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皆さんのご
パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

意見を
募集します次の計画（案）などについて、

市民の皆さんの意見を募集しま
す。寄せられた意見は、市の検
討結果とともに市ホームページ
などで公表します（氏名などの
個人情報は公表しません）。ま
た、電話での意見の受け付けや、
意見に対する個別の回答はしま
せん。

25 年３月に策定した「川西市中央北地区低炭素
まちづくり計画」について、社会情勢などを考慮し、
より持続可能で環境にやさしいまちづくりをめざし
改定案を策定しました。

改定案は、12 月 12 日㈮から 27 年 1 月 13 日㈫
まで市ホームページに掲載するほか、市役所５階の
中央北整備部地区整備課、２階の市政情報コーナー、

大和行政センター、各公民館、中央図書館などで閲
覧できます。

意見がある人は 27 年１月 13 日（必着）までに、
住所、氏名、意見を書き、〒 666―8501・同課へ
郵送かファクス（740）1330 で提出を。または、
市ホームページの問い合わせフォームから送信も
可。詳しくは同課☎（740）1207 へ。

中央北地区低炭素まちづくり計画改定案

着）までに、住所、氏名、意見を書き、〒 666―
8501・同課へ郵送かファクス（740）2003 で提出
してください。または、市ホームページの意見提出
フォームから送信も可。

また、説明会を 12 月 22 日㈪に市役所２階会議
室で午前 10 時－正午、12 月 25 日㈭に東谷公民館
で午後２時－４時に開催します。詳しくは同課☎

（740）1174 へ。

高齢者が住み慣れた地域で、誰もが健康で安心し
て暮らすことをめざした「川西市高齢者保健福祉計
画・第６期介護保険事業計画」の素案がまとまりま
した。同案は 12 月 12 日㈮から 27 年１月 13 日㈫
まで市ホームページに掲載するほか、市役所１階の
長寿・介護保険課、２階の市政情報コーナー、大和
行政センター、各公民館、中央図書館などで閲覧
できます。意見がある人は 27 年１月 14 日㈬（必

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）

地域の自主性と自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律の成立に
伴い、「川西市指定介護予防支援等の事業の人員及
び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
条例」、「川西市地域包括支援センターの人員及び運
営に関する基準を定める条例」の（案）要綱を作成
しました。

同案は 12 月 12 日㈮から 27 年 1 月 13 日㈫まで

市ホームページに掲載するほか、市役所１階の長寿・
介護保険課、２階の市政情報コーナー、大和行政セ
ンター、各公民館、中央図書館などで閲覧できます。
意見がある人は 27 年 1 月 14 日㈬（必着）までに、
住所、氏名、意見を書き、〒 666―8501・同課へ
郵送かファクス（740）2003 で提出してください。
または、市ホームページの意見提出フォームから送
信も可。詳しくは同課☎（740）1174 へ。

介護予防支援・地域包括支援センターに関する条例（案）要綱

27 年度から 32 年度までの中心市街地の活性化
を図るために実施する事業や目標を掲げた「第２期
川西市中心市街地活性化基本計画（案）」がまとま
りました。

計画は 12 月 12 日㈮から 27 年 1 月 13 日㈫まで
市ホームページに掲載するほか、市役所２階の市政
情報コーナー、大和行政センター、各公民館、中央

図書館、パレットかわにし、総合体育館、みつなか
ホール、アステ市民プラザ、市商工会などで閲覧で
きます。住所、氏名、意見を書き、27 年 1 月 13
日（必着）までに〒 666―8501・産業振興課へ郵
送かファックス（740）1332 で提出を。または、
市ホームページの問合せフォームから送信も可。詳
しくは同課☎（740）1162 へ。

中心市街地活性化基本計画（案）

（仮称）川西インターチェンジの開設に伴い、市
街化調整区域の緑豊かな環境を守りながら、地域の
活性化に向けて一定の開発・建築を計画的に誘導す
る土地利用を示す計画（案）がまとまりました。

同案は、12 月 15 日㈪から 27 年１月 13 日㈫ま
で市ホームページに掲載するほか、市役所５階の都
市計画課、２階の市政情報コーナー、大和行政セン

ター、各公民館、中央図書館などで閲覧できます。
意見がある人は１月 13 日㈫（必着）までに、住所、
氏名、意見を書き、〒 666―8501・同課へ郵送か
ファクス（740）1317 で提出してください。また
は、市ホームページの意見提出フォームから送信も
可。詳しくは同課☎（740）1201 へ。

新名神高速道路インターチェンジ周辺土地利用計画（案）

子どもたちの健やかな成長につながる、望ましい
食習慣や生活の実現に向けて、これからの中学校給
食のあり方を示した「川西市中学校給食推進基本方
針」の素案がまとまりました。

同案は 12 月 22 日㈪から 27 年 1 月 21 日㈬まで
市ホームページに掲載するほか、市役所 3 階の学
務課、２階の市政情報コーナー、大和行政センター、

各公民館、中央図書館などで閲覧できます。意見が
ある人は 27 年 1 月 21 日㈬までに、住所、氏名、
意見を書き、〒 666―8501・同課へ郵送かファク
ス (740)1327 で提出してください。または、市ホー
ムページの意見提出フォームから送信も可。詳しく
は同課 (740)1256 へ。

中学校給食推進基本方針（案）

人の交流の基盤となる公共交通のあり方を示す
「川西市公共交通基本計画」の素案がまとまりまし
た。同案は、12 月 22 日㈪から 27 年１月 20 日㈫
まで市ホームページに掲載するほか、市役所 5 階
の都市・交通政策課、２階の市政情報コーナー、大
和行政センター、各公民館、中央図書館などで閲覧

できます。意見がある人は１月 20 日㈫（必着）ま
でに、住所、氏名、意見を書き、〒 666―8501・
同課へ郵送かファクス（740）1323 で提出してく
ださい。または、市ホームページの意見提出フォー
ムから送信も可。詳しくは同課☎（740）1181 へ。

公共交通基本計画（案）

景観計画は景観法に基づく法定計画で、今後進め
ていくべき景観形成の方向性や、景観の規制誘導に
関わる具体的な内容を定めたものです。また、これ
まで運用してきた市都市景観形成条例を改正し、本
計画の運用などに関して必要な事項を定めます。

同案は、12 月 15 日㈪から 27 年１月 13 日㈫ま
で市ホームページに掲載するほか、市役所５階の都
市計画課、２階の市政情報コーナー、大和行政セン

ター、各公民館、中央図書館などで閲覧できます。
意見がある人は 27 年１月 13 日㈫（必着）までに、
住所、氏名、意見を書き、〒 666―8501・同課へ
郵送かファクス（740）1317 で提出してください。
または、市ホームページの意見提出フォームから送
信も可。また、説明会を 12 月 21 日㈰午前 10 時
半からと午後１時半から、市役所２階で開催します。
詳しくは同課☎（740）1201 へ。

景観計画（案）・（仮称）景観条例改正（案）要綱

障がいの有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会
の実現をめざした第６次川西市障がい者福祉計画

（第４期障がい福祉計画）の素案がまとまりました。
同案は 12 月 12 日㈮から 27 年１月 13 日㈫ま

で市ホームページに掲載するほか、市役所１階の障
害福祉課、２階の市政情報コーナー、大和行政セン

ター、各公民館、中央図書館などで閲覧できます。
意見がある人は 27 年１月 14 日㈬（必着）までに、
住所、氏名、意見を書き、〒 666―8501・同課へ
郵送かファクス（740）1311 で提出してください。
または、市ホームページの意見提出フォームから送
信も可。詳しくは同課☎（740）1178 へ。

障がい者福祉計画（障がい福祉計画）（案）


