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いつも元気いっぱいで、

愛らしい笑顔、我家の悪

ガキ３号君！みんな勇昊

が大好きだよ。

父　康典・母　悦子さん
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硬式テニス

初心者も経験者も一緒

に基礎から始めます

５月８日～６月26日

毎週火曜日（全８回）

午前11時～午後０時30分

コミュニティドーム

和田　睦美さん

ラケット・テニスシュ

ーズ（初心者は４月2 7日

午前 1 1時に説明会を実

施）

水　　泳

初心者も無理なく参加で

きるプログラム

５月９日～６月27日

毎週水曜日（全８回）

午前10時30分～正午

室内プール

廣田　淑子さん

水着・水泳帽・ゴーグ

ル・タオル

ゆうあい“いきいき”教室

※参加者は健康状態を確認のうえ、参加してください

社会福祉協議会では、町在

住の6 0歳以上の人を対象に、

下表のとおり教室を開催しま

す。

�定員 各15人（多数抽選）

�参加費 1,000円

申込み・問い合わせは、４

月2 4日までに、同協議会（�

766－1200）へ。
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地球温暖化防止と省エネル

ギー対策として有効な「太陽

光発電システム」の設置に対

する補助を平成1 4年度から実

施しています。

本年度も引き続き補助金を

交付します。なお、受付は先

着順となります。

�対象者 対象システムの設

置予定住宅の電力受給契約者

で、次のいずれかを満たす人

・自ら居住する町内の住宅に

太陽光発電システムを設置す

る人

・自らの居住の用に供するた

め、町内の住宅の新築に併せ

て太陽光発電システムを設置

しようとする人

�補助金額 発電システム価

格の最大出力値に４万円を乗

じて得た額。ただし、補助の

上限は４ＫＷまで。

問い合わせは、環境対策室

（�766－8712）へ。

環環 境境 にに やや ささ しし いい クク リリ ーー ンン エエ ネネ ルル ギギ ーー

�とき ５月1 3日（日）午前1 0時

～午後３時（受付午前９時40分～）

�ところ 総合公園周辺

�内容 自然観察と山野草試食

�対象 園児・小学生とその家族

（４年生以上は１人での参加も可）

�定員 4 0人（定員になり次第締

め切り）

�参加費 １人3 0 0円（材料費・保

険代）

�申込 住所・電話番号・参加者

全員の氏名（ふりがな）・性別・

学年または年齢を記入したものを

ＦＡＸまたは電話で生涯学習課へ

問い合わせは、同課（�7 6 7－

2600・ＦＡＸ767－2880）へ。

「第4 0回いながわまつり」の開催テー

マを募集します。記念すべき4 0回にふさ

わしいテーマをお待ちしています。テー

マ以外にも開催内容などで提案があれ

ば、応募用紙に記入してください。

�応募方法 コミュニティ課、図書館、

文化体育館、日生・六瀬住民センターに

備え付けの応募用紙に記入のうえ、５月

1 1日までにいずれかの窓口へ提出（町ホ

ームページからの応募も可）

�発表 ７月上旬（採用者には記念品を

贈呈）

問い合わせは、コミュニティ課（ �

7 6 6－8 7 8 3）、文化体育館（�7 6 6－7 4 0 0）

へ。※いながわまつり参加団体は、７月

１日号で募集

いながわまつりのテーマを募集！
11月3日開催

③④
�戸籍届出 出生・死亡・婚姻・離

婚など
�住民登録 転入・転出・転居など

�印鑑登録

�外国人登録

�戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明

などの交付

�住基カードの申請

②環境対策室　�766－8712
�ゴミに関すること

�不法投棄・野焼き情報

�生ゴミ処理機助成申込み

�犬の登録

�死獣処理

�空き地の管理

②③④ 住民生活課
（�766－8700）

�福祉医療 乳幼児・重度心身

障害者（児）・母子家庭

�児童手当の手続き

�保育園の入所手続き

�母子福祉に関すること

�民生・児童委員に関すること

�生活保護の相談

�障害者手帳の手続きに関する

こと

�障害福祉サービスに関するこ

と

⑥ 福祉課　 （�766－8701）

�国民健康保険

�国民年金

�介護保険

�老人保健

�母子手帳の交付

�高年福祉 老人医療・シ

ョ ー ト ス テ イ ・ 施 設 入

所・住宅改造・緊急通報

システムなど

⑤ 健康課 （�766－8781）

�道路・河川に関すること

�公営住宅（町・県）の申込み

�公共用地の買収に関すること

�ピクニック広場や公園の管理に

関すること 使用申請など

�耐震診断・耐震改修に関するこ

と

�町内地図の販売

第二名神高速道路対策室

�766－8715

�第二名神高速道路建設に関する

こと

⑨ 都市整備課
（�766－8704）

７月から
証明窓口を一本化

⑩ 建設課 （�766－8705）

�町税・使用料などの納付

① 会計課 （�766－8706）

�観光に関すること

�農業共済・建物共済

�消費生活相談

�森林保全対策に関すること

�有害鳥獣に関すること

�中小企業融資あっせん

�ため池・農道・井せき

�農業委員会

�農業者支援

�緑の募金

⑧ 農林商工課 （�766－8709）

�総合計画に関すること

�町財政に関すること 予算

編成など

�情報政策に関すること

�ふれあいバスに関するこ

と

�清流猪名川を取り戻そう

町民運動に関すること

④ 企画財政課 （�766－8711）

組織の再編にともない、すでに3月1日号で、

各課の組織および主な業務内容はお知らせいた

しましたが、今回の特集では、申請手続きや相

談など住民の皆さんが直接関係する窓口業務に

ついて紹介します。

来庁の際、担当課がわからない場合は、最寄

りの職員に気軽にお尋ねください。また、１階

ロビーに設置している総合案内窓口をご利用く

ださい。

�住民税・固定資産税・都市計画

税・軽自動車税の賦課徴収に関する

こと

�固定資産評価に関すること

収納推進室�766－8782

�町税などの徴収に関すること

�町税などの口座振替に関すること

�町税などの滞納処分に関すること

⑦ 税務課 （�766－8702）

�交通安全に関すること

交通災害共済・うさちゃ

んクラブなど

�防犯に関すること 防

犯灯の設置など

�国際交流

�自治会に関すること

�行政相談・法律相談な

ど

�コミュニティ活動の推

進

�いながわまつりの企画

運営

③ コミュニティ課 （�766－8783）

団塊の世代の定年退職に向け、退職後の地域と

のかかわりや生きがいづくりなどを目的に、ニー

ズにあった事業を推進していきます。また、猪名

川町の地域資源を生かした事業「シニアファーマ

ー養成講座」の開設を進めています。

�職員の服務に関す

ること

�防災に関すること

�選挙に関すること

�情報公開に関する

こと

�広報・ホームペー

ジに関すること

② 総務課 （�766－8708）

�議会・委員会の傍聴

�議会広報に関すること

�会議録の閲覧

�議会への請願・陳情に

関すること

�監査に関すること

① 議会・監査委員・公平委員会事務局
（�766－8710）

窓口サービスの向上を目的

に、７月から③番窓口で、住民

票や印鑑登録証明書、税務証明

などの証明を発行する専用窓口

を設置します。

企画財政課
コミュニティ課
総務課
住民生活課
健康課
福祉課
税務課
農林商工課
建設課
都市整備課
上下水道課
学校教育課
生涯学習課

会計課

部　名 課 名 メ ー ル ア ド レス

総 務 部

生 活 部

建 設 部

教育委員会

消防本部
議会事務局

各課のメールアドレス一覧表

kikaku@town.inagawa.lg.jp
community@town.inagawa.lg.jp
somu@town.inagawa.lg.jp
juminseikatsu@town.inagawa.lg.jp
kenko@town.inagawa.lg.jp
fukushi@town.inagawa.lg.jp
zeimu@town.inagawa.lg.jp
norinshoko@town.inagawa.lg.jp
kensetsu@town.inagawa.lg.jp
toshiseibi@town.inagawa.lg.jp
suido@town.inagawa.lg.jp
gakko@town.inagawa.lg.jp
gakushu@town.inagawa.lg.jp
kaikei@town.inagawa.lg.jp
shobo@town.inagawa.lg.jp
gikaijimu@town.inagawa.lg.jp

教
育
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上下水道課
（�766－8716）

水道料金の納付について、５月（４

月分料金）から、クレジットカードに

よる支払いが可能となります。

子ども達に確かな学力と

豊かな心、たくましい体力

をはぐくむ「わくわくスク

ールプラン」を推進するた

め、教職員の指導力向上を

めざし、指導主事が学校園

に対する専門的な指導と支

援を強化していきます。

なお、カウンセラーによ

る教育相談は、今後も教育

研究所で行っていきます。

教育支援室を開設
�766－6006

学校教育課
（�766－6000）

生涯学習課
（�767－2600）

生きがいづくり室を開設
�766－8784

水道料金の
クレジットカード払い開始

�水道の開栓・閉栓

�水道施設などに関すること

�水道料金などに関すること

�下水道への切替え

�し尿のくみ取り・浄化槽に関すること

�雨水タンク助成申込み

�留守家庭児童育

成室（学童保育）

に関すること

�奨学金に関する

こと

�幼稚園入園に関

すること

�小学校入学に関

すること

�私立幼稚園（就

園奨励費）の補助

に関すること

�社会教育登録団体に

関すること 施設の利

用・減免など

�文化財に関すること

�青少年に関すること

�ＰＴＡ連合会に関す

ること

�子ども会に関するこ

と

�スポーツに関するこ

と

�スポーツ・文化活動

優秀者に対する助成

�町長・副町長の秘書に関

すること

�表彰に関すること

①企画財政課 秘書
（�766－8713）

�本庁１階事務室の風景
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