４月

市政情報トピックス

・ホームページ、
ブログなど
ウェブサイトなどを用いた
・SNS（フェイスブック・ツイッターなど、
740
選挙運動（電子メールアド
メッセージ機能含む）
レスなどの表示義務あり）
11 ト配信
・政策動画のネッ

○

12

○

○

届をした人は、前住所地で投
票することになりますが、選
挙人名簿に登録がなければ投
票できません。
また、いずれかの市区町村

す。証明書の発行は市民課で
行っています。
県内から転入した人
年１月３日以降に、県内
の他の市区町から本市に転入

きます。いずれも、投票所で
係員に申し出を。
重度障がいなどがある人

代理・点字による投票
病気やケガなどで、候補者
名を自分で記入できない人は
代理投票が、また、目の不自
由な人は点字による投票がで

を。また、指定の病院、老人
ホームなどに入院または入所
中の人はその施設で投票でき
ます。手続きについては、施
設の事務局に問い合わせを。

・選挙運動用電子メールの送信
・選挙運動用ビラ・ポスターを添付した
電子メールの送信

有権者など 政党など 候補者

が 発 行 す る、「 引 き 続 き 県 内
居住証明書」が必要です。前
住所地の選挙管理委員会事務

電子メールを用いた
選挙運動（メール受信を
同意した場合に限る）

日は
県議会議員選挙

任期満了による県議会議員選挙は４月３日㈮告示、 日
㈰が投票日です。今後の県政を託す大切な選挙です。必ず
投 票 し ま し ょ う。 当 日 は 投・ 開 票 速 報 を 市 ホ ー ム ペ ー ジ
）

転出する人は、市の選挙人名
簿に登録されていても投票で
きません。４月４日㈯から

で案内します。詳しくは市選挙管理委員会事務局☎（
１２５１へ。

投票できる時間
午前７時から午後８時ま
で。投票所入場整理券を持っ

日㈯までに転出する人は、転
出前に期日前投票ができま

１～３級

両下肢もしくは体幹

特別項症
～第２項症

心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこ 特別項症
う、直腸、小腸もしくは肝臓 ～第３項症

ウェブサイトに掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運
動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布（証紙なし）

×

×

○※

○
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×

×

※市長選挙で選挙管理委員会が所定の要件を満たす政治団体であることを認めたものに限る

要介護５

選挙公報を各戸配布
候補者の政見などを掲載し
た選挙公報は、４月７日㈫～
９日㈭頃に配布予定です。届

かない場合は同委員会事務局
に連絡を。なお、市ホームペー
ジでも閲覧できるほか、市役
所１階の正面案内や公民館な
どにも備え付けます。

東谷行政センター

４月５日㈰～11日㈯
午前９時―午後５時半

開票
午後９時半から総合体育館

４月４日㈯～11日㈯
午前８時半―午後８時

で行います。
インターネット選挙運動
の解禁について
インターネットなどを利用

日時

市役所１階
市民ギャラリー

した選挙運動は一部が解禁さ
れましたが、有権者などが電

（表２）

子メールを用いた選挙運動が
できないなどの規制もありま
すので注意を。

代理記載制度が利用できる人
・上記の該当者で、身体障害者手帳に上肢もしくは視
覚の障がいの程度が１級の記載がある人
・上記の該当者で、戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚
の障がいの程度が特別項症から第２項症までの記載
がある人

場所

できること／できないこと

体に重度の障がいなどがあ
り投票所に行けない人は、郵
便などで投票できます。対象
者は表１の通り。

１・３級

免疫もしくは肝臓

介護保険の
介護保険法の要介護者
被保険者証

４月５日㈰～11日㈯午前９時―午後５時半

局で確認を。
当日予定がある人
投票日に仕事や旅行などで
投票所に行けない人は、期日

程度・区分

両下肢、
体幹もしくは移動
１・２級
機能

戦傷病者
手帳

す。４月 日㈰に転出する人
は、転出日の前日までは期日

（表１）

身体障害者
心臓、
じん臓、呼吸器、ぼう
手帳
こう、直腸もしくは小腸

東谷行政センター

（表３）

日時

４月４日㈯～11日㈯午前８時半―午後８時

ただし、事前に「郵便等投

上記の該当者で、戦傷病者手帳に上肢もしくは視覚の障が
いの程度が特別から第２項症までの記載がある人

障がいの種別

12

前投票ができます。投票所入

上記の該当者で、身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障
がいの程度が１級の記載がある人

種類

場所

市役所1階市民ギャラリー

票証明書」の交付が必要です。
詳しくは同委員会事務局へ。

介護保険の
介護保険法の要介護者
要介護５
被保険者証
代理記載制度が利用できる人

て指定の投票所へ。入場整理
券が届かないまたは、紛失し
た場合でも、本人と確認でき
れば投票できます。

じん臓、呼吸器、ぼうこう、 12
身体障害者 心臓、
１・３級
直腸もしくは小腸
手帳
免疫もしくは肝臓
１～３級
特別～
両下肢もしくは体幹
第２項症
戦傷病者
心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこう、 特別～
手帳
第３項症
直腸、小腸もしくは肝臓

（表２）

前投票が、転出日の当日は転

程度・区分
12
両下肢、体幹もしくは移動機能 １・２級
障がいの種別

投票所の変更

26

12

場整理券（本人と確認できれ
ば無くても可）を持って、表
２の期日前投票所へ。入場整
理券裏面の宣誓書に本人が必
要事項を記入してください

2015.04

出前に当日投票所で投票でき
ます。
県内へ転出する人
市の選挙人名簿に登録さ
れ、 年 月 日以降に県内

市役所２階の市政情報コーナーで閲覧できます。
詳しくは秘書課☎（740）1103 へ。

第５投票所はシルバーワー
クプラザから、総合体育館２
階に変更となりました。
投票できる人
日本国民で平成７年４月

13

13

（印鑑不要）。

４月６日㈪から「川西市長の資産等の公開に関
する条例」に基づく「資産等報告書」（26 年 10 月
28 日現在所有分）を公開します。

の他の市区町へ転出し、転出

フォト
ニュース

市長の資産などを
公開します

年１月２

コラム

年間約 10 回実施の各種講習会の受講割引の特典も。
登録費、年会費はいずれも１口 1,000 円。希望
者 は、 費 用 持 参 で 市 役 所 ５ 階 の 同 協 会 ☎（759）
0805 へ。

日以前に生まれ、

子育て応援
コーナー

設置します。きめ細かい就労支援など、自立
生活に向けた相談支援を実施。詳しくは生活
支援室☎（740）1189 へ。

に事業所がある法人を対象に登録者を。草花苗の引
き換えやプランター（土付き）の貸し出しのほか、

27

なお、市役所と東谷行政セ
ンターで期日前投票できる日
時が異なります。
不在者投票
出張などで川西市以外に滞

相談の案内
高齢者

市福祉事務所では、４月１日㈬から、経済
的な困窮者などに対する自立相談支援窓口を

市緑化協会が花と緑に関心のある市民または市内

先の選挙人名簿に登録されて
いない人は、川西市で投票で
きます。ただし、いずれかの
市 区 町 村 が 発 行 す る、「 引 き
続き県内居住証明書」が必要

健康・福祉

生活困窮者のための
相談窓口がスタート

市緑化協会員の
登録者を募集

23

在中の人は、国内の滞在先の

公民館
中央図書館

「ひとり親家庭」の父または母が看護師や介護福
祉士、理学療法士などの資格を取得するために２年
以上養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進
給付金が支給されます。所得制限などの要件があり
ます。支給は月額 10 万円または７万 500 円。支
給期間の上限は２年で、申請のあった月からの支給
となります。
現在、修業中で同給付金を受給していない人は、
４月 30 日㈭までに手続きを。詳しくは子育て・家
庭支援課☎（740）1179 へ。

【草花の交換会】手作りの草花を持ち寄り交換。
【飲み物サービス】川西市商工会の協力で。全国
川西特産物販売も。
【緑の募金】緑の羽根による緑化啓発と募金運動
を国際ソロプチミスト川西の協力で。
【緑のフリーマーケット】家庭で育てた花や植木
などを販売。出店希望者は４月 22 日㈬までに電話
で同協会へ。
【菊のさし芽指導コーナー】市内愛好者の協力で。
【たい肥の無料配布】せん定した枝葉のチップを
発酵させた、たい肥を配布。午前 11 時と午後１時
半の２回、各先着 200 人。
【その他】花と緑の即売会で 500 円購入ごとに園
芸用品がもらえるスピードくじを（緑のフリーマー
ケットは除く）。

（表１）
種類

選挙管理委員会で投票できま
す。郵便による手続きになり
ますので、早めに問い合わせ

ごみ
カレンダー

高等職業訓練促進給付金
「ひとり親家庭」の父母の自立に向けて

育てた花木を展示。

日以前に川西市の住民基本台
帳に登録され、引き続き住ん
でいる人。
市内で転居した人
３月 日以降に市民課に転

スポーツ

中度から重度の障害がある児童を養育している人
に支給している特別児童扶養手当は、１級の場合
５万 1,100 円、２級の場合は３万 4,030 円となり
ます。詳しくは子育て・家庭支援課☎（740）1179 へ。

希望者は、当日午前９時 45 分までに会場に持参を。
【緑化相談】花の育て方などの相談に専門家が。
【花と緑の即売会】市造園組合と川西園芸商組合
の協力で植木や花などを販売。
【草花、盆栽などの展示】市内愛好者団体などが

です。また、期日前投票をす

発表・鑑賞
催し・セミナー

得に応じて減額されます。最低額 9,910 円）となり、
２人目は 5,000 円、３人目以降は 3,000 円を加算
した額になります。

の賞品を。また、出品者全員に記念品を贈呈。出品

居届をした人は、前住所の投

を差し引きした、2.4％が増額となります。「ひとり
親家庭」の父または母などに支給している児童扶養
手当は、児童１人の場合、満額４万 2,000 円（所

「みどりのフェア」が４月 25 日㈯午前 10 時―午
後２時に、市役所南広場で開催されます（雨天実施）。
詳しくは市緑化協会☎（759）0805 へ。
【寄せ植えコンテスト】入賞者には園芸用品など

る人で、当該投票日に４カ月
を経過していない県内転出の
人も同様に証明書が必要で

求人・募集
案内

４月分（８月支給）から、消費者物価指数の上昇
分（2.7％）から特例水準解消に伴う引下げ分（0.3％）

「みどりのフェア」25 日開催
寄せ植えコンテストなど

票所で投票を。
他府県へ転出する人
４月３日㈮までに他府県へ

市政情報

児童扶養手当と特別児童扶養手当
の額が４月分から変わります
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