が必要
　申告書作成会場へ来場の際は、必ず事前に「医療費控
除の明細書」を作成し、当日持参してください。
※明細書は税務署、国税庁ホームページから入手可

「ふるさと納税ワンストップ特例」「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請した人へを申請した人へ
　ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が確定申告を行うと、
ワンストップ特例の適用がなくなります。確定申告を行う際に、全て
のふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。

自宅等から申告自宅等から申告 確定申告会場の混雑を回避するため、自宅などからの電子申告をお願いします

▶パソコン・スマートフォンから電子申告
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で申告
書を作成し、自宅等から提出できます。

スマートフォンを利用した申告がさらに便利に！
・スマホ専用画面の対象範囲が拡大
（特定口座年間取引報告書、上場株式等に係る繰越損失等など）
・スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票の自動入力が可能に
※詳しくは国税庁のホームページで確認を

　
インフォメーションi

information

市から

来年度軽自動車税（種別割）は
４月１日現在の登録状況で課税

　令和４（２０２２）年度の軽自動車税（種
別割）は、４月１日現在の登録状況で
課税されます。なお、令和３（２０２１）
年度中に新車登録された軽四輪・軽三
輪車のうち、排出ガス性能および燃費
性能に優れた車両は、４年度の軽自動
車税（種別割）が軽減されます。
　詳しくは市のホームページ（ HP
6４88５９４8）をご覧ください。
　問合せは税務管理課（0798・3５・
3209）へ。

４月入園の幼稚園児
申込を随時受付

　市内の私立・市立幼稚園では、定員
に空きのある園で、４月入園の申込を
随時受け付けています。
　利用案内は市のホームページ（ HP
２７8２３７8１）に掲載しています。申
込方法など詳しくは各園へ。
【対象】私立幼稚園…平成２8年（２０１6
年 ）４月２日 ～３１年（２０１９年 ）４月１日
に出生した３歳児～５歳児▷市立幼稚
園 …２8年（２０１6年 ）４月２日 ～ ３０年

（２０１8年）４月１日に出生した市内在住
の４・５歳児
【問合せ】私立幼稚園…保育入所課
（0798・3５・3１60）▷市立幼稚園
…学事課（0798・3５・38５0）

「子育てヘルプ」
登録事業者募集

　市は、養育支援が必要な家庭にヘル
パー派遣による家事援助で支援を行う
「育児支援家庭訪問事業におけるヘル
パー派遣事業（子育てヘルプ）」のサー
ビス提供を担う登録事業者の募集を行
います。
　詳しくは市のホームページ（ HP
３３５１２68３）に掲載の募集要項で確
認を。
　問合せは子供家庭支援課（0798・
3５・3796）へ。

４月１日からウェーブ学習室の
受付窓口は中央公民館に

　４月１日から男女共同参画センター
ウェーブ学習室の受付窓口を中央公民
館（プレラにしのみや５階）の受付窓
口に統合します。
　統合後は、学習室の予約受付・鍵渡
し・各種手続きは、中央公民館の受付
窓口で行ってください。
　また、４月利用分から、利用区分の
細分化（３区分から8区分）や口座引
き落とし、キャンセル返金なども実施
します。
 詳しくは市のホームページ（ HP
２１86５88２） で 確 認 を。 問 合 せ は
ウェーブ（0798・64・949５）へ。

病院事業経営審議会
委員を公募

　市は、市立中央病院の経営について
の重要事項の調査・審議を行う「西宮
市病院事業経営審議会」の委員を１人

【任期】6月１日から２年間
【対象】6月１日時点で１8歳以上の人。
在勤・在学者可。生涯学習（社会教育）
について知識、経験を反映できる人　
※本市の他の審議会委員・職員・市議
会議員を除く
【定員】２人以内
【申込】所定の申込書、設定されたテー
マの小論文を２月９日午後５時までに郵
送（必着）かＥメールで提出を。持参
も可　※書類選考（２次審査は面接）

西宮市長・市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会の出席申込

　西宮市長選挙・西宮市議会議員補欠
選挙（３月２７日（日）執行）の立候補予
定者説明会を開催します。立候補を予
定している人は、事前に選挙管理委員
会まで申込の上、下記の説明会に出席
してください。
　問合せは選挙管理委員会（0798・
3５・373１）へ。
【説明会】２月１6日（水）午後１時半か
ら市民会館３階　※出席者は立候補予
定者を含め２人以内

公募します。申込書等は同病院経営企
画課（同病院３階）で配布するほか、
同病院のホームページからダウンロー
ドできます。
　 問 合 せ は 中 央 病 院 経 営 企 画 課
（0798・64・１５１５）へ。
【対象】５月１日時点で１8歳以上の人。
在勤者可　※本市の他の審議会委員・
職員・市議会議員を除く
【任期】５月１日から２年間
【申込】所定の申込書、設定されたテー
マの小論文を２月２8日までに郵送（消
印有効）かＥメールで提出を。持参も
可　※選考は書類審査・面接

西宮市生涯学習審議会
委員を公募

　市は、市民の意見や提言を生涯学
習・社会教育行政に反映させるため、
「西宮市生涯学習審議会」の委員を公
募します。申込書は生涯学習企画課（市
役所本庁舎8階）で配布するほか、市の
ホームページ（ HP 68３７４２88）からダ
ウンロードできます。問合せは生涯学
習企画課（0798・3５・3869）へ。

　市は、以下の素案への意見を募集します。いただいた意見は市の見解ととも
に公表します（個人情報を除く）。電話での意見の受付や個別回答は行いません。

第１１次西宮市交通安全計画（素案）
内容 令和４（2022）年度から５年間の交通安全に関する市の基本的な方針を定めるもの
担当課 交通安全対策課（市役所第二庁舎9階☎0798・35・3806）
素案の
配布

同課、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　※市のホームページからもダウンロード可

１月2５日～2月24日に担当課へ郵送（消印有効）または市のホームページ
（HP603１2１94）で受付。持参も可。市公式LINEのメニューからも提出可

《意見の提出方法》

パブリックコメント 意見募集

入場には当日配付の「入場整理券」が必要入場には当日配付の「入場整理券」が必要

（2）� 令和4年（2022年）1月25日　



　市は、消費喚起などを目的に、２月に市内対象店舗（大企業、スーパー、
コンビニ、ドラッグストアを除く）でキャッシュレスポイント還元事業
を実施します。詳しくは市のホームページをご覧ください。　

問 西宮市ポイント還元事業コールセンター（0120・628・737）

市内対象店舗市内対象店舗でのでのPayPay利用PayPay利用でで

ポイント付与ポイント付与されます！されます！

対象研修 介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、
実務者研修

助成金額 対象研修に係る受講費および教材費等の半額（1000円未満切り捨て）。
上限あり

※予算が無くなり次第終了

　市は、介護保険・障害福祉サービスを提供する職員の確保を図り、質
の高いサービスの安定供給を目的に、介護職員初任者研修等を修了した
人に、研修受講費の一部を助成します。
　対象要件や申請方法等詳しくは、市のホームページをご覧ください。

問 福祉のまちづくり課（0798・35・3135） ＨＰ 40５１9664

介護職員初任者研修等を修了した人へ

研修受講費の一部を助成3/10
締切

(必着）　消費者向けに、事業の内容やPayPayの使用方法などについて出張
相談会を開催します。いずれも午前１０時～午後6時に開催。

日程 会場

1月2８日（金）・29日（土）
フレンテ西宮1階

メルカードむこがわ1階
1月29日（土）・３0日（日） 甲子園商店街 ほんわかハウス
2月４日（金）・５日（土） エコール・なじお４階

2月４日（金）・５日（土）・11日（金・祝）・12日（土）山口ホール

【受付時間】午前１０時～午後５時(土・日曜、祝・休日を除く) ＨＰ 66５6５89５

2月１日（火）～28日（月）
市内対象店舗でPayPay残高で買い物をした場合に、
決済金額の最大２０%に相当するポイントを付与

【買い物１回当たり付与上限額】５０００円相当
【期間中付与上限額】５０００円相当

期間
内容

※PayPayカード・ヤフーカード以外のクレジットカードは対象外
※付与されるポイントはPayPay、PayPayカード公式ストアで利用可能。
　出金・譲渡不可

2月2月にに

決済金額の最大決済金額の最大2200%のポイント%のポイント付与付与

消費者向け出張相談会を開催消費者向け出張相談会を開催

ペイペイ

　スマートフォンを用いたキャッシュレス決済サービス

　　◆市税の滞納により差し押さえた不
動産の公売を実施　詳しくは市のホー
ムページ（ HP ４７１6２４０９）で確認を。
問合せは納税課（0798・3５・3274）へ
【予定物件】甲陽園目神山町の宅地お
よび建物（最低入札価額）は２４6２万
円。入札に参加するためには、２４７万
円の公売保証金が必要
【参加申込期間】２月１日午後１１時まで
【入札期間・場所】２月７日午後１時～
１４日午後１時にインターネット公売シ
ステムで
【売却決定日時】３月７日午後２時
　◆飼い犬の登録内容に変更がある場
合は必ず届け出を　飼い犬の死亡・名
前の変更、飼い主の姓・住所等の変更
（市内での転居、市外からの転入）が
ある場合は動物管理センター（0798・
8１・１220）へ。市外への転出は転出
先の市町村へ届け出を　※令和３年

（２０２１年）３月２日以降に狂犬病予防注
射を実施した飼い主のうち、注射済票
の交付手続きが済んでいない人は、３
月３１日までに注射済票の交付手続き
を。手続きしなかった場合は、令和３

（２０２１）年度分の注射済票の交付がで
きません

　▪人権擁護委員を委嘱　委員は、池
上妙子、池田美紀、加藤良江、城淳子、
谷口富士代、松村清、森本幸子、屋代
鶴夫、坂井希千与、坂本裕香、髙見祥
一、長谷川昌亮（敬称略）。同委員は、
差別や嫌がらせなどの人権問題につい
て相談を受け、問題解決のお手伝いを
するほか、地域への啓発活動も行いま
す。問合せは人権平和推進課（0798・
3５・3320）へ
　 ◆総務課歴史資料チームの執務室
の移転　２月から市役所本庁舎３階へ
移転。問合せは総務課（0798・3５・
3740）へ
　◆生活困窮者の相談支援窓口「ソー
シャルスポット西宮よりそい」の移転
２月３日から市役所南館１階へ移転。問
合せはソーシャルスポット西宮よりそ
い（0798・3１・0１99）へ
　◆図書館段上・山口分室の休室　蔵
書点検・整理のため、次の期間は休室。
返却ポストや休室等に関する問合せは
中央図書館（0798・33・0１89）へ
【期間】段上…１月３０日～２月３日▷
山口…２月７日～１０日
　 ◆2月7日～3月6日は北口ギャラ
リー休館　工事のため休館。電話・窓
口対応は可（月曜を除く）。問合せは北
口ギャラリー（0798・69・3１60）へ
　▪2月8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一時
移転。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）▷地域学習推
進課（0798・3５・５１6５…生涯学習・
大学担当）→大学交流センター
　▪2月１4日～3月１6日はフレンテホー
ル利用不可　確定申告会場開設のため
利用不可。電話・窓口対応は可（火曜
を除く）。問合 せはフレンテホール

　▪2月１１日は西宮浜産業交流会館休
館　電気設備の更新工事による停電の
ため休館（悪天候の場合は２３日も休
館）。駐車場は利用可。問合せは都市
整備公社（0798・32・88５５）へ
　▪優良運転者表彰「金正賞」の申請
受付　対象は令和４年（２０２２年）２月
１日時点で、５年以上の無事故無違反
で、金賞受賞後５年（営業用３年、原
動機付自転車１０年）以上経過してい
る交通安全協会会員。申請は２月２8日
まで。申請方法など問合せは西宮交通
安 全 協 会（0798・33・2377）、 ま
たは甲子園交通安全協会（0798・
46・0369）へ

善意の寄託善意の寄託

【１１月分】《市宛て》★「青い鳥」福
祉基金へ　村田泰造、折り紙の会、今
津公民館グループ協議会、匿名１件＝
合 計２万３７8１円　 ★奨学基金へ　
ボーイスカウト西宮第１１団＝１万円
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

（0798・32・8660）へ
　▪8月2日～3１日、9月23日～2５日は
なるお文化ホール臨時休館　高圧ケー
ブル更新工事および全館停電のため臨
時休館。問合せは学校管理課（0798・
3５・384１）へ

官公署から
　◆「ひょうご女性サポートホットラ
イン～ここふれ」のご利用を　新型コ
ロナウイルス感染症の影響等による、
女性が抱える生活上の悩みや就労相談
に女性の相談員が応対。医師等の専門
家によるメンタルヘルス相談も実施
【電話相談】0１20・62・3５88…火
曜～土曜（祝・休日を除く）の午前９
時～正午、午後１時～４時

その他
　▪書き損じハガキで発展途上国の教
育支援を　日本ユネスコ協会連盟は、
「世界寺子屋運動」として年賀状など
の書き損じハガキの回収を実施。書き
損じハガキで発展途上国の子供に学校
に通う機会や、鉛筆やノート等を提供。
問合せは西宮ユネスコ協会（0798・
3５・3868…地域学校協働課内）へ

【期間】２月１０日まで
【対象】こども未来センターを利
用したことがある人（過去の利用
者を含む）

【回答方法】市のホームページ（ HP
３４２０１１３１）から

利用者向けアンケート
ご協力をお願いします

こども未来センター

問 こども未来センター
（0798・6５・１936）

　「マイナポイント第２弾（１月１日から国実施）」の開始に伴い、市はマイ
ナポイント申込支援窓口（市役所本庁舎１階、各支所、アクタ西宮ステーショ
ン）を再開しています。

総務省ホームページ

マイナポイント申込支援窓口　 再開しています

【受付時間】 月曜～金曜(祝・休日を除く)の午前９時～午後５時半
問 西宮市マイナポイント支援コールセンター（0798・98・2616）

※マイナポイント第２弾の最新情報については、総務省の
　ホームページをご覧ください。最大で２万ポイントの付
　与が予定されています

　教育委員会は、令和４（２０２２）年度４月に市立小・中・義務教育学校へ
入学予定の幼児・児童の保護者に就学通知書を送付します。
　同通知書は、住民基本台帳・就学申請書を基に作成しています。１月
末までに届かない場合は、学事課へ連絡してください。また、下表に該
当する人で、まだ同課に届け出ていない人も連絡してください。

問 学事課（0798・35・3850）

◎私立学校等へ入学する場合
　入学許可書等を同課へ持参か郵送を（市立小学校卒業・市立義務教育学校前期
　課程修了後、私立中学校等へ入学する場合は在籍している小学校・義務教育
　学校へ提出を）
◎住民登録の住所と、現住所が異なる場合
　（市外の小・中学校に入学する市外在住者で、本市に住民登録をしている人も含む）
◎市内在住の外国籍の人で、新たに市立小・中・義務教育学校への入学を希望する場合

就学通知書就学通知書をを送付送付
令和４年度 市立小・中・義務教育学校入学予定者の保護者へ令和４年度 市立小・中・義務教育学校入学予定者の保護者へ

令和4年（2022年）1月25日� （3）


