
市政 Information

市報あまがさき 令和２年１月号 4市報あまがさき 令和２年１月号５

ID 1018583　 ファシリティマネジメント推進担当☎ 6489 − 6526
（仮称）武庫健康ふれあい体育館の整備についてのタウンミーティング

公共施設マネジメント

（仮称）武庫健康ふれあい体育館の整備に向けて、タウン
ミーティングを開催します。同ミーティングでは、昨年 10
月に実施した際にいただいた意見などを参考に作成した新施
設のレイアウトイメージ図や整備予定場所などについて、本
市から説明（下記参照）を行った後、小グループに分かれて
意見交換を行います。同ミーティングでいただいた意見につ
いては、可能な限り施設整備などに反映していきます。

日時や会場は右表の通り。 不要。
説明内容
　◆本市の公共施設マネジメントの取り組みについて
　◆新施設のレイアウトイメージ
　◆西武庫公園内の整備予定場所
　◆新施設で実施する事業
　◆今後の進め方

施設のコンセプト
　◆誰もがスポーツに参加できて、生きがいや健康づくり
ができる
　◆多世代交流ができる
　◆介護予防としてのフレイル※対策ができる
　※フレイル：加齢に伴い筋力や心身の活力が低下した状態

日 程 時 間 会 場

１月 15 日㈬ 午後３時 30 分〜５時 福喜園

１月 17 日㈮ 午後７時〜８時 30 分 武庫体育館

１月 19 日㈰ 午後２時〜３時 30 分 西武庫公園内ゆめハウス

１月 22 日㈬ 午後３時 30 分〜５時 福喜園

１月 23 日㈭ 午後１時 30 分〜３時 武庫体育館

ID 1019181　 災害対策課☎ 6489 − 6165 FAX 6489 − 6166
「1.17 は忘れない」地域防災訓練

阪神・淡路大震災 25 年事業

メイン会場となる園田中、地区会場となる成良・小田・大庄・
立花・武庫中で実施します。そのほかの市立の全小・中学
校と特別支援学校では１月中に行います。同訓練は阪神・
淡路大震災の経験と教訓を次世代に継承し、次の大災害へ
の備えや対策の充実を図るため、地域で災害に対処する能
力（地域防災力）の向上を目的としています。訓練の様子
は見学できますが、訓練日時や雨天時の開催の有無、手話
通訳の有無は会場により異なりますので、事前に各地域振
興センター（19 ページ参照）にお問い合わせください。

「1.17 は忘れない」訓練内容
児童・生徒と地域の皆さんが参加して、地震からの避難

を行った後、避難所の運営に係る訓練などを行います。
なお、訓練の一環として、午前 10 時から市のホームペー

ジを災害用ホームページ※に切り替えたり、午後１時 30
分ごろには、市内 40 カ所に設置された屋外拡声器や戸別
受信機などから災害情報を流したり、実際に大規模地震が
発生した状況を想定した対応をとりますので、この機会に
ご確認ください。

※災害用ホームページ：大規模災害が発生すると、情報
を収集するために多くの人が市のホームページにアクセス
します。アクセスが集中すると、市のホームページが閲覧
できなくなる恐れがあるため、通常のホームページから災
害用ホームページに切り替え、必要な情報を容易に閲覧で
きるようにしています（下画像参照）。

カフェ・パイナワーフ（南武庫之荘２丁目）で、親目
線での防災、避難についての講話を。 就学前児の保護
者 15人 無料 １月８日から直接か電話、ファクス

（住所、氏名、電話番号、子どもの参加の有無を書いて）
で武庫地域振興センター。

ママのための防災おはなし会
こどもと一緒にどう逃げる？

ID1019292　 武庫地域振興センター☎6431−7884

中央北生涯学習プラザで、
「みんなのぼうさい」をテーマ
に講話やクロストークなど
を。 300人 無料 不要。
手話通訳・要約筆記あり。

防災×福祉セミナー みんなのぼうさい
ひとりひとりが輝く、防災と福祉の連携策

放水訓練の様子

献血にご協力ください
輸血に必要な血液が不足しています

市役所南館１階ロビーなどで。 16 〜 64 歳（60
〜 64 歳の間に献血経験がある人は 69 歳まで）の人
保険証など本人確認ができるものを持って、当日直接
会場へ。
本人確認の実施にご協力ください

輸血用血液のさらなる安全性の向上を図るため、献
血にご協力いただく際に身分証明などの提示（献血カー
ド持参の場合は暗証番号を入力）をお願いし、本人確
認を実施しています。
若い世代の献血が減少し続けています

16 〜29 歳の若年層と呼ばれる世代の献血は減少の
一途をたどっています。献血者の健康を守るため、１
人当たりの年間の献血回数や献血量には上限がありま
す。そのため、安定して輸血に必要な血液を確保する
ためには、一人でも多くの方の協力が欠かせません。

多くの患者の病気やけがの治療に使われている血液
製剤は、献血でご提供いただいた血液からつくられて
います。血液は、人工的につくることができず、長い
間保存することもできません。皆さんのご協力をお願
いします。

１月14日㈫午前 10 時〜 11 時 15 分・

ID 1003236　 疾病対策課☎ 4869 − 3053

中央中で。▷消防関係者による分列行進▷表彰な
どの式典▷女性消防団員（あまがさきファイヤーフェ
アリーズ）や明和幼稚園の園児による演技▷自主防
災組織員による活動宣言▷消防関係者による消防訓
練 │ │ などを。

雨天のときは同校の体育館で、式典のみ行います。
不要。

１月12日㈰午前 10 時〜正午

尼崎市消防出初式
消防訓練などを

ID 1019154　 消防局企画管理課☎ 6481 − 3962

午後０時 30分〜４時

１月17日㈮午後１時 30 分〜３時 30 分

１月22日㈬午前 10 時〜 11 時

ID1019164　 福祉課☎6489−6348 FAX6489−6329

２月３日㈪午後２時〜４時 30 分

災害時には災害用ホームページに切り替わります

試験区分 採用予定人数 受験資格 試験日

① 大学卒 ５人程度 平成６年４月２日以降
生まれの人

１月19日㈰
② 高校卒 若干名 平成10年４月２日以降

生まれの人

ID① 1011546 ② 1012050　 消防局企画管理課☎ 6481 − 3962、〒 660 − 0881 昭和通２丁目 6 − 75
消防吏員を募集します
令和２年４月採用予定

試験区分や採用予定人数、受験資格などは右下表の通り。
応募方法　
　採用試験案内と試験申込書は、市防災センター消防局企
画管理課と各消防署・サービスセンター・地域振興センター
にあります。 １月７日までに市のホームページ、１月
９日までに郵送で消防局企画管理課。市のホームページと
郵送の両方に応募が必要です。
　なお、いずれも試験区分に定める学歴に関しては、学

校教育法に規定する学校やそれと同等と認められる学校
を卒業か卒業見込みであることが必要です。国籍は問い
ません。
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ID 1019267　 表２参照

確定申告のお知らせ
3 月 16 日までに令和元年分の確定申告を

申告書作成会場
税務署の申告書作成会場の開設期間は 2 月 17 日〜 3

月 16 日午前９時〜午後４時です。2 月 14 日以前に申告
相談をされる人は事前に予約が必要です（平成 30 年分以
前の申告に限ります）。

なお、期間中は税務署の駐車場は利用できません。
そのほか、表１の会場でも相談を行っています。いずれも

受付時間は午前10時〜午後３時。なお、相続税や贈与税、
土地・建物・株式などの譲渡所得、山林所得の相談は行い
ません。

▷マイナンバーの本人確認書類▷源泉徴収票などの申告
に必要な書類▷印鑑▷前年分の控え▷税務署から送付され
た「確定申告のお知らせ」はがき │ │ などを持って当日直
接会場へ。還付申告書は、2月14日以前にも郵送か直接税
務署に提出できます。

なお、いずれの会場でも、市民税・県民税の申告相談や
申告書の収受は行いません。受付窓口の混雑状況によって
は早めに受け付けを終了する場合があります。
申告書の作成・提出

◆パソコン・スマートフォンで確定申告　
申告書は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー

ナー」で、画面の案内に従って金額などを入力するだけで
作成できます。

◆スマートフォンで見やすい専用画面　
１月から、２カ所以上からの給与所得がある人、年金収入

や副業などの雑所得がある人など、スマートフォン専用画
面をご利用いただける人の範囲が広がりました。

◆ｅ
イ ー

−Ｔ
タ ッ ク ス

ａｘの手続きが便利です　
　ｅ−Ｔａｘの送信方式について、「マイナンバー方式」

ID 1005457　 学び企画担当☎ 6494 − 3155
令和元年度全国学力・学習状況調査
小学６年生・中学３年生を対象に実施

昨年４月 18 日に実施した全国学力・学習状況調査の結
果をお知らせします。同調査は、子どもの学力や学習状況
を把握・分析し、教育施策の改善や学校での教育指導の充
実を図ることなどを目的に行っています。
学力調査

本市の小学６年生・中学３年生の学力調査の結果、全国
と比較するとやや低いという結果になりました（右下グラ
フ参照）。なお、今年度から知識に関する問題（A 問題）と
活用問題（B 問題）を分けず、一体的に問う問題になりま
した。
学習・生活習慣調査

学習習慣や生活習慣などの項目をアンケート形式で調査
しました。

◆学習習慣
家庭での学習時間が増え、自分で計画を立てて学習する

割合が増加しています。
◆教科への関心

「授業で学習したことは、将来社会に出た時に役に立つと
思う」と答えている割合が増加しています。

◆自己有用感
「自分には、良いところがあると思う」「先生はあなたの

良いところを認めてくれていると思う」と答えている割合
が増加しています。

◆地域社会との関わり
「今住んでいる地域の行事に参加している」と答えてい

る割合は全国と比較すると少ないという結果になりました。
今後、地域・家庭・学校が一層の連携・協働を図る必要が
あります。

尼崎市と全国の平均正答率比較

償却資産の具体例

種類 具体例

構築物 舗装路面、外構、フェンス、テナントが施した
内装など

機械・装置 旋盤、建築機械、太陽光発電設備など

車両・運搬具 運搬車、大型特殊自動車など（自動車・軽自動車税
の課税対象は除く）

工具・器具・備品 エアコン、パソコンなど（パソコンのソフトウェ
ア、カーナビは除く）

表１ そのほかの相談会場

問い合わせ内容 電話番号

確定申告書等作成コーナーや
e ¦Taxソフトのパソコン操作な
ど

e ¦Tax・作成コーナーヘルプデス
ク☎0570−01 ー 5901（平日と
２月24日・３月１日・8日・15日は午
前９時〜午後８時〈ただし１月10
日までと３月17日以降は平日午前
９時〜午後５時〉）

ICカードリーダライタの設定・パ
ソコン操作など

マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120 ー 95 ー 0178（毎日午
前９時30分〜午後８時〈土・日曜
日、祝日は５時30分まで〉。

申告相談の予約・そのほかの問
い合わせ

尼崎税務署（西難波町１丁目８の１
☎6416 ー 1381〈音声案内ダイ
ヤル〉）

各会場の駐車場は狭く混雑しますので、電車・バスなどの公共交
通機関をご利用ください

か「ID・パスワード方式」の選択ができます。マイナンバー
方式は、マイナンバーカードと IC カードリーダライタを
利用してｅ−Ｔａｘを行う方法です。ID・パスワード方
式は、届出完了通知に記載された専用の ID・パスワード
を利用してｅ−Ｔａｘを行う方法です。同通知の発行は本
人確認できるものを持って、直接税務署へ。

なお、従来通り確定申告書等作成コーナーで作成した申
告書などを印刷して郵送などで提出することもできます。

ID 1003482　 資産税課☎ 6489 − 6267
償却資産の申告はお早めに
1 月 31 日までに

１月１日現在、市内に償却資産を所有している事業者は、
申告が必要です。

１月 31 日までに、マイナンバーか法人番号・所在・種類・
取得時期・取得価額などを記載した償却資産の申告書を市
役所南館２階資産税課へ提出してください。

償却資産とは、固定資産税の対象資産のうち土地・家屋
以外の事業用資産のことで、所得税や法人税の確定申告時
に減価償却の対象になります。

具体例は右表の通り。

開催日 会 場

２月６日㈭・７日㈮ 武庫西生涯学習プラザ

２月12日㈬・13日㈭ 中小企業センター

有料広告欄
※こちらには有料広告を掲載しています

（％）
国語 算数 国語

青が尼崎市、白が全国
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60
64 65 67 70 73

58 60
55 56

小学６年生 中学３年生

数学 英語

表２ 問い合わせ先

これからの「学び」を目指して
これからの教育は、子どもの多様な学びや体験活動を一

層充実させることも求められています。子どもたちの「生
きる力」を育むために、地域の人たちのお力添えをいただ
きながら、社会と学校の協働活動を実現したいと考えてい
ます。
家庭でお願いしたいこと

小学 6 年生、中学 3 年生ともに「読書が好きですか」と
いう質問に対して肯定的な回答をした子どもは、教科の正
答率が高い傾向にあります。また、保護者の働きかけが子
どもたちの「生きる力」を育む大きな原動力になります。
家族で図書館を訪れて子どもと一緒に過ごす時間や、家庭
で授業や友達のことを話したり、携帯電話やスマートフォ
ンの使用時間を話し合ったりする機会が子どもを育てるの
で、家庭でゆっくり子どもと過ごす時間をつくってみてく
ださい。
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一般競争入札の参加者を募集
市有地を売却します

ID 1019160　 公有財産課☎ 6489－ 6238、〒 660－ 8501【住所不要】

所在・地番 地目 面積 最低売却価格

西昆陽１丁目
518番外 宅地 547.36㎡ 4537万円

南武庫之荘２丁目
268番 宅地 1282.83㎡ ２億7547万円

戸ノ内町３丁目
756番116 宅地 171.89㎡ 1459万円

　市有地を一般競争入札で売却します。売却する物件は右
表の通り。個人・法人を問わず参加できますが、入札する
には保証金（最低売却価格の約５％）が必要です。入札は
２月 10日㈪に実施します。

１月 20 日～ 24 日に申込書を直接（郵送も可。22
日〈必着〉までに）市役所北館４階公有財産課。詳細は市
のホームページか同課にある実施要領をご覧ください。

公文書の
開示

開示 95

部分開示 281

不開示 37

そのほか 13

平成 30 年度の運用状況
情報公開制度・個人情報保護制度

ID 1008376　 情報公開・統計担当☎ 6489－ 6171

本市では、情報公開制度と個人情報保護制度に基づき、
請求に応じて公文書などを開示しています。
平成 30 年度は、公文書の開示請求が 426 件、保有個
人情報の開示請求は 83件ありました。処理状況は右表の
通りです。

保有個人
情報の開
示

開示 28

部分開示 41

不開示 11

そのほか ３

マイナンバーカード・電子証明書の更新を
有効期限を過ぎると使えなくなりますのでご注意ください

ID 1019153　 コールセンター（裏表紙参照）

　マイナンバーカードと同カードに格納されている電子証
明書には有効期限（表１参照）があり、期限を過ぎると本
人確認書類としての利用や、コンビニでの各種証明書の取
得など（表２参照）ができなくなります。
期限が近づくと対象者に

「有効期限通知書（右写真
参照）」が送付されますの
で、更新手続き（表３参照）
を行ってください。
なお、更新手続きは有効期限の３カ月前から可能です。
更新手続きの詳細については、コールセンターまでお問い
合わせください。
無料。

公営企業の業務状況
令和元年度上半期

①水道事業

水道水の供給量（浄水場から送り出された水の量）は前
年度同期と比べて63万㎥減り2687万㎥に、水道料金収入
は7020万円減り40億6016万円になりました。
事業収支は水道料金などの収益43億7829万円と費用37
億814万円との差し引きで、当期純利益が６億7015万円に
なりました。
建設工事は配水管の整備工事などを12億2615万円で実
施しました。

科目 金額（万円） 科目 金額（万円）
損
益
計
算
書

営業費用 462,249 営業収益 517,173
営業外費用 27,480 営業外収益 133,278

当期純利益 160,722
合計 650,451 合計 650,451

貸
借
対
照
表

（資産の部） （負債の部）
固定資産 14,336,684 固定負債 2,863,830
流動資産 1,157,968 流動負債 142,350

繰延収益 5,333,972
（資本の部）
資本金 4,219,483
剰余金 2,935,017

合計 15,494,652 合計 15,494,652

　令和元年度上半期（平成31年４月１日～令和元年９月30日）の公営企業の業務状況がまとまりましたのでお知らせしま
す。詳しくは各担当課へ。いずれも損益計算書の期間は平成31年４月１日～令和元年９月30日。貸借対照表は令和元年９
月30日現在。営業費用中の減価償却費と、営業外収益中の長期前受金戻入は年間見込額の２分の１を計上しています。

②下水道事業

下水道施設での汚水と雨水の処理水量は前年度同期と比
べて549万㎥減り2579万㎥になりました。
事業収支は下水道使用料や一般会計からの雨水処理負担
金などの収益65億451万円と費用48億9729万円との差し
引きで、当期純利益が16億722万円になりました。
改良工事は管きょやポンプ場、処理場の改良を９億5223
万円で実施しました。

③工業用水道事業

工業用水の供給先企業数は前年度同期末から変わらず
52社、供給量は前年度同期と比べて61万㎥減り1150万
㎥に、工業用水道料金収入は367万円減り、５億5810万
円になりました。
事業収支は工業用水道料金などの収益９億8503万円と費
用５億5656万円との差し引きで、当期純利益が４億2847
万円になりました。建設工事は配水管の整備工事などを
1261万円で実施しました。

④モーターボート競走事業

ボートレースの開催日数は前年度同期と比べて４日増え
61日に、1日平均有料入場者数は476人減り2,318人になり
ました。
事業収支は開催収益などの収益206億3204万円と費用
189億9466万円との差し引きで、当期純利益が16億3738
万円になりました。
改良工事はセンプルピア増築工事などを５億844万円で
実施しました。

①③水道部経理課☎ 6489－ 7408②下水道部経営企画課☎ 6489－ 6551
　④ボートレース事業部経営企画課☎ 6419－ 3181

科目 金額（万円） 科目 金額（万円）
損
益
計
算
書

営業費用 358,035 営業収益 427,190
営業外費用 12,336 営業外収益 10,639
特別損失 443
当期純利益 67,015
合計 437,829 合計 437,829

貸
借
対
照
表

（資産の部） （負債の部）
固定資産 3,209,038 固定負債 1,281,533
流動資産 985,004 流動負債 138,569

繰延収益 236,761
（資本の部）
資本金 2,040,817
剰余金 496,362

合計 4,194,042 合計 4,194,042

科目 金額（万円） 科目 金額（万円）
損
益
計
算
書

営業費用 55,626 営業収益 79,013
営業外費用 30 営業外収益 9,310

特別利益 10,180
当期純利益 42,847
合計 98,503 合計 98,503

貸
借
対
照
表

（資産の部） （負債の部）
固定資産 1,065,872 固定負債 177,150
流動資産 951,829 流動負債 5,670

繰延収益 152,726
（資本の部）
資本金 1,264,101
剰余金 418,054

合計 2,017,701 合計 2,017,701

科目 金額（万円） 科目 金額（万円）
損
益
計
算
書

営業費用 1,899,466 営業収益 2,061,053
営業外収益 2,151

当期純利益 163,738
合計 2,063,204 合計 2,063,204

貸
借
対
照
表

（資産の部） （負債の部）
固定資産 849,978 固定負債 20,288
流動資産 1,042,530 流動負債 42,462

繰延収益 35,488
（資本の部）
資本金 246,153
剰余金 1,548,117

合計 1,892,508 合計 1,892,508

マイナンバーカードを作りませんか　
ID 1003543　
▷就職▷出産▷医療▷年金受給▷災害──など多くの
場面でマイナンバーが利用されています。マイナンバー
カードを持っていると、番号確認と本人確認が同時にで
きるなど大変便利ですので、ぜひこの機会に同カードを
作りましょう。

発行時の年齢 マイナンバーカードの
有効期限 電子証明書の有効期限

20歳以上 発行日から10回目の誕
生日まで

発行日から５回目の誕生
日まで

19歳以下 発行日から５回目の誕生日まで

表１ マイナンバーカード・電子証明書の有効期限

表２ 有効期限を過ぎると利用できなくなるサービス
マイナンバー
カード ▷本人確認書類としての利用▷電子証明書の利用

電子証明書

▷コンビニなどに設置しているマルチコピー機で
の住民票の写しや印鑑登録証明書などの取得▷
e-Tax（国税電子申告・納税システム）などの各種行
政手続きのオンライン申請の利用

更新する
もの 窓 口 必要なもの

マイナンバ
ーカード 市役所北館

１階マイナ
ンバーカー
ド交付窓口
※

▷有効期限通知書▷マイナンバーカード

電子
証明書

【本人が行う場合】上記参照
【代理人が行う場合】▷有効期限通知書▷
対象者のマイナンバーカード▷代理人の
本人確認書類▷有効期限通知書に同封の
「照会書兼回答書」

※ 各サービスセンターでは手続きできませんのでご注意ください

表３ 更新手続きについて




