▼私立幼稚園（新制度未移行）
▼公立幼稚園、認定こども園
（１号認定）
▼認可外保育施設
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無償化の手続き
月からの幼児教育・保育の無償化
手続きが必要な人は申請書の受け取りと提出先を確認

幼児教育保育課
（７４０）１１７５
（７４０）１１７８
障害福祉課

園・施設で給付認定申請書
を配布。必要事項を書き、各
施設へ提出してください。保
護者が就労しているなど保育
の必要がある家庭は、勤務証
明書などを添えてください。
市外の認可外保育所に通っ
ている、または申請書を受け
取れない人は、幼児教育保育
課に問い合わせてください。

猪

問い合わせ

保育料などの
無償化が始まります
月から幼児教育・保育の
無償化が始まります。

▼保育所・園、認定こども園
（２・３号認定）
▼小規模保育事業所

勤務時間や給与など
格・免許を持つ人。希望者は、履歴書（写真貼付）に

対象は全ての３～５歳児と
住民税非課税世帯の０～２歳
児。幼稚園や保育所などの保
育料に当たる費用が無償にな
手続きは不要です。
▼企業主導型保育所
通っている施設に問い合わ
せてください。
▼保育の必要性があるが、ど
の施設にも通っていない
幼児教育保育課に問い合わ
せてください。
▼障がい児通所施設
障害福祉課に問い合わせて
ください。

市役所３階の幼児教育保育課に持参してください。

ります（行事費や食材料費な
どは原則実費負担）。
給付認定申請書は
施設または市で配布
無償化を受けるには、給付
認定申請書の提出が必要で
す。子どもの現在の通園状況
によって、手続きの方法が異
なります。
現在通園していない場合
も、保育の必要性が認められ
れば、一時預かりや病児保育
などが無償化の対象になるた
め、確認してください。

日まで実施

７月 日は投票へ
（７４０）１２５１

参議院議員通常選挙の投票日
期日前投票は市内２カ所で７月

問い合わせ 選挙管理委員会事務局

ち、指定の投票所で投票して
ください。入場整理券がなく
ても、投票所で本人確認がで
きれば投票できます。
期日前投票
仕事や旅行などで投票日に
投票所へ行けない人は、期日
前投票ができます。投票所入
場 整 理 券 に 必 要 事 項 を 書 き、
い ず れ か の 期 日 前 投 票 所 へ。
未着や紛失した場合は、本人
確認ができれば投票可。

▼市役所１階
７月５日㈮～ 日㈯の午前８
時半―午後８時

▼東谷行政センター
７月 日㈰～ 日㈯の午前９
時―午後５時半
選挙公報を各戸配布
候補者や政党の政見などを
掲載した選挙公報は、７月

日㈭ごろから各戸に配布しま
す。市役所１階の正面案内や

各公民館に備え付ける他、市
ホームページでも閲覧可。

（740）1175
問い合わせ 幼児教育保育課

▶給食調理員

詳しくは幼児教育保育課へ

▶用務員
みフォームから申し込み可）

▶障がい児加配担当

▶地域子育て支援担当
必要事項を書き、必要な資格・免許の写しを添えて、

▶保育教諭（保育士資格・幼稚園教諭免許）
要事項を書き、郵送かファクスで７月

フォーム

職員を募集しています。対象は、60 歳未満で必要な資

▶保育士（保育士資格）

市役所南玄関横の美化推進

申し込み

市では、市立保育所・幼稚園・認定こども園で働く

【募集職種】
（）内は必要な資格・免許
かわにしの子育てに寄り添う
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中央公民館

募集
①８組②各 10 組（定員超過の場合は抽選）

申し込み

（744）
1170・ （744）
1221
問い合わせ 美化推進課

（740）1164
問い合わせ 産業振興課

①国崎クリーンセンター②ハグミュージアム

ムページ（右記からアクセス可）で順次更新します

20

開票は同日午後９時半から
総合体育館で行い、投開票速
報は市ホームページで公開。
転居や転出時、投票所に行
けない人の投票方法は市ホー
ムページなどに掲載。
投票日時
７月 日㈰午前７時―午後
８時に投票所入場整理券を持
21

保育士・幼稚園教諭など
市農業振興研究会などが、川西産の農林産物やラス

市内在住の①小学生②小学４〜６年生

いずれも保護者同伴

定員

②７月 20 日㈯、
８月２日㈮午前９時市役所集合

場所
線

①７月 25 日㈭午後０時 15 分市役所集合
線

対象

13

いずれかのみ申し込み可

宝塚

①国崎クリーンセンター見学と皿絵付け体験

藤ノ木
さんかく広場

在家町１―11 の美化推進課へ（申し込

藤ノ木さんかく広場

能
「川西能勢口」駅

阪急

176

親子バスツアー
鉄

４日㈭
（必着）ま で に 〒 666―0011・ 出

７月３日㈬午前９時―11 時（売り切れ次第終了）

場所

「火打２丁目」停留所

電

10

７月 日㈰は参議院議員通
常選挙の投票日です。今後の
国 政 を 託 す 大 切 な 選 挙 で す。
必ず投票しましょう。
投票所入場整理券は投票日
までに世帯主宛てに送付しま
す。投票は参議院選挙区選出
議員選挙、参議院比例代表選
出議員選挙の順で行います。

八ツ切サイズの作品裏の右下に、県名、学校名、学年、氏名（ふ

日時
知山

JR 福

20

20

勢

幼稚園や保育所、認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設、企業主導型

県と市選挙管理委員会が小・中・高生を対象に募集。四ツ切か

課コーナーに備え付けの応募用紙に必

ク、ゼリーなどの加工品、植木や花などを販売します。

雨天決行、荒天中止。

日時

14
「勝福寺前」停留所

減らそう食品ロス

川西市役所

かわにし
まるまる
マルシェ

川西警察署

総合
体育館
市民
温水プール

無償化になる施設

21

明るい選挙の啓発ポスターを募集

②ハグミュージアム見学とごみダイエットクッキング

７月３日
「川西池田」駅

エコの仕組みを学んで体験

Ｎ

採れたて&作りたてを販売

「絹延橋」駅

保育所、障がい児通所施設。上限金額や条件、対象となる施設など、詳しくは市ホー
りがな）を書き、９月６日㈮までに市役所５階の選挙管理委員

会へ（市内在学者は学校を通じて応募）

キセラ川西プラザ

キセラ川西
せせらぎ公園

11

12

10

幼児
教育・保育

選挙
21

