
播但連絡道路の料金割引が改定されます。
社会実験の効果や ETCの利用状況などを踏まえ、４月１日から新たな料金設定をします。

１　料金割引 ２　全ての料金所にETCを整備

※割引対象はETC車に限定です。
※中型車と大型車の基本料金を変更します。

 ETCが未整備の市川南料金所
から朝来料金所までの料金所
に、平成27年度から平成28年
度にかけて、ETCの整備を進
めます。

名　　称
休日全線割引（新設）
休日割引（継続）
深夜割引(拡大)
通勤割引(継続)

割引時間
土･日･祝日　０～24時
土･日･祝日　０～24時
平日　０～４時

平日７～９時･17時～19時

対　象
軽自動車等･普通車
軽自動車等･普通車
中型車・大型車・特大車
軽自動車等･普通車

割引率
40％
30％
40％
30％

《問合せ》兵庫県道路公社経営企画課　☎078-232-9635
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母子家庭等相談
▶と　き	 ４月15日（水）10:00〜16:00
▶ところ	 地域福祉課児童福祉係
▶相談員	 兵庫県母子父子自立支援員
▶内　容	 離婚に関する相談にも応じ

ます（前日までに要予約）。
▶問合先	 地域福祉課児童福祉係　
	 ☎ 492-9136

高齢者総合相談
▶と　き	 月〜金曜日（8：30〜17：15）
▶ところ	 地域包括支援センター
	 （役場新館１階）
▶問合先	 健康福祉課地域包括支援セ

ンター　☎492-9150

法律相談
▶と　き	 ４月23日（木）13:30〜
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容　弁護士による法律全般
▶申　込	 相談日の前日８:30から先着

９人まで電話で受け付けま
す。時間帯は指定できませ
ん。（相談時間は１人20分）

▶問合先	 企画課　☎492-9130

行政相談
▶と　き	 ４月23日（木）13:30〜15:00
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容	 国・県・町などへの苦情

や意見・要望など
▶方　法	 面談。直接会場へ
▶問合先	 企画課　☎492-9130

消費生活相談員による相談
▶と　き	 月曜日（休みのときは火曜

日）、金曜日（9：30〜12：00、
13：00〜16：00）

▶内　容	 消費生活相談員による、
契約、多重債務などの相談

▶方　法	 面談：危機管理課
	 電話：☎492-9151
▶問合先	 危機管理課　☎492-9168

人権相談
▶と　き	 ４月21日（火）13:30〜15:30
▶ところ	 総合福祉会館
▶内　容	 人権擁護委員による相談
	 （相談日の前日までに要予約）
▶申込・問合先
	 西部隣保館　☎492-3119

神戸地方法務局加古川支局人権相談
▶と　き	 月〜金曜日 9:00 〜 17:00
	 （12:00 〜 13:00 は除く）
▶ところ　神戸地方法務局加古川支局

人権相談室
☎0570-003-110

心配ごと相談
▶と　き・ところ
第1木曜日　総合福祉会館
第3木曜日　母里福祉会館
第4木曜日　障害者ふれあいセンター
それぞれ13:30〜15:00（予約不要、
14:30 までにお越しください）
相談員は司法書士、社協職員の他、
民生委員・児童委員など。
第２木曜日は弁護士による相談
障害者ふれあいセンター
13:30〜15:30（要予約、先着４人まで）

▶申　込	 稲美町社会福祉協議会
	 ☎ 492-8668

介護相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00〜17:00

（要予約）
▶方　法　電話、面談、訪問
▶申込・問合先
	 稲美町社会福祉協議会
	 居宅介護支援事業所こぶし
　　　　☎492-8779

税理士による無料税務相談
▶と　き	 ４月７日、14日、21日、28日
	 いずれも火曜日
	 13:30 〜 16:30
	 ※予約が必要です
▶ところ	 加古川税理士会館
▶問合先	 近畿税理士会加古川支部	

☎ 421-1144

兵庫県弁護士会による高齢者・
障害者の権利擁護なんでも110番
▶と　き	 ４月21日（火）13：00〜16：00
▶内　容	 弁護士・社会福祉士などに

よる無料相談
▶方　法	 電話または FAX
	 		☎			078-362-0074
	 FAX	078-362-0084

教育相談
【いなみっ子悩み相談】
▶と　き　月〜金曜日　8:30〜17:15
▶担　当　教育課指導主事
▶内　容　いじめ、友人関係、学校不

適応、しつけ、親子関係など
▶方　法	 電話、面談
	 教育課　☎ 492-9149

青少年の教育相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00 〜 16:30
▶ところ	 安全安心まちづくり室
	 （役場本館２階）
▶内　容	 青少年の家庭教育や地域で

の指導のあり方など（家庭
内暴力・薬物乱用など）

	 高校生も相談できます。
▶方　法	 面談、電話
	 ☎0120-96-9695

障がい者なんでも相談
▶と　き
身体に関する相談

月曜日　10:00 〜 12:00
こころの健康に関する相談

火曜日　10:00 〜 12:00
療育に関する相談　

金曜日　10:00 〜 12:00
▶対　象	 ①「障害者手帳」をお持ち

の65歳未満の人②障がい
者の家族または介護者等③
障がいや福祉について相談
を希望する人

▶内　容	 専門員による支援・サービ
スなどの情報提供や助言
（要予約）

▶予　約	 健康福祉課高年障害係
	 ☎ 492-9167

身体障がい者の相談
▶と　き	 ４月17日（金）10:00〜12:00
▶ところ	 母里福祉会館
▶対　象	 障害者手帳を持っている人

や、病気・事故などで生活
に支障が出て困っている人

▶問合先	 健康福祉課高年障害係　
	 ☎ 492-9137

４ 月 の 相 談

私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。みなさんそろって投票しましょう。

投 票 日投 票 日 ４月12日（日）
投票時間投票時間 午前７時～午後８時

兵庫県議会議員選挙兵庫県議会議員選挙兵庫県議会議員選挙

【投票所入場券】
　告示日（４月３日）以降に投票所入場券を住民票の住所地へ郵送しますので、投票所を確認し、投票の際に
お持ちください。万一、紛失されても、生年月日、住所等の口述により、本人であることの確認ができれば投
票することができますので、投票所の係員にその旨をお伝えください。
　※投票日当日に投票される場合は、入場券に記載された投票所以外では投票できません。

【選挙公報】
　候補者の主張や経歴などを書いた選挙公報は、新聞折込でお届けするほか、役場情報公開コーナー（役場新
館１階）、いなみ文化の森にも備え付けます。また、兵庫県選挙管理委員会のホームページにも掲載される予定
ですのでご利用ください。

期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票

不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票

　投票日当日に、仕事・レジャー等で各投票所へ行くことができない人は、期日前投票をご利用ください。
　なお、仕事等で町外に滞在している人の不在者投票については、選挙管理委員会までお早めにお問い合わせ
ください。

【郵便投票証明書の申請ができる人】
　身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けていて、次のいずれかの障害の記
載がある人は、郵便投票証明書の申請ができます。

（受付期間）　４月４日（土）～ 11日（土）
（受付時間）　午前 ８ 時 30分～午後 ８時
（受付場所）　稲美町役場　新館１階ロビー
（手 続 き）　投票所入場券の裏面もしくは期日前投票

所備え付けの「期日前投票宣誓書」に氏名・
住所・生年月日等を記入して
ください。

　　　　　　（印かんは不要です）

期日前投票所（稲美町役場）

期日前投票所

期日前投票以外にもさまざまな不在者投票の方法があります。

①滞在地での不在者投票

②指定施設での不在者投票

③郵便による不在者投票

　出張などの場合、滞在地先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
（事前に投票用紙の請求が必要です）

　指定施設の病院や老人ホームなどに入院している人はその施設で不在者投票ができます。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、下の表の状態に
該当する人に限り、選挙管理委員会から「郵便投票証明書」を交付します。
　該当する人でまだ郵便投票証明書をお持ちでない人は、お早めに選挙管理委員会へ交付申請を
してください。交付を受けられた人は、今回の選挙から郵便による不在者投票ができますので、
投票日の４日前までに、投票用紙の請求を行ってください。
　また、現在郵便投票証明書の交付を受けられている人は、有効期限が切れていないかご確認く
ださい。

手帳などの種類

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

介護保険の被保険者証

両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
要介護状態区分

1級または 2級
1級または 3級
1級から 3級
特別項症から第 2項症まで
特別項症から第 3項症まで
要介護 5

※県知事が同程度の障害であると認めて書面により証明された人も該当します。

障害などの程度
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