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北・北神 区役所 TOPICS
日時 料金

電話☎
定員内容 対象場所

持ち物 募集 申込み 問い合わせメール

催し

検索 神戸市北区 市民相談

検索 国税庁

市
民
相
談
（
無
料
）

市民相談(弁護士) 相続、借地・借家、金銭賃借、
相隣関係などの法律相談

市民相談(司法書士)
市民相談(行政書士)

行政相談 
(行政相談委員)

成年後見制度の 
利用手続き相談室

心配ごと相談

国など行政機関への意見・要望を受け付け、 
解決や実現の促進を図る

制度の仕組みや利用手続きの流れについて

民生委員・児童委員等が心配ごと等の相談に
応じ、助言や専門機関等へ橋渡しを行う

所有権移転、相続などの各種登記手続き

毎週水曜/13：00～16：00

第2・4木曜/13：00～16：00
自筆による遺言書・遺産分割協議書の作成 第1木曜/13：00～16：00

第3木曜/13：30～15：30

毎週火曜/13：30～16：00

第2・4木曜/14：00～16：00

第2水曜/13：30～16：00

北区役所7階 市総合コールセンター
☎0570-083330または333-3330 
　(受付時間9：00～21：00)
WEB予約は
兵庫行政評価事務所
☎331-9096
FAX333-7919
北区社会福祉協議会
☎593 -1111(代) FAX593-9822 
北区社会福祉協議会 北神事務所
☎981-5377(代) FAX940-5444

7人(先着順) 要
（電話・WEB予約）

左記時間内で
先着順

（15:00まで受付）

左記時間内で
先着順

（15:30まで受付）

不要

北神区役所2階(受付)

北神区役所2階

北区役所7階

北区役所6階

4人(先着順)

5人(先着順)

6人(先着順)

種 類 内 容 場 所 定 員 予 約 問 い 合 わ せ日時※祝休日および年末年始を除く

北図書館だより（無料・申込み不要）
おはなしとえほんの会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
2月13日(土)11：00～11：30
2歳～　　5組

読書会
『水神』帚木蓬生著
2月17日(水)10：00～12：00
一般　　15人

貸農園利用者募集
北区（山田町、八多町）で野菜作りが楽し
めます。申込の詳細は市観光園芸協会
のホームページ、または問まで

2月1日（月）～14日（日）必着
（応募多数の場合は抽選）
市事業・イベント案内センター　
☎0570-083330 または
☎333-3372 FAX333-3314

北図書館2階 多目的室
北図書館 ☎592-7573 FAX595-1297

おひざのうえのおはなし会
手遊びや読み聞かせ、本選びのアドバイス
2月26日(金)10：30～11：00
0～2歳と保護者　　5組

おはなし会
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
2月27日(土)15：00～15：30
幼児～大人　　5組

2月の休館日
1日(月)、8日(月) 、15日(月)、22日(月)

北

北神

催し

市・県民税申告相談会場のご案内

確定申告はご自宅等からスマートフォン・パソコンで！
申告会場は大変混雑します。感染症対策として三密を避けるためにも、申告書は国
税庁ホームページでご確認の上、e-Tax（電子申告）でご提出ください。
●e-Taxで手続き完結
「マイナンバーカード」または「ID・パスワード」をお持ちの人は、e-Taxで申告書を送
信できます。詳細は国税庁HPをご確認ください。

●今年度は北区役所申告相談会場の開設期間が短縮されていますのでご注意ください
※上記の期間外も市民税課（新長田合同庁舎３階）にて、２月１日（月）から３月１５日（月）まで対面による申告
　相談を受け付けています（土日祝を除く）
●新型コロナ感染防止の観点から市県民税の申告は郵送による申告を推奨しています
●税務署へ提出する確定申告の受取りは行っていません
【郵送申告の相談や質問】神戸市郵送申告コールセンター ☎771-5493
　開設日時　1月27日（水）～3月15日（月）（土日祝を除く）9：00～17：00
【市・県民税の申告について】市民税課北区担当 ☎647-9368 FAX647-9560

兵庫税務署 ☎576-5131（代） 

募 集

「春に出会おう」～木々の芽吹き（無料※）
3月13日(土)10：30～12：30
20人（先着順）　  2月14日（日）～問まで

初春の森林植物園の謎をとけ！
森林ナゾトキ探偵団
3月14日(日)13：00～14：30
40人（先着順）　 500円
2月15日（月）～問まで

森林植物園※入園料・駐車料は別途必要
　森林植物園☎591-0253 FAX594-2324

ありまホール映画サロン
『桜田門外ノ変』

開国か、攘夷か。日本の未来を変えた「歴史的大
事件」。出演：大沢たかお、柄本明、北大路欣也ほか
2月27日（土）①10：30～、②13：30～
北神区文化センター ありまホール
当日1,000円、前売900円、
友の会（前売）800円
各回200人（2部制）
北神区文化センター ☎987-3400 FAX987-3444

会　場 日　時

北区役所５階 会議室

北神中央ビル７階 ７０２号室

２月１５日(月)～３月1日(月) ※土日祝を除く
9：00～12：00 13：00～17：00

２月８日(月)～２月１２日(金) ※２月１１日（木・祝）を除く
９：30～11：３0 13：15～16：00

会　場 日　時
神戸サンボーホール

（中央区浜辺通5-1-32）
2月16日(火)～３月15日(月)9：00～16：00
※2月21日（日）、28日（日）以外の土日祝を除く

【確定申告会場】

※「神戸市管工事会館」に申告書作成会場は開設いたしませんので、ご注意ください。

北区ふれあいフェスタ2021 障がい
者芸術作品展(無料・申込み不要)
障がいのある人が制作した絵画・書道・
写真・陶芸・織物・手芸などの作品の展示
3月6日(土)、7日（日）9：00～18：00
ベルスト鈴蘭台３階 すずらん広場
きた障害者地域生活支援センター
☎592-1371 FAX592-1381

今、目の前で大切な人が倒れたら？
あなたにもできる！心肺蘇生法
3月21日（日）10：00～13：00
北消防署 ４階研修室 
マスク着用。体調不良者は参加不可
84円切手1枚 　　2月8日（月）～※先着10人
北消防署救急係 ☎591-0119 FAX594-1119

第51回北区民ふれあいグラウンド・
ゴルフ大会
3月6日（土）10：00～（受付9：30～）
しあわせの村 運動広場
1チーム6人もしくは個人参加（個人参加
は主催者にてチーム編成）
※北区在住者以外は1チーム3名まで
先着32チーム（192人）まで
1チーム3,600円、個人参加600円（当日）
FAX、Eメール、郵送にて下記内容を問まで  
 チーム名・申込代表者（氏名・住所・電話・
 FAX番号）・６人全員の氏名と性別・在住区
※2月14日（日）必着
〒651-1195（住所不要）スポーツ推進委
員北区連絡会（北区役所まちづくり課内）
☎593-1111（代） FAX593-1166
　kobekita-chikatsu@office.city.kobe.lg.jp
申込書ダウンロードは

検索 神戸市 北区民グラウンド・ゴルフ大会 

国税庁HP

北区役所まちづくり課 
☎593-1111(代) FAX593-1166
北神区役所まちづくり課 
☎981-5377(代) FAX981-3506

北区の公式SNSをはじめました！
北区の魅力やイベント・市政情報などを
インスタグラム・ツイッターで発信しています。
ぜひフォローしてください。

検索 神戸市北区 公式ＳＮＳ

インスタグラム ツイッター

ははさぎほうせいすいじん

じょうい

北神図書館だより（無料・申込み不要）

おひざのうえのおはなし会
絵本の読み聞かせ、手遊び
2月17日(水)11：00～11：30
0～2歳児と保護者　　5組

おはなし会
絵本の読み聞かせ、ストーリーテリング
2月13日(土)15：00～15：30
3歳～　　5組

ストーリーテリング
ストーリーテリング、絵本の読み聞かせ
2月20日(土)14：30～15：00
5歳～　　5組

ほくほくおはなし会
絵本の読み聞かせ（図書館スタッフ）
2月27日(土)11：30～12：00
4歳～　　5組

北神図書館 おはなしの部屋
北神図書館 ☎981-8210 FAX981-8220

2月の休館日
1日(月)、8日(月) 、15日(月)、22日(月)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
電話相談に変更しています。

成年後見支援センター
☎271-5321 FAX271-2250

KITA JOURNAL

募集

第8回北神コーラスフェスティバル
出演グループ大募集
地域参加型のコーラスフェスティバル
4月11日（日）13：30開演
北神区文化センター ありまホール
団体登録費3,000円＋参加費1人200円
問へ直接来館・電話・FAX※2月28日（日）締切
10組程度（応募多数の場合抽選）
北神区文化センター
☎987-3400 FAX987-3444

北神図書館で「有馬文庫」の
出張展示をします
有馬の多彩な史資料を集めた資料室「有
馬文庫」（有馬地域福祉センター内）をパ
ネル等で紹介する出張展示を行います
2月2日（火）～4月30日（金）の図書館開館日
北神図書館内
有馬出張所 ☎904-0081 FAX907-2003


