くらし
凡例…亜日時（日程）唖会場・場所
愛出演

娃内容

阿対象・定員

挨費用（記載のない催しは無料）

姶持ち物

哀講師
逢申し込み

葵問い合わせ

ラポルテ市民サービス
コーナー

に振り込みます。現況届が未提出
の人は、
至急下記へ提出ください。
阿児童手当・特例給付受給者 葵
子育て推進課こども係 ☎38-2117

動物愛護フェア
亜10月20日
（日）
午前11時～午後３時
（雨
天中止） 唖キセラ川西せせらぎ公園
娃長寿犬・猫表彰など 葵環境課382050/コタニ動物病院☎072-782-2118

在日外国人学校就学補助金
亜平日(月～金曜日)午前10時～午
後 ７ 時/土 曜･日 曜･祝 日 午 前10時
～午後５時
〈休業日〉
10月10日・17
日 娃住民票の写し、印鑑証明書、
戸籍全部・個人事項証明書、
市民税
県民税課税証明書、固定資産課税
台帳記載事項証明書など
（印鑑証
明は印鑑登録証が必要）土曜･日曜
･祝日と平日の午後５時30分以降、
本庁で確認が必要なものは発行で
きない場合があります。
（各種届け
出・登録等の手続きは市民課へ）
葵ラポルテ市民サービスコーナー
☎31-3130・ラポルテ本館３階

Ｎｅｔ１１９システム運用開始
亜10月１日（火）午前９時～ 娃
聴覚・言語に障がいのある人がス
マートフォン等で119番通報でき
るシステム 葵消防本部警防課通
信係☎32-2345/穐32-0119

共同募金運動

娃次のすべてにあてはまる人は就
学補助金が受けられます。①在日
外国人学校（小・中学校相当）に在
学する平成16年４月２日～平成
25年４月１日生まれの外国人児
童・生徒の保護者②10月１日時点
に市内在住で、児童手当（特例給付
を除く※平成28年度に就学補助
金の支給を受けた人は対象）を受
け て い る 人 逢10月 １ 日 ～31日
に在日外国人学校へ 葵教育委員
会管理課 ☎38-2085

週間以内に、
市を経由して知事への
届け出が必要です。
【届出が必要な
面積】市街化区域2,000㎡以上/市街
化区域以外の都市計画区域5,000㎡
以上 葵都市計画課 ☎38-2073

西蔵集会所休館期間変更
亜11月16日～令和２年３月31日
娃改修期間変更により休館期間を
変更します。ご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いし
ます。 葵市民参画課 ☎38-2007

自衛官等の募集
娃自衛官候補生
（男女）など様々な
募集種目あり。 逢＆葵自衛隊兵
庫地方協力本部西宮地域事務所☎
0798-66-7066

お困りです課の専門相談

ＬＧＢＴ電話相談 ☎38-2111

市税封筒の
「有料広告」
募集
娃市税納税通知書郵送用封筒
（約
６万枚・１枠20万円～）督促状・催
告書郵送用封筒
（約２万３千枚・１
枠10万円～）
・各２枠 逢申込書・
完全版下原稿を11月29日までに下
記へ 葵課税課管理係☎38-2015

マイナンバーカード
（個人番号
カード）
交付窓口休日開庁日

亜10月 １ 日 ～12月31日 娃 募 金
は、ボランティア活動などの地域・
福祉活動に役立てられます。 葵
芦屋市共同募金委員会 ☎32-7530

県の最低賃金が改正
娃10月１日から時間額899円（改
正前は871円）に改正。 葵兵庫
労働局労働基準部賃金室 ☎078367-9154

娃11月３日
（日）
午前９時～午後１時
唖市役所北館１階６番窓口 娃マイ
ナンバーカードの受け取り・申請等
葵市民課マイナンバー担当 ☎38-2070

児童手当・特例給付の振り込み

10月は「土地月間」

娃６月～９月分の児童手当・特例
給付を10月15日
（火）
に指定の口座

娃次の面積以上の土地取引をした
場合は、契約を締結した日から２

【合同行政相談】
10 月７日～13 日は行政相談週間
亜10 月16 日（水）午後１時～４
時 唖東館中会議室 娃国・県へ
の意見・要望。国・県・市が合同で
対応 逢当日会場へ
【こころの整理相談〈要予約〉】
亜11 月６日（水）午後１時～４時
娃精神保健福祉士に心の悩みを話
して、気持ちの立て直しを図る相
談（１人50 分） 逢お困りです課へ
【税務相談】
亜 毎 週 月 曜 日・午 後 １ 時 ～ ４ 時
娃相続税・贈与税ほか税に関する
相談 逢当日午後０時45 分～３
時30 分に南館玄関受付へ
【法律相談①弁護士②司法書士】
亜①毎週木曜日午後１時～４時
30 分②毎週金曜日午後１時～４
時 娃①②ともに多重債務・成年
後見・不動産の名義変更など日常
生活上の法律相談全般 逢希望す
る週の月曜日（祝日の場合は翌日）
午前９時から電話でお困りです課
へ（１案件１回限り）

唖＆葵お困りです課 ☎38-5401
【土地と建物の登記相談】
亜10 月１日（火）午後１時～４時
娃土地の境界問題や分筆合筆、新
築・増築・取り壊し等の登記相談
逢当日午後０時45 分～３時30 分
に南館玄関受付へ
【公正証書相談】
10 月１日～７日は公正証書週間
亜10月８日（火）午 後 １ 時 ～ ４ 時
娃遺言書等公正証書の相談 逢当
日午後０時45分～３時30分に南
館玄関受付へ
【家事相談〈要予約〉】
亜10 月９日・23 日
（水）午後１時
～４時 娃夫婦・親子・離婚・相
続など家庭における問題 逢お困
りです課へ（１案件１回限り）
【不動産相談〈要予約〉】
亜10月 15日（火）午後１時～４時
娃不動産の取引・契約等不動産全
般に関する相談 逢お困りです課へ

亜10 月１日・15 日（火）午後４時30
分～８時15 分 娃性別違和や性的
指向などセクシュアリティのお悩み
を専門相談員が受け付けます。家
族、友人、教師、同僚からの相談も
歓 迎。 挨 通 話 料（ 相 談 料 無 料）
葵人権推進課 ☎38-2055

女性のための面接相談

唖＆逢＆葵 男 女 共 同 参 画 セ ン
ター☎38-2022（一時保育あり）
【女性の悩み相談〈要予約〉】
亜①10月４日・11日・25日（金）午
前10時～午後４時②１日（火）午
前10時 ～ 正 午/18日（ 金 ）午 前11
時～午後４時・面接相談（1人50分
間） 娃①心の悩み
（夫婦・家族そ
の他、人間関係など心の整理をお
手伝い）②家事調停（離婚・養育費・

