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小中一貫教育スタート

令和2年度施政方針の要旨

４月から
KATANO STYLE

小中一貫教育
スタート！

交野市は９年間で育てます！

小中一貫教育って何？

小中一貫教育とは、小学校と中学校の教育課程をつなぎ、義務教育の9年間において、一貫性を持た
せた教育を行うことです。
そのために、小学校と中学校の先生たちがタッグを組み、小・中学校それぞれの子どもたちがつまずき
やすいポイントを一緒に確認し、子どもたちの学びと心の育ちをともに見守ります。
市内には4つの中学校区があります。中学校区それぞれに「〇〇学園」という愛称と「めざす子ども像」
があり、
それぞれの学園の小・中学校で
「めざす子ども像」
が共有され、
学園独自の
「9年間をつなぐ学び」
が行われていきます。

①学び どんな学習が始まるの？
学習内容の基本的な部分は、市や各学校が以前から新学習指導要領が全面実施されることを
見据えて取り組んできたものが土台となります。小中一貫教育とは、そこに「9年間をつなぐ」
「学園
独自のカリキュラム」という2つの視点が新たに加えられます。これまでの「小学校６年間」
「中学校
３年間」という枠組みを超え、
「義務教育9年間」
というまとまりとして捉え、
小・中学校の先生たちが
「9年間を見通す」
という同じ視点をもって授業を考えることにより、
子どもたちの学びがよりスムーズ
に進められるようにします。
学力面では、市がめざす資質・能力を育むため、引き続き「ことばの力の育成」
「プログラミング
教育の推進」
「外国語教育の充実」を中心として、各教科等のさまざまな学びを充実させていきます。

育成をめざす資質・能力『社会の様々な変化に対応するための「生きる力」』
■主体的に根気強く学びに向かう力
■基礎的・基本的な知識を習得し、活用する力

「ことばの力」
の育成

■自分の考えを持ち、表現する力
（言語活用力）
■他者と協働しながら課題を解決する力

ごいりょく

国語科を中心に、全ての教科において、語彙力・
文章を読む力・書く力を育成します。また、学校
図書館を活用した読書活動、資料の活用を伴
った授業を推進します。

交野市の学び（三本の柱）
プログラミング教育の推進

レゴ型ロボット、Pepper、ICT
機器等を用いたプログラミン
グの学習を通し、子どもたち
の情報活用能力、論理的思考
力を育成します。

外国語教育の充実

外国語活動・外国語科（英語）
の充実のため、ALT
（アシスタ
ント ランゲージ ティーチャー）
を配置し、英語を用いたコミュ
ニケーション能力を育成します。

5・6 年生 定期テストの実施
小学校では、基本的に1つの単元や学習のまとまりが終わるごとにテストをして理解の様子を見取
っています。一方中学校は、複数の単元や学習のまとまりを範囲とする、中間テストや期末テストなど
といった定期テストを実施しています。
小中一貫教育では、5・6年生から定期テストを行うことによって、中学校の学習方法に少しずつ
つなげていけるようにします。
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小中交流
②交わり 「こんな中学生になりたい！」
「未来の同級生と仲良くなれた！」 小小交流
中学校入学を見据え、中学校の授業見学や部活動見学、中学生との学習交流を進め、小学生が
中学校生活に向けた希望や期待を持つことができる取組みを充実させます。
また、小学校同士でも、行事交流・学習交流などを低学年のころから積極的に行い、子どもたち
同士のつながりを深めていきます。

交野が原学園 【小６と中１平和学習発表会】
（一中校区）

星のまち学園
（三中校区）

③育み

【授業体験・部活動見学】

たなばた学園
（二中校区）

天の川学園
（四中校区）

【合唱練習見学】

【中学校での授業体験】

新たな科

各学園のめざす子ども像をもとに、縦（9年間）と横（教科間）のつながりを整理し、平和学習、キャ
リア学習、防災・安全学習、地域に関わる学習など、学園独自の取り組みを実施します。

5・6年生 教科担任制の導入
小学校では基本的に担任の先生が授業をします。一方中学校では担任の先生だけでなく、各教科
の専門の先生が授業をします。
小中一貫教育では、担任の先生が授業をする良さをそのまま残しながら、5・6年生の一部に中学
校の先生による教科担任制を導入することによって、専門性のある教科指導を行い、子どもたちの
学びをより深いものにしていきます。
小中一貫教育で、小学生のころから
「中学校3年生
の自分」
という目標を具体的にイメージし、希望を
持ちながら自己実現ができるよう、学園・地域・市
が協働し、子どもたちをサポートしていきます。

取組の詳細は教育委員会
小中一貫教育のホームページへ
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令和2年度

施政方針の要旨

2月25日（火）、令和2年第1回議会定例会が開
会され、冒頭、黒田市長が新年度に臨む施政方針
を発表しました。
政策企画課 ☎892-0121

はじめに

昨年は5月から新元号「令和」が始まり、新しい
時代の幕開けとなりました。
本市の昨年一年間の社会動態は転出超過と
なりましたが、子どもとその親世代は転入超過で
あり、以前から続く子育て世代の流入傾向は維持
されていることが確認できます。
良好な住環境があるまちとして発展してきた
本市の活力維持には、子ども、現役世代、シル
バー世代の相互理解と支え合いが重要であり、
若い世代の移住・定住の促進により世代構成の
バランスを保つことが必要と考えます。
また、
それと合わせて企業や事業者の力と身近
な雇用の創出も大事であり、
その基盤づくりが重
要と考えております。
行政経営的な視点に立ち、子育て・教育の充実
による住民誘致や、
まちの活力の原動力となる企
業誘致を進めるとともに、新しい学校づくりや公
共施設の老朽化対策、
インフラの維持などにも着
実に取り組み、持続可能で魅力ある交野を目指し
てまいります。

危機管理室

災害に備え、指定避難所となる各
防 災対策
小中学校にソーラーパネル付きの蓄電池を

配備します。
また、新たな総合防災マップを作成
し、更なる地域防災力の向上を図ります。
報システム 各部局の情報セキュリティ監査
等を実施し、
セキュリティの強化に努めます。

情

総務部

4月から
「企業立地促進条例」
を施
産 業振興
行し、
企業立地と産業集積の促進と雇用創出

を図ります。

企画財政部

政運営 持続可能な財政運営を確保するた
財 めの財政規律
・財源確保策を検討し、
「 財政

運営基本方針」
の見直しを行います。
力発信 若い世代・子育て世代に選ばれる
まちにするため、
「シティプロモーション戦略」
に基づき、本市の魅力を市内外に発信します。

魅

新庁舎整備室

庁舎整備 「庁舎整備基本構想」
を踏まえ、
新 より具体的な方向付けを記した
「庁舎整備基

本計画」の策定や、移転・集約化に向けた諸規程
の整備を進めます。

市民部

コンビニ交付サービスの普及
コ ンビニ交付
に向けて、
マイナンバーカードの取得促進を

予算の概要
新年度の予算につきましては、
市税収入や地方
交付税は一定確保できているものの、社会保障
関連費用は増加傾向にあり、中・長期的な見通し
を踏まえ、将来への備えをしつつ、
まちを成長させ
るための配分となるよう編成いたしました。

令和2年度当初予算

一般会計
269億8,150万1千円
国民健康保険特別会計
79億9,942万6千円
介護保険特別会計
58億8,892万7千円
公共用地先行取得事業特別会計 10億3,780万4千円
後期高齢者医療特別会計
15億1,490万2千円
水道事業会計
39億0,821万2千円
下水道事業会計
22億2,814万5千円
総 額
495億5,891万7千円
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図り、効率的な住民サービスに努めます。
民健康保険 糖尿病性腎症重症化予防事業
や重複・多剤服薬への取り組みを行い、健康
寿命の延伸と医療費の適正化を図ります。

国

健やか部

「子ども家庭総合支援拠点」
を設
子 育て支援
置し、関係機関との連携強化等により、児童

虐待の防止・早期対応等を図ります。
児教育 第1認定こども園では、4月から社
会福祉法人による新たな運営が開始されま
す。民営化により生み出された財源を活用し、全
市的な教育・保育の質の向上を図ります。
康寿命の延伸 積極的な周知により、
「おお
さか健活マイレージ アスマイル」
をより多く
の市民にご利用いただき、健康寿命の延伸に努
めます。

幼
健

福祉部

活困窮者支援 経済的自立等につながるよ
生 う関係機関と連携し、
相談支援を進めるなど

セーフティネットの取り組みを進めます。
出支援施策 高齢化の進展に伴う課題や市
内公共交通としての路線の維持を図る観点
から、新たな施策へと転換を図ります。

外

環境部

源ごみ収集 「空き缶・空き瓶・乾電池等」
資「新聞紙
・雑誌・段ボール等」の収集回数を月
1回から2回に変更します。
来へつなぐ環境づくり 持続可能な社会の
構築を目指すとともに、SDGsが掲げる気候
変動対策を進めるため、
クールチョイス普及啓発
活動を進めます。

未

都市計画部

土地区画整理事業が着
星 田北のまちづくり
実に進められるよう、国・府補助金の確保や

市の技術的、財政的支援とともに、市街路事業に
係る用地交渉、
買収等に取り組みます。
共交通 公共交通の維持は市民生活に不可
欠であるため、利用促進と持続可能な運行
体制の実現に向けた多様な取り組みを進めます。
内建築物の耐震化 「第二次耐震改修促進
計画」
に基づき、更なる耐震化の促進に努め
るとともに、老朽化した公共施設の計画的な改修
等のマネジメントを実施します。

公
市

都市整備部

ンフラの維持管理 国の交付金等を活用
イ し、
橋梁や道路などのインフラ長寿命化の個

別計画に基づき、計画的に長寿命化を行います。
水道事業 下水道整備から50年以上が経
過しているため、調査・点検を実施しつつ効
率的な維持管理および改築・更新を推進します。

下

教育総務室・学校規模適正化室

「教育大綱」および「学校教
教 育施策の推進
育ビジョン」に基づき、着実に施策を進め

ます。
校規模適正化 第三・第四中学校区の学校
の規模適正化等を検討するとともに、第一中
学校区では魅力ある学校づくり事業として新た
な教育環境の実現に向けた新校整備の基本設計
を進めます。

学

学校教育部

中一貫教育 「交野市は9年間で育てます」
小 をキャ
ッチフレーズに全ての中学校区で交野

型小中一貫教育を進めます。
校ICT整備 国を挙げて学校におけるＩＣＴ
化が進められる中、本市においても１人１台
の端末整備等ICT化を進め、質の高い教育を推
進します。

学

生涯学習推進部

化財の保護 文化財の計画的な保存・活用
文 を促進するため、
「 文化財保存活用地域計

画」
の策定を進めます。
書館 効率的な図書館運営に努め、市民の
読書活動推進のため、より質の高いサービ
スの提供を目指します。

図

消防本部

指揮車の更新と資機材の充
消 防機材の充実
実を図り、消防力の充実強化に努めます。

水道局

いしい水の提供 昨年、モンドセレクション
お で最高金賞を受賞した
「星のしずく、
きらり☆」

を活用し、本市の水道水の価値や魅力を積極的
に発信します。
定供給 「広域連携」
や
「官民連携」
について
も調査・研究を行い、今後も安全・安心な水
道水を安定的に供給すべく取り組みます。

安

おわりに

本市は、令和３年度に市制施行50周年を迎え
ます。今年度は1年かけて、そのための準備を整
え、素晴らしい機会にしていきたいと思います。
また、今後、本市が向かうべき指針となる総合
計画基本構想やまちづくりの指針となる都市計
画マスタープランの改定にも着手してまいります。
これまでの５０年をもって、本市の未来を見通す
ことは難しい時代となりました。
これまで受け継
いできたまちの魅力を守り育て、次の世代に引き
継ぎ、持続可能性と成長を目指した交野のあり
方・まちの姿を、市民の皆様とともに考え、形にし
てまいりたいと考えております。
今後も、市の方向性や市政運営についてしっか
り
「発信」
しながら、市民の皆様との
「共有」
「共感」
を大切に、市政運営に取り組んでまいりたいと考
えております。

（注）
このページは、
２月２５日時点の組織名称で記載しています。 5

新型コロナウイルスに関する情報
新型コロナウイルス感染症は、国内の複数地域で、感染経路が明らかではない感染者が発生しています。感染
拡大防止のため、市民のみなさんも次のことに注意してください。
なお、この情報は令和2年3月17日現在のものです、今後の状況により情報が変わる可能性がありますので、
最新の情報は市ホームページで確認するか、お問い合わせください。
感染予防の知識をつけましょう

現時点では、感染者のくしゃみや咳、つば等の飛沫による「飛沫感染」、ウイルスに触れた手で口や鼻を触るこ
とによる「接触感染」が考えられます。感染予防のため、次のことを心がけてください。

▷せっけんやアルコール消毒液等による手洗い
▷正しいマスク着用を含む咳エチケット
▷妊婦・高齢者・持病のある人は公共交通機関の利用や人混みを避ける
▷換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集まることを避ける
発熱等の風邪の症状があるときは

学校や会社を休む等、外出を控えてください。また、毎日体温を測定して記録しましょう。
受診相談の目安

次の症状があるときは、下記の新型コロナ受診相談センターへ相談してください。

▷風邪の症状や 37.5℃前後の発熱が 4 日程度続いている。
（高齢者・妊婦・基礎疾患がある人は 2 日程度）
▷強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
新型コロナ受診相談センター（四條畷保健所）

☎ 878-1021

876-4484

相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いがあるときは、専門の「帰国者・接触者外来」を紹介しています。
受診するときは、マスクを着用し、公共交通期間の利用を避けて受診してください。

受付時間

平日 9:00 〜 17:45

所在地

四條畷市江瀬美町 1-16

新型コロナウイルスに関する一般的な問い合わせ
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大阪府 府民向け相談窓口
☎ 06-6944-8197
06-6944-7579

9:00 〜 18:00（土・日曜日、祝日も対応）

厚生労働省電話相談
☎ 0120-565653 （フリーダイヤル）

9:00 〜 21:00（土・日曜日、祝日も対応）

交野市役所
☎ 892-0121

平日 9:00 〜 17:30
※問い合わせ内容により関係部署へおつなぎします。

交野マラソン2020中止のお知らせ
問 交野マラソン実行委員会事務局☎892-7727
□

交野マラソン2020は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、実行委員会にて中止の判断をいたしま
した。数多くのマラソン大会から当大会へエントリーいただいた皆様、沿道での応援をしていただいている皆
様、当日の大会運営にお手伝いいただく予定であったゲームズメーカーの皆様など、参加する全ての皆様の安
全を最優先した決断でありますので、ご理解をお願いいたします。
また、大会の中止に伴い、予定していました交通規制も実施しませんので、ご承知おきください。
今後は、次回大会の開催に向けて準備を進めていきますので、次回大会もぜひご参加・ご支援いただきますよ
うお願いいたします。
大会中止に伴う参加料の返金

申込規約には「参加料の返金はいたしません」と明記していますが、この度の中止は特段の事項であると判断
し、参加料を全額返金いたします。返金についての詳細は、大会ホームページをご覧ください。
マラソン大会には開催までに事前費用がかかるため、他大会では返金されないケースがほとんどですが、協
賛企業のご協力により、全額返金が可能となりました。この場を借りまして、協賛企業の皆様に御礼を申し上げ
ます。
大会ホームページ：http://katano-marathon.com/

児童扶養手当・特別児童扶養手当の額の改定
問 子育て支援課☎893-6406
□

両手当とも、4月から手当額が0.5%引き上げられます。受給には公的年金給付との調整や所得制限、支給要

件などの条件があります。
児童扶養手当

対象

特別児童扶養手当

父母の離婚等により、父または母と生計を
同じくしていない児童(18歳になってから
最初の3/31までの児童または一定の障が
いがある場合は20歳未満の児童)を養育す
る母、監護し、かつ生計を同じくする父、ま
たは父母以外で児童を養育する人

対象

20歳未満で、政令に指定される障がいの状
態にある児童を監護している父母(主とし
て児童の生計を維持するいずれか1人)か、
父母に代わって児童を養育(児童と同居し、
監護し、生計を維持)する人
※障がいの程度・住所・氏名などに変更があっ
た場合は届け出をしてください。

全部支給
(月額)

一部支給
(月額)

等級

月額

1級

52,500円(＋300円)

本体額

43,160円
(＋250円)

43,150円〜10,180円
(＋250円〜＋60円)

2級

34,970円(＋200円)

第2子
加算額

10,190円
(＋50円)

10,180円〜5,100円
(＋50円〜＋30円)

第3子以降
加算額

6,110円
(＋30円)

6,100円〜3,060円
(＋30円〜＋20円)

定例払い
特別児童扶養手当の定例払いは4/10(金)です。児童扶養手当の定例払いは奇数月に変更になりました。
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幼保連携型認定こども園あまだのみやちどりこども園がオープン
問 こども園課☎893-6407
□

4/1（水）、
市立第1認定こども園を引き継いで、
「幼保連携型認定こども園あまだのみやちどりこども園」
がオー
プンします。
このこども園は、
平成29年11月に策定した
「交野市認定こども園民営化基本方針」
に基づき、
市立第1認定こど
も園
（あまだのみや幼児園）の民営化を実施したものです。民営化により創出される財政効果を活用し、市立園・
私立園に関わらず市全体の幼児期の教育・保育の質の向上と環境整備を図り、多様化するニーズに適切に対応
するため、看護師配置や障がい児保育等、また保育人材の確保に対する補助金の創設・拡充を実施します。
人材確保補助

教育・保育事業補助
加配保育教諭等の配置補助
産休明け保育実施補助
看護師配置補助
アレルギー食対応補助
フリー保育士配置補助
第三者評価受審等補助

保育士宿舎借上げ支援事業
資格取得・就労支援
正規職員就労支援
（転入支援加算、潜在保育士加算）

4/1
（水）から星田会館で証明書等を発行します
問 市民課☎892-0121
□

3月末の星田出張所閉鎖に伴い、4/1（水）から
星田会館内の市民サービスコーナーで各種証
明等の発行のみ行います。
業務日時 ▷火〜金曜日9:00〜17:30
▷日曜日9:00〜12:00
※いずれも祝日は休み。
業務内容 住民票、印鑑証明書、戸籍関連の
証明等、ごみ処理券の販売

●旧星田出張所

駅

星田

●星田小学校
星田公園

●旭小学校

星田会館 妙見口交差点
●星田寺

大池
●第三中学校

館内図

授乳室

入口
カウンター
市民サービス
コーナー

展示室

入口
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後期高齢者医療制度のお知らせ
問 下記問い合わせ先
□

令和2・3年度の保険料算定料率が決定しました

保険料の計算式
年間保険料
（限度額 64万円）

=

均等割額
被保険者1人当たり
54,111円

所得割額
賦課のもととなる所得金額（※）
×所得割率10.52％

+

※前年の総所得金額や山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額（分離課税として申告された
株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など）の合計額から基礎控除33万円を控除した額です。
雑損失の繰越控除分は控除しません。
保険料の軽減

世帯の所得水準に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。
所得の判定区分
［令和元年度における8割軽減の区分］
うち、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円であるとき
（ただし、公的年金等控除額は80万円として計算する）

均等割の
軽減割合

令和2年度の
軽減後保険料額（年額）

7割

16,233円

7.75割

12,174円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、
【基礎控除額（33万円）＋28万5千円×被保険者数の数】を
超えないとき

5割

27,055円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が、
【基礎控除額（33万円）＋52万円×被保険者数の数】を
超えないとき

2割

43,288円

［令和元年度における8.5割軽減の区分］
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等が基礎控除額
（33万円）を超えないとき

※軽減判定するときの総所得金額等には、
専従者控除、
譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は
適用されません。
※世帯主が被保険者でない場合でも、
その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
保険料通知・納入通知書（一体型通知書）の送付時期

7月中旬に送付予定です。
7月以降に被保険者となった人には、
8月以降に順次通知書を送付します。
健康診査と歯科健診

4月下旬〜5月上旬、
被保険者に
「健康診査受診券」
と
「歯科医院リスト」
を送ります。
年度中に75歳になる人
には、
誕生月の翌月上旬に順次送ります。
指定する医療機関・歯科医院で、
年度中に1回無料で受診できますの
で、
事前に予約の上、
健康診査は受診券と被保険者証、
歯科健診は被保険者証を持って受診してください。
人間ドック費用の助成

被保険者が、
人間ドック
（公益財団法人日本人間ドック学会が掲げる一日人間ドック基本検査項目を満た
すものに限る）
を受診した場合、
費用の一部を助成
（年度中1回）
しています。
助成には申請が必要ですので、
領収書や報告書などを大切に保管してください。
助成額 上限2万6,000円
申請に必要なもの 人間ドックの領収書、
人間ドックの検査結果報告書の写し、
被保険者証、
口座情報のわか
るもの、
印鑑
申請先 医療保険課
各問い合わせ先

大阪府後期高齢者医療広域連合事務局
▷保険料、
被保険者資格、
被保険者証など＝資格管理課 ☎06-4790-2028
▷給付事務、
保健事業
（健康診査）
、
医療費通知、
レセプト点検など＝給付課 ☎06-4790-2031
▷医療保険課 ☎892-0121
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飼い犬登録と狂犬病予防注射
問 環境衛生課☎892-0121
□

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止・延期等をする可能性があります。
開催の可否等については、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

10:00〜11:30

13:30〜14:15

15:00〜15:45

4/ 7（火）

倉治公民館

リニアパーク北公園
（星田西体育施設北側）

旧星田出張所

4/ 8（水）

市役所別館東

南星台４丁目西公園

星田山手自治会館

4/ 9（木）

星田会館

森区民ホール

ゆうゆうセンター西側駐車場

4/10（金）

ドッヂボール広場（向井田） 郡津駅西口前
（松塚公園内）

4/13（月）

天野川緑地西側広場（藤が尾）

第１児童センター
（幾野）

さくら丘自治会館
（天野が原町）

4/14（火）

市役所別館東

妙見東自治会館

カンガルーちびっこ広場
（妙見坂１丁目公園）

4/15（水）

星田会館

私市会館

4/16（木）

教育文化会館

倉治公民館

郡津公民館

※雨天決行。
駐車場はありません。

対象

生後91日以上の犬（室内犬も同様）
※次のいずれかに該当する犬は、接種できない場合がありますので、事前に獣医師へ申し出てください。
▷妊娠中（最近交配させた犬を含む）または、病気療養中 ▷1か月以内に他の予防接種を受けた
▷過去に注射等によるアレルギー症状が出た ▷下痢・嘔吐・咳等の症状がある
▷体調不良、食欲異常がある ▷他市で登録されている犬（交野市へ登録変更する場合を除く）
内容
狂犬病予防注射および注射済票の交付、飼犬登録（未登録者のみ）、各種変更届、死亡届
※転入届は、転出元の市町村で交付されている鑑札を持参してください。鑑札がない場合は再交付（手数料
1,600円）になります。
※飼犬が死亡したときは、必ず届け、登録時の鑑札を返却してください。
※既登録者には「令和２年度春の集合注射のお知らせ」を送っていますので、予診票に記入の上持参してく
ださい。忘れると手続きに時間がかかります。
費用 ▷飼犬登録手数料（未登録者のみ）＝1頭3,000円
▷狂犬病予防注射・注射済票交付手数料＝1頭3,300円
注意事項 ▷犬は十分制御できる人が連れ、首輪・リードは安全なものを装着し、咬みぐせのある犬は口輪等を
つけてください。
▷集合注射に来られない人は、動物病院などで注射を受けてください。費用等は、事前に動物病院な
どへご確認ください。

消費者相談

Ｑ
A
助言

覚えのないクレジットカードの利用料は補償されないの？

久しぶりに通帳記入をしたら、ほとんど利用していないクレジットカードの高額利用料金が引き落と
されていました。カード会社は補償期日が過ぎていると言いますが無理でしょうか。
カードの利用規約を確認すると「届出を受けた日の60日前以降の利用代金は債務を免除」と記されて
いましたので、利用日から60日を過ぎていると、代金返金は困難と思われます。
相談者が、ネット上のマイページで利用明細を確認されておらず不正利用の発覚が遅れてしまいまし
た。補償には期日があることを意識しましょう。カード利用の有無に関わらず、定期的な利用明細確認
が大切です。
今回は、相談者が以前にパソコンウイルス感染警告に驚き、その修復費用としてクレジットカード番
号を入力したのが不正利用の原因と予想されました。怪しいサイトでのクレジットカード利用にも気
を付けましょう。
ゆうゆうセンター1F
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人権と暮らしの相談課

消費生活センター ☎891‑5003

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

イベント情報
アウトドア
自然

渡ってきた夏鳥を見よう

野鳥を観察し、さえずりなどの特徴を学びます。
日時

集合

4/12(日)9:00〜15:00(雨天中止)

私市駅前

コース

持ち物
鑑

指導

費用

無料

くろんど園地→傍示の里→天田神社

自然

里山を楽しもう

交野の里山で竹伐りや簡単な竹工作(カエルの置
物やお箸)を体験しましょう。
日時

4/26(日)9:30〜12:00(雨天中止)

場所

星田ふれあいの森(星田6丁目)

定員

20人(先着)

対象

小学生以上の市民(小学生は保護者同伴)

持ち物
服装

申込

無料

軍手、飲み物、タオル、帽子等

長袖、長ズボン、動きやすい靴

問 4/2(木)から交野みどりネット事務局
申込・□

☎892-0121

弁当、飲み物、雨具、あれば双眼鏡・野鳥図

交野野鳥の会

費用

当日集合場所

問 いきものふれあいセンター ☎893-6520
□

自然

交野三山トレッキング

私市駅をスタートし、かいがけの道から龍王山、旗
振山を経由して交野山を目指します。
日時

集合

4/12(日)10:00〜(雨天中止)

費用

私市駅

2,000円

定員

15人

☎070-7528-6174
ぽ

健康

ぽ

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
4/17(金)9:15〜11:30(小雨決行)

集合

ゆうゆうセンター1階休日診療所側
健康増進センター

コース

持ち物

集合

5/10(日)10:00〜15:00(雨天中止)

いきいきランド交野

コース

いきいきランド〜吉向窯(私市、陶板プ

なつかしの里・郡津コース

園(昼食)〜いきいきランド交野

対象
定員

小学生以上の市民(小学生は保護者同伴)
20人(先着)

持ち物

問 4/2(木)〜22(水)に交野みどりネット事務局
申込・□

☎892-0121

青年の家

当日集合場所

スポーツ リフレッシュヨガ教室

草花で遊ぼう

レンゲや草笛、ネイチャーゲームなどを楽しみま
しょう。
日時

集合

4/25(土)9:30〜12:00(雨天中止)

いきいきランド交野

※現地まで徒歩移動。
定員
費用

正面広場

25人(先着順。小学生以下は保護者同伴)
無料

持ち物

飲み物・タオル・帽子等

問 4/2(木)から交野みどりネット事務局
申込・□

☎892-0121

1,000円

づくり時に使用)、あればヘルメット着用

健康手帳(ない人は当日渡します)、飲み

問 健康増進課 ☎893-6405
□

自然

参加費

昼食、飲み物、タオル、エプロン(プレート

物、タオル、帽子、雨具等

申込

正面広場

レートづくり)〜大阪市立大学理学部附属植物

星のまち歩く歩くDAY

日時

自転車でお越しください。
日時

問 かたのツーリズム推進協議会
□

陶板プレートづくりと
新緑の自転車散歩

環境

日時

5月〜11月の第2・4火曜日19:30〜20:30

対象

市内在住・在勤者

場所
定員

青年の家2階

15人(多数の場合は、4/20(月)9:30から青年

の家で公開抽選)

費用

申込

207号室

9,000円(全12回)

講師

ふくざわなおこ

福澤尚子さん

はがきに①講座名②氏名(ふりがな)③郵便

番号④住所⑤電話番号⑥年齢を記入し、4/16(木)

〈消印有効〉までに社会教育課
〒576-0052

私部2-29-1

問 社会教育課 ☎892-7721
□
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に市ホームページで確認またはお問い合わせください。

青年の家
文化

健康
日時

青年の家展示室の一般公開
し み ず よ う き

日本南画院副理事長であった故清水要樹氏の南画
の展示を定期的に開催しています。
日時

毎月第1水曜日と第3土曜日10:00〜12:00、

12:45〜16:00(7月は第3水曜日)

場所

青年の家1階

場所
内容
対象
定員

展示室

元気度知ろう会「脳力測定」
4/20・27(月)10:00〜11:00

ゆうゆうセンター1階

審査会室

4/20: ファイブ・コグの測定

4/27: 結果の返却、
脳力アップの取組紹介等
65歳以上の市民
15人(先着)

費用

無料

問 4/6(月)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

問 社会教育課 ☎892-7721
□

その他施設(市内)
健康

元気アップ体操クラブ

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
①4/1・15(水)10:30〜11:30
ゆうゆうセンター4階

多目的ホール

②4/9・23(木)13:30〜14:30
青年の家武道施設

③4/10・24(金)10:30〜11:30

星の里いわふね
福祉

いきいきランド交野2階

対象

手話体験講座(初心者)

あいさつや自己紹介等、簡単な手話を学びます。
日時
場所
対象
定員

①4/22(水)19:00〜21:00

団体共用ルーム1

市内在住・在勤・在学で手話に興味がある人
15人(先着順。最低催行5人)

費用

無料

問 4/14(火)までに①講座名②住所③氏名④電
申込・□

話番号⑤参加希望日を、郵送・電話・FAXで
障がい福祉課 ☎893-6400
〒576-0034

福祉

FAX 895-6065
□

天野が原町5-1-1

①金曜朝コース:5/8(金)10:00〜12:00

②水曜夜コース:5/13(水)19:00〜21:00

※いずれも初回開催日。各全40回。
対象

ゆうゆうセンター3階

直接会場

飲み物、②③は上履き

交通
安全

交野交通安全フェスタ
inフレンドタウン交野

春の全国交通安全運動のイベントとして、開催さ
れます。
日時

場所

4/5(日)11:00〜12:00(雨天中止)

フレンドタウン交野屋内(星田北1丁目)

▷大阪府警察交通安全教育班による交通安全教室
▷香里ヌヴェール学院ハンドベルコーラス部出演
▷啓発品の配布

問 交野警察 ☎891-1234
□

危機管理室 ☎892-0121

団体共用ルーム1

30人(先着順。最低催行5人)

持ち物

全国手話研修センター発行「手話を学ぼ

う手話で話そうDVD付き」(無い人は購入が必

文化

企画展示「指定文化財展」

要。税別3,000円)

交野高校敷地内で発見された交野東車塚古墳副葬

名④電話番号⑤手話学習の経験を、郵送・電話・

日時

問 4/28(火)までに①希望コース②住所③氏
申込・□

FAXで障がい福祉課 ☎893-6400
12

持ち物

各80人

市内在住・在勤・在学で手話を初めて習いた

い人

定員

無料

定員

▷おりひめちゃん・星のあまん登場

交野市手話講習会

場所

申込

おおむね65歳以上の市民

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

②4/24(金)10:00〜12:00
ゆうゆうセンター3階

費用

サブアリーナ

FAX 895-6065 〒576-0034 天野が原町5-1-1
□

品を中心に、貴重な文化財を展示します。
場所

4/15(水)〜6/28(日)(月・火曜日休館)

教育文化会館内

歴史民俗資料展示室

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

その他施設(市外)
仕事

北河内エリア介護と福祉の就職フェア

12:00からセミナーも開催されます。
日時

場所

4/25(土)13:00〜16:00

費用

京橋ツイン21
無料

申込

MIDタワー20階

直接会場

問 府社会福祉協議会老人施設部会事務局
□

☎06-6762-9001

消防

福祉

大阪府点訳・朗読奉仕員中級養成講座

日時

6/25(木)〜12/24(木)(全24回)

①点訳:13:30〜15:30
②朗読:10:00〜12:00

場所

対象

福祉情報コミュニケーションセンター

府在住・在勤で、市町村等の初級養成講座修

了者または同等と認められる人(初心者不可)

定員

各25人程度

費用

無料(教材一部実費)

申込

5/19(火)〈必着〉までに受講申込書を郵送・

※受講判定試験あり。5/28(木)実施予定。

甲種防火管理新規講習会

消防法令により防火管理者の選任が必要な事業所

で、異動等で防火管理者が不在となる場合には必

FAXで(一財)大阪府視覚障害者福祉協会

府点訳・朗読奉仕員中級養成講座担当
〒540-8570

大阪

大阪市天王寺区生玉前町5-25

FAX 06-6772-0042
□

ず受講してください。

※府HPから申込もできます。
「大阪府点訳・朗読奉

場所

問 (一財)大阪府視覚障害者福祉協会
□

5/14(木)・15(金)

日時

枚方寝屋川消防組合消防本部5階

対象

多目的ホール

定員

市内在住・在勤の防火管理資格取得希望者
5人(先着)

持ち物
票

費用

4,000円

甲種防火管理新規講習受講申込書兼受講

問 4/20(月)〜24(金)に消防本部予防課
申込・□

☎892-0012

福祉

6/27(土)〜12/5(土)(全21回)

場所
対象

福祉情報コミュニケーションセンター
府内在住・在勤・在学者

コース
定員

①手書きコース、②パソコンコース

各10人程度

費用

無料(教材費実費)

※受講判定試験あり。5/30(土)実施予定。
申込

5/11(月)〈必着〉までに、受講申込書を郵送で

(特非)大阪府中途失聴・難聴者協会
〒562-0023

箕面市粟生間谷西2-2-6 橘髙方

※府HPから申込もできます。
「 大阪府要約筆記者
養成講座」で検索。

☎06-6772-0024

歴史と文化を巡る2020
〜世界遺産とおおさかの遺跡〜

文化

座学講座(1回500円で講演のみの参加可)
しんどうはいじ

「おおさか最古の寺院、新堂廃寺」
①6/7(日)

「世界遺産・古市古墳群の世界」
②10/18(日)

見学会

大阪府要約筆記者養成講座

日時

仕員中級養成講座」で検索。

問 府民お問い合わせセンター ☎06-6910-8001
□

じ な い ま ち

①6/21(日)「富田林寺内町とおおさか最古の寺院・
新堂廃寺」

「世界遺産・百舌鳥古墳群と堺市博物館」
②9/27(日)
し お ん じ や ま

③11/15(日)「高安古墳群と心合寺山古墳−高安山
山麓の古墳をめぐる」

「大阪船場の近代建築」
④令和3年2/21(日)

定員

30人

申込

はがきに①氏名(ふりがな)②郵便番号③住

持ち物

費用

年間3,000円

弁当、飲み物、筆記用具、雨具

所④電話番号を記入し、4/15(水)〈必着〉までに社

会教育課「生涯学習講座・歴史と文化を巡る」係

(1枚のはがきにつき1人まで)
〒576-0052

私部2-29-1

問 地域文化調査研究センター ☎090-3860-5200
□

【広告】

※広告の掲載については
（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
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お知らせ
制度・業務
申請

住民票の写し等本人通知制度

この制度は、不正請求抑止のため、事前登録によ
り、登録者の住民票や戸籍謄本等を代理人を含む

第3者に交付した時に、交付の事実を本人に通知す

産業

交野市企業立地促進条例を施行します

この条例は、ものづくり中小企業等の立地促進、住

工混在に伴う事業者の市外転出の防止や雇用創出
のために、産業集積促進地域に事業所等を新増設
や建て替えする事業者に対して、奨励金を交付す
る制度です。

制度の詳細はお問い合わせください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2020021200027/
問 地域振興課 ☎892-0121
□

る制度です。外国人住民の人も利用できます。
事前登録できる人

▷本市の住民基本台帳に記載されている人
▷本市の戸籍に記載されている人
必要書類

▷本人申込：マイナンバーカード(通知カード除く)、
パスポート、運転免許証等の本人確認書類

教育

おりひめ教育ローンを延長します

▷法定代理人申込：戸籍謄本その他法定代理人で

高校・大学等への進学や在学に係る資金を応援す

▷代理人申込：委任状と代理人および本人通知登

したが、今年度も継続します。

申請窓口

対象

ある資格を証明する書類と本人確認書類

る制度です。この制度は令和元年度で終了予定で

録者の本人確認書類

内容

市民課

通知内容・方法

住民票の写し等の種類、交付日・

枚数を記載した通知書を本人宛に郵送

問 市民課 ☎892-0121
□

申請

マイナンバーカード土・日曜日受付・交付

きない人は、手続きにお越しください。また、申請
時来庁方式による受付も行っていますので、必要
な持ち物を確認の上、ご利用ください。
場所

4/11(土)・26(日)10:00〜14:00

市役所本館1階

市民課

※必ず本人がお越しください。

※混雑時は、お待ちいただくことがあります。

※申請時来庁方式については、ホームページまた
は市民課までお問い合わせください。

問 市民課 ☎892-0121
□

提携金融機関に教育貸付金を申し込み、次

に該当する人

▷高校以上の学校に進学または在学継続するため
の一括型教育貸付金である

▷貸付金の借入人またはこの制度を利用して進学・

交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁で

日時

貸付金の年利0.4%を市が一括補助

在学継続する人のいずれかが市内に居住し住民

登録を行っている

※利用は対象者1人につき、年度内1回です。

※令和2年度内に契約済みの人もさかのぼって支
給できる場合があります。詳細はお問い合わせ

ください。

※提携金融機関は、ホームページで確認またはお
問い合わせください。

必要書類

教育ローン契約書の写し、通帳、印鑑、

申請書(学校管理課で配布)

申込

申請者と提携金融機関で契約締結後に、市

に申請書を提出(要件審査後に補助額を振込)
問 学校管理課 ☎810-8011
□

【広告】

（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
14 ※広告の掲載については

教育

福祉

就学援助制度

重度障がい者医療助成

学校生活にかかる費用支払いが困難な世帯に対

対象

対象

②療育手帳Aを持っている

し、費用の一部を補助します。

市立各小・中学校の児童・生徒、または市内

在住で府立中学校(府立特別支援学校中等部を
除く)の生徒の保護者で、平成31年1月〜令和
元年12月の世帯全員の所得の合計が認定基準

以下の人

援助費目

学用品費、
新入学学用品費、
学校給食費、

医療費、校外活動費、修学旅行費、中学校入学準

備金、卒業アルバム代等

※医療費補助の対象は学校病で、受診前に学校で

医療券の交付を受けて受診したものに限ります。

申込

申請書と必要書類を5/8(金)までに所属学校

次のいずれかに該当する人

①身体障がい者手帳1・2級を持っている
③療育手帳B1と身体障がい者手帳3〜6級を持っ
ている

④精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている

⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金(ま
たは特別児童扶養手当)1級に該当する

※所得制限があります。助成開始は申請月から。
問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□

福祉

高齢者の外出支援サービス

または学校管理課

虚弱や下肢が不自由なため、一般の交通機関を利

布します。それ以外の人はご連絡ください。

ストレッチャーごと乗れるタクシー)の初乗り運

野市外に在住)は、証明発行が6月以降となるた

対象

出してください。

利用方法

市と契約しているタクシー会社に予約

期限を過ぎるとさかのぼっての支給はできませ

発行枚数

月2枚(昨年度の残った利用券がある場

※申請書は、市立各小・中学校の全児童・生徒に配

用することが困難な人に、福祉タクシー(車いすや

※所得証明が必要な人(令和2年1月1日時点で交

賃相当額を助成する利用券を発行します。

め、申請書のみ期限内に提出し、証明書は後日提

※期限内申請は4月にさかのぼって支給しますが、
ん。

※昨年度に認定されていた人も、新たに令和2年度
の申請が必要です。

おおむね65歳以上で介護保険の「要介護3」

以上の認定を受けている人
し、乗車時に利用券を渡す
合は返還してください)。

※申請した月から年度末分まで一括発行します。
問 高齢介護課 ☎893-6400
□

問 学校管理課 ☎810-8011
□

福祉

訪問理美容サービス

理美容院に行くことが困難な人に、自宅で理美容

サービスを受ける出張費を助成する利用券を発行
します。
対象

おおむね65歳以上で介護保険の「要介護3」

以上の認定を受けている人

利用方法

市と契約している理美容店に予約し、

利用回数

年度内4回(昨年度の残った利用券があ

訪問時に利用券を渡す(理美容代は自己負担)

仕事

就職希望者高等学校卒業程度
認定試験受験支援事業

この試験に合格すると、高校卒業と同程度と認定

され、就職活動の幅が広がります。受験料補助には

就労支援相談を受けていることなどが条件となり
ますので、事前にお問い合わせください。

※試験の詳細は文部科学省HPをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/
相談時間

平日10:00〜12:00、12:45〜16:00

相談場所

ゆうゆうセンター1階

(祝日除く。月・水曜日は専門相談員常駐)
の相談課内

人権と暮らし

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□

る場合は返還してください)。

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

福祉

寝具類の丸洗いサービス

寝具類の丸洗い、乾燥消毒等の費用を助成します。
対象

おおむね65歳以上の一人暮らしや高齢者

のみの世帯で、心身の障がい及び傷病等の理由

により寝具類の衛生管理が著しく困難な人

利用回数

年度内2回(1回の利用につき、寝具類は

2枚以内)

問 高齢介護課 ☎893-6400
□
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制度・業務
福祉

緊急通報システム

一人暮らしや寝たきりの高齢者の安全確保のため
に、緊急通報装置を貸与します。
装置の概要

急病などの時に、緊急ボタンを押す

ことでナースコールセンターの相談員と会話が
でき、緊急時には協力員や警備員が駆けつけた

り、消防署へ連絡を行う。また、相談ボタンを押

すことで健康相談もできる

対象

おおむね65歳以上の一人暮らしの人など

※昼間のみ独居の世帯も対象(条件あり・有料)

税

令和2年度納税通知書の発送時期

今年度の納税通知書発送時期は次のとおりです。
▷固定資産税・都市計画税:5月上旬
▷軽自動車税(種別割):5月上旬

▷市・府民税(普通徴収):6月上旬
問 税務室 ☎892-0121
□

税

口座振替制度をご利用ください

市税(市・府民税普通徴収、固定資産税・都市計画

税、軽自動車税〈種別割〉)の納付には、便利で確実
な口座振替(自動払込)をご利用ください。

※高齢者のいる世帯で必要な場合は、世帯状況な

申込書は、市内の金融機関、またはゆうちょ銀行・

問 社会福祉協議会
□

る場合は、申込書を送りますので事前にご連絡く

どにより費用が異なります。

福祉

☎895-1185

高齢者家族やすらぎ支援事業

家族に休息が必要なときに、
「 やすらぎ支援員」が
家庭を訪問し、要介護者の話し相手や見守りを行

郵便局の窓口にあります。市外金融機関を利用す
ださい。

振替は、申し込んだ月の翌月以降から、各納期限日
に指定口座から引き落とします。
問 税務室 ☎892-0121
□

います(直接の介護は行いません)。
対象

在宅で生活しているおおむね65歳以上の

時間

平日9:00〜17:00

認知症高齢者等で、一時的な見守りが必要な人

費用

1時間80円

問 社会福祉協議会 ☎895-1185
□

税・保険・年金
おわび おわびと訂正
広報3月号9ページ、
「 軽自動車税種別割に関する
お知らせ」に誤りがありました。

誤りは「軽自動車税種別割の税率」の「3輪・4輪の

税

滞納徴収重点月間

市は、市税や保険料の負担の公平性の確保を図る

軽自動車」の表内最下行の「4輪乗用」で、正しくは

ため、4月を「滞納徴収重点月間」と定め、市税・保険

お詫びし訂正いたします。

日開庁を実施します。

「4輪貨物」です。

問 税務室 ☎892-0121
□

【広告】

料の滞納者に対して、催告を強化するとともに、休
市へ納付に対する連絡のないまま滞納すると、差
し押さえなどの滞納処分を行いますので、早急に
税務室、医療保険課まで連絡してください。
市税・保険料の休日納付相談

平日、仕事などで納付・相談に来れない人はご利用
ください。
日時

場所

4/26(日)10:00〜15:00

市役所本館1階

▷市税＝税務室

▷国民健康保険料・後期高齢者医療保険料＝医療
※広告の掲載については
（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、
広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
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保険課

問 税務室・医療保険課 ☎892-0121
□

年金

ご存知ですか？国民年金の各種制度

会計年度任用職員登録者募集
(選挙投開票事務補助)

求人

任意加入制度

登録者の中から、選挙ごとに勤務可否・希望日等を

保険料を納めなければ、満額の年金を受け取るこ

募集期間

老齢基礎年金(65歳から受け取る年金)は、40年間
とができません。納付済期間が40年に満たない場
合は、60〜65歳の間に任意加入し保険料を納める
ことで、満額に近づけることができます。

なお、老齢基礎年金を受ける資格は原則10年以上

ですが、この要件を満たしていない場合は、70歳
になるまで任意加入することができます。

※対象は、昭和40年4/1以前生まれに限ります。
付加保険料制度

確認の上、採用します(18歳未満・高校生不可)。
登録期間

4/1〜令和3年2/1

賃金

登録日〜令和3年3/31

時給987円(4/1現在)

申込書の配布

市役所別館3階

事務局、市ホームページ

申込

選挙管理委員会

申込書を、持参・郵送・Eメールで選挙管理委

員会事務局

〒576-8501(住所記入不要)

senkan@city.katano.osaka.jp
問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121
□

申請により、国民年金の保険料に加えて付加保険

期日前投票事務

加年金が上乗せされます。

勤務時間 8:30〜14:30と14:30〜20:00(交代制)

料(月々400円)を納めることで、老齢基礎年金に付
産前産後保険料免除制度

出産予定日または、出産日が属する月の前月から4
か月間、国民年金保険料が免除になります。
申請書のダウンロード
問 枚方年金事務所
□

https://www.nenkin.go.jp

☎846-5011

医療保険課 ☎892-0121

募集
求人

会計年度任用職員登録者募集
(図書館業務補助)

採用の必要があれば、登録者の中から勤務時間な
どの条件にあった人を採用します。
業務内容

勤務時間

図書館業務の補助

期日前投票所およびその他選挙事務等

勤務場所

市役所別館

対象

期日前投票期間中、複数日勤務できる人

当日投票事務
勤務内容

当日投票所事務、前日の投票所準備

勤務時間

(当日)6:30〜20:30

(前日)投票所により異なる(1〜2時間程度)

勤務場所

当日投票所(市内20か所)

勤務内容

開票所事務、投票用紙の分類作業等

勤務場所

いきいきランド交野

開票事務
勤務時間

文化

20:30から1〜3時間程度

青少年音楽団体団員募集

土・日曜日、祝日を含む週1〜2回また

少年少女合唱団

市内の図書館・室

練習

は週2〜3回9:00〜17:15(原則)

勤務場所

勤務内容

対象

小学生(在団期間は高校2年まで)

毎週土曜日13:00〜16:00、青年の家

対象

市内または近隣在住で図書館司書の資格保

募集人数

賃金

時給987円〜(勤務条件により賞与あり)

※4/18(土)13:30〜15:00に体験練習あり。

有者(取得予定者含む)

登録期間

申込月から12か月目の末日

申込用紙の配布
ページ

申込

市内図書館・室、図書館ホーム

申込書と司書資格証明書(コピー可)を郵送・

制服代

20人

会費

1,000円(貸与金)

ジュニア吹奏楽団
対象

小学4年生〜中学3年生

練習

毎週日曜日13:00〜16:00、青年の家

(在団期間は高校3年まで)

持参で倉治図書館または青年の家図書室

募集人数

青年の家図書室 ☎893-4881

チアリーディングクラブ

問 倉治図書館 ☎891-1825
□

月700円

若干名

会費

月800円

※ユニフォームは実費。楽器は貸与します。
対象
練習

小学1〜4年生(在団期間は中学3年まで)
毎週土曜日9:30〜11:30、青年の家

募集人数
会費

若干名(多数の場合は抽選)

月800円

※ユニフォーム・シューズ代等で実費5万円程度。
問 4/20(月)12:00までに青少年育成課
申込・□

☎892-7721
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募集
求人

令和2年度国税専門官採用試験

第一次試験日
対象

6/7(日)

次のいずれかに該当する人

①平成2年4/2〜11年4/1生まれ

②平成11年4/2以降生まれで大学を卒業した人

(令和3年3月卒業見込みを含む)または、人事院

が同等の資格があると認める人

申込

4/8(水)までに専用アドレスで申込

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
問 大阪国税局人事第二課 ☎06-6941-5331
□

枚方税務署総務課 ☎844-9521

組織

4月から市の組織の一部が変わります

「公共施設等再配置準備室」を「新庁舎整備室」に名
称変更

市役所本庁舎や青年の家を複合化した新庁舎の整
備や、寺作業所跡地でのスポーツ施設の整備を行
います。

問 政策企画課 ☎892-0121
□

「学校規模適正化室」と「学校管理課」を廃止し、学
校教育部に次の部署を創設

①「学務保健課」(学務保健業務および各種学務業
務)

②「まなび舎整備課」(施設一体型小中一貫校の施
設整備や学校施設の長寿命化・大規模改修等)

③「まなび未来課」(学校統合に向けたソフト面の

お知らせ
福祉

認知症サポーターステッカーができました

認知症の人や家族が、安心して施設やお店を利用
する事ができることを目的とした「交野市認知症

調整・準備、学校ICT環境の整備・活用、学校の適

正配置等)

問 教育総務室
□

消防

☎810-0530

春の山火事予防運動

サポーターステッカー」ができました。このステッ

4/19(日)と4/26(日)〜5/6(休)の日曜・祝休日、消防

解をもつ「認知症サポーター」の養成講座を受講し

実施し、ハイカーにたばこの投げ捨て禁止などを

また、養成講座の受講やステッカーの交付を希望

山火事の原因は、人のうっかりミスによるものが

問 地域包括支援センター
□

生すると大火になりかねません。山火事予防にご

カーが貼られたお店は、認知症の正しい知識と理

本部と消防団合同で山林パトロールや駅前広報を

たお店です。

呼びかけます。

する施設・お店は、お問い合わせください。

大半です。また、山火事は世界的に多発し、一度発

☎893-6426

協力をお願いします。

問 消防本部予防課 ☎892-0012
□

くらし 府営住宅総合募集
新婚・子育て世帯向けや一般世帯向け、福祉世帯向
けなどの応募区分ごとに入居者を募集します。申
し込みには、収入基準等の要件があります。
申込書の配布・受付期間
配布場所

4/1(水)〜15(水)

市役所本館受付、ゆうゆうセンター、大

阪府営住宅枚方管理センター等

問 大阪府営住宅枚方管理センター
□

☎861-1091

【広告】

（株）
ホープ
（☎092-716‐1404）
へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。
18 ※広告の掲載については

子育て 幼児教育・保育の無償化分の請求

仕事

中小・小規模事業者向け経営相談

下記の利用料の無償化を受けるには保護者からの

技術開発や販路拡大等、自主的な経営努力を支援

教育・保育無償化について」をご確認ください。

お問い合わせください。

請求が必要です。請求方法は市ホームページ「幼児
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019082000042/
対象利用料

①幼稚園及び認定こども園の預かり

保育料、②認可外保育施設利用料、③一時預かり

利用料、④病児保育利用料、⑤ファミサポ利用料

対象者

市から「新2号」または「新3号」認定を受

けている児童

必要書類

するための相談を行っています。日程等の詳細は
相談内容

技術・製品開発、人材育成、知財関連、創

業、税務・労務、補助金申請支援など

対象

市内に事業所を有する中小・小規模事業者、

費用

無料(要事前予約)

NPO法人、創業予定者等

問 北大阪商工会議所交野支所 ☎892-6700
申込・□

▷請求書(市ホームページからダウンロード)
▷提供証明書兼領収書

(利用施設により名称が異なる場合があります)

提出期限

4/24(金)(1〜3月分の請求)

※まだ令和元年10〜12月分の請求をしていない
場合は、至急請求書等の提出してください。

提出先

▷対象利用料①:利用施設

▷対象利用料②〜⑤:こども園課

問 こども園課 ☎893-6407
□

くらし 浄化槽法が改正されました
浄化槽法が改正され、4月から長期間浄化槽を使用
しない場合は「浄化槽休止届」を提出することで定

くらし

せん定枝リサイクルたい肥の無料配布
は終了しています

例年実施している無料配布は、昨年で終了しまし

た。再開予定はありません。ご理解をお願いしま
す。

問 道路河川課 ☎892-0121
□

健康

保健所だより

期検査・保守点検・清掃の義務が免除される制度が

▷肝炎検査(無料、予約制)

休止前に浄化槽の清掃を行い、その記録を休止届

▷HIV・梅毒即日検査

新設されました。

に添付してください。また、使用再開する場合は

「浄化槽使用再開届」の提出が必要です。再開前に
は必ず保守点検を受けましょう。
問 環境衛生課 ☎892-0121
□

講座

職員出前講座

市の職員がみなさんのもとへ出向いて話をする職
員出前講座を開いています。講座の種類や詳しい
内容等は、お問い合わせまたはホームページをご
覧ください。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011082600260/
対象

市内在住・在勤・在学者で構成される10人

費用

無料

場所

申込団体が用意(市内限定)

以上の団体

日時

原則、市の休業日を除く9:00〜17:30

※内容により、市施設を利用する場合があります。
申込

日程等を事前調整の上、講座開催日20日前

までに講座担当部署

問 秘書広報課広報担当 ☎892-0121
□

日時

第2火曜日9:30〜10:30

(無料・結果は即日、
要確認検査の場合は1週間後。

希望者には梅毒即日検査も実施)

日時

第1・3月曜日9:30〜10:30

日時

第1・3月曜日9:30

▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
▷こころの健康相談(予約制)

統合失調症、うつ病、依存症(アルコール、薬物、

ギャンブル等)などの精神的な病気、
ひきこもり等

▷結核相談(随時、予約制)

▷指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(随時、予
約制)

▷飲料水(井戸水)等の検査(有料)・検便(腸内細菌)
等(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)

日時

4/7・21(火)9:30〜11:30

詳細は茨木保健所検査課☎072-620-6706
▷医療機関等に関する相談
日時

毎週月〜金曜日(祝日を除く)

9:15〜12:15、13:00〜16:00

問 四條畷保健所 ☎878-1021
□

※犬、猫の相談は、
「 大阪府動物愛護管理センター
四條畷支所」☎862-2170
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お知らせ
広報

健康

声の広報・点訳広報をお届けします

目の不自由な人のために、交野市ボランティアグ

ループ連絡会協力のもと、
「 広報かたの」を朗読し
てCDに録音した「声の広報」と、点字に翻訳した

「点訳広報」を、希望者に配布しています。
声の広報協力
点訳広報協力

朗読グループ「あい」
点訳「虹の会」

問 秘書広報課広報担当 ☎892-0121
申込・□

5〜7月分センター健(検)診

▷5月:15(金)・18(月)・27(水)・29(金)
▷6月:12(金)・24(水)

▷7月:14(火)・22(水)・31(金)

※健(検)診日の指定はできません。
場所

項目

ゆうゆうセンター1階

休日診療所

特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、

各がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、肝

炎ウイルス検診、結核検診

※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が
受診可能です。

健康

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。

成人歯科健診

歯周病は口の健康を損なうだけでなく、糖尿病や

心筋梗塞等、様々な疾患とも関連します。そのた
め、定期的な健診が重要です。
期間
場所
対象

令和3年3月末まで

費用

500円

市内実施歯科医院(わが家の健康管理参照)

令和2年度中に、
40・50・60・70歳になる市民

受診に必要な物

申込期間

▷5月分:4/1(水)〜14(火)

▷6・7月分:4/15(水)〜5/12(火)

問 電話・FAX・Eメール・郵送・窓口(医療保険
申込・□

課も可)で健康増進課 ☎893-6405
FAX 892-0525
□

〒576-0034

kenkou@city.katano.osaka.jp
天野が原町5-5-1

個別通知のはがきか、年齢・住所

が確認できるもの(運転免許証等)、あれば健康手

帳

問 健康増進課 ☎893-6405
□

健康

特定健診

国保の特定健診対象者には、4月上旬に受診券を送
ります。受診券は、健診当日に必ず持参してくださ
い。なお、令和2年度中に75歳になる人には誕生月

の翌月に「後期高齢者医療健診受診券」を送りま

がん検診を受けましょう

す。誕生日までに受診を希望する人は、お問い合わ

期間内に1回(乳がん・子宮頸がんは2年に1回)受診

ゆうゆうセンター健診

をご覧ください。

せください。

できます。
各健(検)診の詳細は、
「わが家の健康管理」

健診項目

項目

検査等)

申込

基本項目、追加項目(貧血検査・心電図
費用

健診項目
申込

500円

健康増進課・医療保険課

医療機関健診

基本項目

費用

無料

直接、府内の実施医療機関

人間ドック補助金交付制度

がん検診(胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸)、

肝炎ウイルス検診、胃リスク検診

注意事項

▷各部位のがんで治療中・経過観察中の人は対象
外です。

▷検診で必ずがんが発見できるわけではありませ
ん。

特定健診を受けず、人間ドックを受診する人への

▷検診の結果、精密検査が必要になった人は必ず

対象

医療機関健(検)診

助成制度です。

40〜74歳で人間ドック受診日に国保に加

入している人

助成金額

上限2万円(4/1以降の受診分)

申請に必要な物

領収証、受診結果、受診券、国保

世帯主の振込口座が分かるもの、印鑑、保険証
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健康

申込 受診日から6か月以内に医療保険課
問 医療保険課 ☎892-0121
□

受診してください。

期間
申込

4月〜令和3年1月 場所
直接、実施医療機関

センター健(検)診
期間
申込

5月〜令和3年3月 場所
健康増進課

問 健康増進課 ☎893-6405
□

市内実施医療機関

ゆうゆうセンター

第2期麻しん・風しん混合(ＭＲ)
ワクチン予防接種

健康

健康

風しんの追加的対策(抗体検査・予防接種)

対象者には個別通知をします。5月になっても届か

昭和37年4/2〜54年4/1の間に生まれた男性に

対象

を使って抗体検査や予防接種を受けた人を除く)。

ない場合はご連絡ください。

平成26年4/2〜27年4/1生まれの人

接種期間：4月〜令和3年3月末まで

実施医療機関 「わが家の健康管理」参照
費用

無料

持ち物

母子健康手帳

※第1期の麻しん・風しんの対象年齢は、1歳から2

歳の誕生日前日までです。1歳の誕生日を迎えた

ら早めに接種してください。

問 健康増進課 ☎893-6405
□

クーポン券を送付しています(昨年度クーポン券
令和4年3月まで、風しんの抗体検査・定期予防接
種を無料で受けられます。

抗体検査は特定健診や市民検診、職場での健診の

機会に同時に受けることができます。また、検査の
結果、抗体価が十分でないと分かった人は予防接

種を受けることができます。まずは、クーポン券に
従って、抗体検査を受けてください。

※転入や紛失等でクーポン券がない人はご連絡く
ださい。

問 健康増進課 ☎893-6405
□

健康コラム

風しん予防
健康

高齢者肺炎球菌定期予防接種

対象者には案内はがきを送ります。5月になっても
届かない場合はご連絡ください。
対象

令和2年度中に65・70・75・80・85・90・95・

100歳になり、初めて肺炎球菌ワクチン(ニュー

モバックス)を接種する人

費用

2,000円

※実施医療機関は「わが家の健康管理」参照。その

他の病院で接種希望の人はお問い合わせくださ

い。

接種期間：4月〜令和3年3月末

風しんは発熱、発疹、リンパ節の腫れなどの
症状が出る感染症で、感染力が非常に強く、
数年に1度流行します。また、今のところ特
別な治療薬はありません。それだけではな
く、妊娠初期に妊婦が感染すると赤ちゃんが
難聴、心疾患、白内障などの病気を持って生
まれる可能性があります。
風しんの予防には予防接種が有効です。現
在、幼児期に2回の予防接種を受ける機会が
ありますが、子どものころ予防接種を受ける
機会がなかった世代の男性や、妊娠を希望す

※期間を過ぎると公的な費用助成が受けられず、

る女性・そのパートナーを対象とした公的な

※全額自己負担で任意接種を受けた人は、助成対

これから生まれてくる赤ちゃんを風しんか

任意で接種すると8,000円程度かかります。

象外ですが、市では接種履歴が確認できないた

めはがきが送られます。ご了承ください。

問 健康増進課
□

☎893-6405

助成制度があります。予防接種で自分自身と
ら守りましょう。
問 健康増進課 ☎893-6405
□

【広告】
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子 育 て 通 信

参加費の記載がない
場合は、
全て無料です。
対象は原則、未就園児
です。

●交野市立地域子育て支援センター ☎810-8270
月〜金曜日9:30〜17:00

水曜日のみ1歳6か月まで。4/2（木）
・7（火）は就園児も利用可

たまて箱

4/3（金）10:00〜

10時に松塚公園集合。雨天中止。

4/7（火）10:30〜11:00

大きなパラバルーンで遊ぼう。

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

4/15（水）
10:00〜マタニティヨガ
11:30〜ふれあいタイム

開催日現在、妊娠20週以降で医師･助産師の許可を得た人、
切迫早産の兆候がない人対象。定員10人。子どもの入室はで
きません。
〈要申込〉4/1（水）〜

遊戯室・お庭の開放
松塚公園で遊ぼう

わくわくランド

ほっこりおしゃべり広場 4/21（火）10:30〜11:00
子育て講座
4/27（月）10:30〜11:30
「ベビーマッサージ」

ファミリー・サポート・センターを知ろう。
2〜5か月。先着10組。きょうだいは入室できません。
オイル代300円。持ち物：バスタオル。

こりす組

5/13（水）10:00〜10:45

3か月〜9か月

うさぎ組

5/12（火）10:00〜10:45

10か月〜1歳3か月

こあら組

5/14（木）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳11か月

らいおん組

5/15（金）10:00〜10:45

2歳〜

先着12組。
〈要申込〉4/20（月）〜

●ぽらりすひろば ☎893-1414 第1児童センター1階 子育て支援室 ※駐車場に限りがあります。
お部屋の開放

火〜土曜日10:00〜17:00

0歳〜おおむね3歳。祝日と第1児童センター休館日はお休み。

おしゃべり会

4/8（水）10:30〜

〇〇ちゃんのすごいところ。

つくって遊ぼ

4/16（木）10:30〜

段ボールあそび

運動あそびと
パラバルーン

4/21（火）10:30〜

輪くぐり、スラックレール、パラバルーンで遊ぼう。

●星田地域子育て支援センター ☎860-7193 星田こども園内
お部屋の開放

月〜金曜日
9:00〜12:00、
13:00〜15:00

子育て講座
「ベビーマッサージ」 4/16（木）10:00〜11:00
親 子 教 室「 こ い の ぼ
4/21（火）10:00〜11:00
りを作ろう」
親子戸外遊び

金曜日のみ1歳6か月まで。
土日祝日・星田こども園休園日はお休み。
開催日現在2か月〜6か月未満。先着10組。オイル代300円。
きょうだいの入室はご遠慮ください。
〈要申込〉4/3（金）〜
2歳以上。先着10組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉4/8（水）〜

4/13・27（月）9:30〜11:30

雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。

4/6（月）15:00〜16:30

雨天中止。

●つどいの広場（子育て支援課） ☎893-6406 ゆうゆうセンター 3階運動療法室
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お部屋の開放

水・金・土曜日
10:00〜16:00

0歳〜おおむね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日はお休
み。

ふれあい遊び

4/17（金）11:00〜

10:00受付。

ペープサート「春のう
4/22（水）11:00〜
た」&おもちゃ作り

10:00受付。

●認定こども園

交野保育園 ☎891-6203

さくらんぼクラブ

4/13（月）13:00〜14:00

保育士による手遊びや読み聞かせ、保育室開放。4月から時
間が変わりました。

いきいき親子体操

4/21（火）13:00〜13:40

専門スタッフによる親子体操指導。おおむね2歳〜。
定員20組。
〈要予約〉電話にて

園庭開放

4/15・22（水）10:00〜12:00 雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・
延期等をする可能性があります。開催の可否については、事前に市
ホームページで確認またはお問い合わせください。
●一時預かり保育 ※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
認定こども園 交野保育園 ☎891-6203
星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408

●病児保育

半日2,000円

1日3,000円

半日1,200円

1日2,400円

※食事代含む

市内在住の6か月〜
就学前

交野病院 ☎891-0331

交野病院内
病児保育室ふたば

月〜金曜日 8：00〜18：00
土曜日 8：00〜13：00

半日1,000円 1日2,000円
保護者が働いている1歳〜小学4年生

●園庭・室内開放・イベント ※対象は原則、未就園児と保護者です。
あさひ認定こども園 〈園庭〉4/21（火）9:30〜11:00
〈室内〉4/16（木）9:30〜11:00
☎892-0206
くらやま認定こども園 〈園庭〉4/14（火）9:30〜11:00
〈室内〉4/10（金）9:30〜11:00
☎892-8433

園庭開放は雨天中止。
保育ではありません。駐車場はありません。

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈園庭〉
4/20（月）10:30〜11:45

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00〜
祝日は休みです。駐車場はありません。
15:00、毎週水曜日13:00〜14:00

倉治こども園
☎891-1116

〈園庭〉月1〜2回10:30〜11:30

●乳幼児の健診と相談
4か月児健診

直接お越しください。

利用には登録が必要です。
〈要申込〉4/7（火）10:30〜11:30に来園。

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター2階

5/12(火）12:50〜14:00受付

2019年12/2〜2020年1/10生まれ

1歳6か月児健診 4/21（火）12:50〜14:00受付

2018年8/1〜9/10生まれ

3歳6か月児健診 4/8（水）12:50〜14:00受付

2016年8/1〜9/12生まれ

●教室・講座
ぴよぴよ
離乳食講習会

ミルキィベビー
教室

ぱくぱく
クッキング教室

持ち物:母子健康手帳

健康増進課 ☎893-6405 ところ ゆうゆうセンター
5/12（火）
2階 お年寄り健康教室
〈ミニ講座開催〉
①13:50〜14:20
②14:30〜15:00
③15:10〜15:40

離乳食のすすめ方や作り方について。
4〜7か月の乳児を持つ保護者対象。自由に見学できます。
持ち物:筆記用具

5/13（水）9:20〜12:00
2階 プレイルーム

助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長･体重測定、保健師・栄養
士のミニ講座。1〜3か月の赤ちゃん対象。先着8組。
持ち物:母子健康手帳、タオル。
〈要申込〉4/2㈭〜※年間通しての参加は1人1回です。

5/29（金）10:00〜11:45
3階 学びの部屋

食育の話と親子でミニミニクッキング（おにぎり作り）&試食（他
にかぼちゃのポタージュ）
開催日現在1歳6か月〜2歳代。先着10組。費用200円。
持ち物：筆記用具、子どもと保護者のエプロン、三角巾、手拭きタ
オル、お茶（普段使用している容器に入れる）
〈要申込〉4/7（火）〜
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ご活躍 おめでとうございます!

第11回おおさか子どもEKIDEN大会第3位
倉治小学校

倉治ナインスターズ☆

4〜6年生の有志9人で作られたチームが、全57
チーム中第3位と見事な力走を見せてくれまし
た。

大阪府知事表彰
い ど か ず こ

井戸和子さん
大阪府母子寡婦福祉大会で、高齢寡婦として表彰
されました。

第33回全国都道府県対抗
中学バレーボール大会優勝
かじのりゅうのすけ

三中3年 梶野龍之介さん（写真左）
おざきこうた
三中3年 尾 幸汰さん（写真右）
北大阪選抜として出場し、見事優勝を果たしました。
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※いずれも学年は受賞当時のものです。

市内の野球チームが全国大会出場
しょうこう

交野翔輝ヤング

全日本少年硬式野球連盟に所属する市内の野球
チームが、支部予選を勝ち抜き、岡山県で開催さ
れる全国大会への出場を決めました。

交野市女性活躍推進優良事業者表彰
ジョプラックス株式会社

男女共同参画の推進に関する優れた取り組みを
実践する事業者として表彰されました。

第31回MOA美術館
全国児童作品展絵画の部銅賞
むらきゆうし

郡津小3年 村木裕志さん
見事な力作で、全国約30万点の応募の中、70点し
か選ばれない入賞を果たしました。

mac
phothi
o

2

15

親子でたこあげ
私部城跡

ミニたこあげ大会

私部城跡で楽しい思い出づくりをしてもらおうと開催さ
れたイベントの第1回目。まずは思い思いの絵を描いて
一生懸命たこ作り。笑顔で走り回りながらたこをあげて
いました。最後には甘酒もふるまわれ、工作・たこあげ・甘
酒ともりだくさんの内容でした。

2
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心ゆさぶる太鼓演奏
星の里いわふね

ふゆさい

和太鼓フェスタ〜冬祭〜

幼児や地元小学生の可愛らしい演奏から、全国を又
にかける和太鼓集団による大迫力の演奏までさまざま
な演奏がありました。
聴衆たちは、お腹にひびく和太鼓の力強い音に聞
き入っていました。

第38回人権啓発詩
二中2年

つ つ い さ え

詩部門中学生の部

筒井彩絵さん「私なら・あなたなら？」

第67回中学生人権作文コンテスト
最優秀賞
（関西テレビ放送賞）
二中2年

ごんだしんのすけ

権田真之介さん「動かなきゃ、始まらない」

大阪第二人権擁護委員会協議会会長賞
三中2年

さとうりょうすけ

佐藤僚祐さん「人との関わり方」

かわきたしづき

三中2年 川北梓月さん「守らなければいけない命」
（写真左から筒井さん、権田さん、川北さん、佐藤さん )

文部大臣から表彰

社会教育功労者表彰
交野市子ども会育成連絡協議会副会長
こうのこういち

河野公一さん （写真左）
長年にわたる青少年健全育成への貢献が認められ、
受賞となりました。

優秀教職員表彰
第四中学校教職員一同 （写真中央：校長）
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、授業
改善や校内環境整備に取り組んだ成果が認められ、受
賞となりました。
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

氷の上のプリンセス
ジュニア編 ５

かぜのうしお

リビー・ドイチュ ポプラ社 風野 潮
さくらがさくと
朔と新

とうごう なりさ

講談社

一般書

児童書

旅でみる世の中の
しくみ大図解

福音館書店

藤井弁当

生き残る技術

ふじいめぐみ

藤井 恵 学研プラス
歌舞伎座の怪紳士

のむらかつや

野村 克也 竹書房

こんどうふみえ

近藤 史恵 徳間書店
京都でお買いもん
いりえあつひこ

いとう みく 講談社
しらゆきちりか ちっちゃいな

入江 敦彦
消えた警官

薫 くみこ PHP研究所
こまったさんのレシピブック

安東 能明 新潮社
50代からの疲れをためない小さな習慣

くん

てらむらてるお

寺村 輝夫

いっしょに読んで

あかね書房

新潮社

あんどうよしあき

きしもとようこ

岸本 葉子

佼成出版社

赤ちゃん の 絵本

どーこだどこだ

カズコ Ｇ・ストーン：さく

童心社

ひよこのピーちゃんが、
野原をおでかけします。
「どーこだどこだ ピーちゃんどこだ」
。
葉っぱの裏や
お花の後ろに隠れてしまったピーちゃん。
小さな赤ちゃんにも見つけられる、
やさしいかくれんぼ。
き
れいな緑色の表紙に柔らかそうな黄色い毛のピーちゃんが可愛く映えます。
隠れきれていないピーち
ゃんがかわいくて、
赤ちゃんといっぱいお話しできる絵本です。
同シリーズの
「なーんだなんだ」
「だー
れかなだーれかな」
もおすすめです。
倉治図書館と青年の家図書室は、4月29日の祝日を開館・室します。開館時間は10:00〜17:00です。どうぞご利用ください。
問 倉治図書館(☎ 891‑1825) 青年の家図書室(☎ 893‑4881)
□

お家で作ろう学校給食メニュー

「彩りサラダ」

COOK

材料（４人分）

・ロースハム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80㌘
・キャベツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・きゅうり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・ホールコーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
（ドレッシング用）
・淡口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2

準

備

1. ロースハムは、まず半分に切ってから、1cm幅に切っておく。
2. キャベツ、きゅうり、にんじんは、千切りにする。
3. 淡口しょうゆ等の調味料は、合わせてドレッシングを作る。

作り方
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❶ ロースハムは、フライパンで炒めた後、冷ましておく。
❷ キャベツ、きゅうり、にんじん、ホールコーンは茹でてから、冷水にさらした後、
水気をきる。
❸ ❶と❷をボウルに移し、作っておいたドレッシングを全体にかけてよく混ぜ合わせたら、できあがり。

問 環境事業課 ☎892-2471
□

る
わ
変
が
て
ごみ捨

と後
前
う
ら
も
で
読ん

ネット通販って便利だけど、段ボールごみがかさばるのよね〜

そうそう！小さなものでも大きな箱で届くし
缶ごみみたいに外にも置けないし、家の中で場所とるわ〜

お待たせしました！
4 月から収集回数を増やします。
これまで月1回収集だった
「新聞・雑誌・段ボール等」
や
「缶・びん・乾電池等」
の資源ごみを、
4月から月2回収集します。
お住まいの地域の収集曜日については、下表のとおりです。詳細は3月に新しく配布しま
した
「交野市ごみ出しマニュアル」
またはホームページでご確認ください。

ウチは旦那がよく飲むから、缶の回収が増えるのも助かるわ。

曜
地

区

燃やすごみ

廃プラ

幾野
青山、私部 ( 一部除く）、
向井田

火

私部 4 丁目 77〜80 番、郡津
倉治、東倉治
私部 8 丁目 12・14・18・19・32 番

缶・びん・
乾電池等
第 1・3 水
第 2・4 水

月・木

神宮寺、寺、寺南野、
森、
森北、
森南
天野が原町

第 1・3 水

私市、私市山手

南星台 1 丁目・2 丁目 1 〜 5 番、
星田
南星台（一部除く）
、
星田西、星田山手、
妙見坂、妙見東
傍示

月
第 2・4 水

火・金

木

第4水

第 1・3 金

第3水

第 2・4 火
第 2・4 水

私部西

藤が尾

第 2・4 金

第 1・3 水

私部南

梅が枝、松塚

粗大ごみ・
新聞・雑誌・
有料粗大
断ボール等
ごみ
第2水
第 1・3 金

第 1・3 火
金

星田北

日

木

第 2・4 水

木

第 1・3 木

第2水
第4水
第2水
第4水

第 2・4 火

第3水

第 1・3 木

第4水

第 2・4 木

第4水

第 1・3 木

第1水
第3水

第 2・4 木

第3水

第 1・3 月

第1水

第 2・4 月

第1水

第 2・4 木

第2水
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星ノ町
レジェンド
「レジェンド」。近年、スポーツ界等を中心に
よく聞く言葉で、偉大な功績をあげた人物に使
われています。
2020年度は、
「星ノ町レジェンド」と題し、交
野で偉大な功績をあげた先人たちを紹介した
いと思います。
原田元治郎は、安政6年（1859年）に私部村の
旧家に生まれ、わずか16歳で家督を相続しま
す。何事にも努力・研究を怠らない人物であり
ました。
明治の初めごろ、全国的に生糸の生産が盛ん
でしたが、まだ鉄道も通っていない当時の交野
では原料のまゆを生産しても遠方の製糸工場
に送ることができません。そこで元治郎は明治
14年（1881年）に製糸機械を発明し、交野で初
となる工場を建てました。これにより交野で作
られたまゆはこの工場で生糸に加工され、交野
の養蚕はますます盛んになりました。
工場設立後も、元治郎は研究を続け、明治30
年に動力織機を開発、3年後に原田式綿織機で
特許を取り、さらに2年後には原田織機という
工場を設立、泉州を中心に浜松方面まで広く織
機の販売を手がけました。当時、織機販売に関
しては、
「東の豊田（後のトヨタグループ本家）、
西の原田」と言われるほどでした。
元治郎の活躍はこれだけに留まりません。農
業の分野でも元治郎が発明した蒸気機関で動
く精米機が活躍し、明治21年に米の品質を高め

晩年の元治郎と家族（中央が元治郎）
2828

明治〜昭和の実業家・発明家
は ら だ も と じ ろ う

原田元治郎
1859年―1945年

るために作られた大阪府交野郡米改良組合の
こちょう
創立会には、私部村の戸長（現在の村長）として
出席したとの記録もあります。
他にも、私部村の村組合長として高等小学校
（後の交野小学校）の設立に関わったり、今の学
じょうか
研都市線の元となる城河鉄道株式会社の発足
に関わったりするほか、地元の人たちと「交野
会」という和歌の同好会を作るなど文芸をたし
なむ一面もあり、さまざまな分野での多才ぶり
が伺えます。
そして大正6年（1917年）、58歳の元治郎は
日本の産業発展への功績が認められ、政府より
らんじゅほうしょう
藍綬褒章が授与されました。
元治郎最大の発明となった原田式織機は、泉
州地域でタオル製造に改造されていたものの
修復品が、名古屋市のトヨタ産業技術記念館で
展示されています。

原田式 タオル織機（トヨタ産業技術記念館提供）
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に各問い合わせ先へお問い合わせください。

6月号の締め切りは4/30（木）

体育リトミックぴょんぐりら
保育士と一緒に音楽、体育知育遊
び を 楽 し む 。毎 月 第 2・4 金 曜 ①
9:45〜10:45、2歳以上②10:45〜
11:45、2歳未満。青年の家。1回
500円。
さかもと

問 坂本 ☎090-9091-5621
□

当コーナーに掲載している内容は
市民・団体が主催しています。

ソフトバレーボール部員募集
一緒に楽しく汗を流しませんか？
見学OKです。毎月第1土曜と第2・
4日曜。市内小学校。月500円(保険
代あり)。
にしもと

問 西本 ☎090-1023-5773
□

グラウンド・ゴルフ会員募集
楽しく仲間づくりをしませんか。
道 具 貸 出 有 り 。毎 週 月・火・金 曜
9:00〜11:00。私部グラウンド。入
会金・会費要問い合わせ。
やまぐち

問 山口 ☎090-3356-1243
□

きっこうかま

交野陶芸研究会・吉向窯
初心者に最適な陶芸教室です。毎
月第2日曜13:00〜15:00。青年の
家。年1万円。
おおしま

問 大島 ☎080-3767-4213
□

エピカ混声アンサンブル募集
ポピュラーからクラシックまで楽
し く 歌 っ て い ま す 。第 1・3 土 曜
19:00〜21:00。青年の家。18歳以
上対象。月500円。
はせがわ

問 長谷川 ☎090-9868-7486
□

不動産鑑定士による
不動産無料相談会
不動産に関する悩み・お問い合わせがあるときは
ご利用ください。
日時

4/18(土)10:00〜16:00

場所

守口文化センター3階

申込

当日15:00までに直接会場

工芸室

問 (公社)大阪府不動産鑑定士協会
□
☎06-6203-2100

北大阪高等職業技術専門校
訓練生募集
科目

①ICTプログラミング科
②建築設計科 ③住宅設備科
対象 ①②18〜44歳、③18歳以上
定員 各30人
■見学説明会
日時 4/20(月)13:50〜15:45
場所 北大阪高等職業技術専門校
問 北大阪高等職業技術専門校総務課
□
☎808-2151
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。開催の可否等に
ついては、事前に各問い合わせ先へお問い合わせください。

マジックで人を笑顔にします
初心者大歓迎。少人数でていねい
な指導。毎月第1・3水曜13:00〜
15:00。青年の家。3か月3,000円。
にった

問 新田 ☎090-7873-0971
□

ヨガ春の無料体験
初心者OK。楽しく動いて心も体も
健 や か に 。4 月 の 金 曜 1 0 : 0 0 〜
11:00と13:00〜14:00のいずれ
か。青年の家。無料。
すずき

問 鈴木 ☎080-1490-1482
□

エアロビクス会員募集
一緒にいい汗かきましょう。
体験あ
ります。毎週木曜13:30〜14:30。
いきいきランド交野。入会1,000
円。
月3,000円。

フラダンス5月生募集
フラダンスを一緒に楽しみません
か。毎週水曜13:00〜16:30。青年
の家。入会1,000円。月3,000円。
いずみ

問 泉 ☎090-5668-3625
□

交野子ども自然体験クラブ
楽しく遊びみんなで学んで自然体
験。5〜12月(9月除く)の第3日曜
10:00〜15:00。植物園・星のブラ
ン コ 他 。小 学 生 対 象 。1 回 5 0 0 円
(キャンプ等別途実費)
ほりうち

問 堀内 ☎090-9056-6925
□

交野着物着付教室
普段着から礼装まで。初心者歓迎。
要申込。毎週金曜10:00〜12:00
( 4 月 は 2 週 目 か ら ) 。武 道 館 。月
2,500円。
ちくだ

問 築田 ☎893-0134(18:00以降)
□

大人が楽しむピアノ
レベル別対応。楽譜が読めなくて
も安心して。月2回火曜10:30〜
12:00。青年の家。月3,000円。
いとう

問 伊藤 ☎050-5240-4383
□

問 京阪総合カウンセリング交野
□
支所 ☎814-7140
のだてかい

植物園で春の野点会
しだれ桜の下で野点会。4/18(土)
10:30〜15:00。大阪市立大学理
学部附属植物園。実費負担300円。
あかみず

問 赤水 ☎894-8386
□

はなだ

問 花田 ☎090-7876-2132
□

カウンセラー養成講座・説明会
4/15(水)10:30〜、4/22(水)10:30
〜と19:00〜。ラポールひらかた。
18歳以上対象。無料。

心の病を抱えた家族の方々集合
心の病で悩んでいる家族の方々、
参加を。4/8(水)13:30〜16:00。ゆ
うゆうセンター。精神障がい者の
家族対象。無料。
くもかわ

問 雲川 ☎891-0884
□
くずがみはいじ

枚方・九頭神廃寺など牧野周辺
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
オーク。4/11(土)9:00〜12:00。交
たかおひでし
野市駅。案内は高尾秀司氏。200
円。
むらた

問 村田 ☎892-2326
□

古文化同好会の講演会
参加自由。古文化同好会の講演会。
4/18(土)14:30〜。青年の家。講師
こばやしよしたか
は小林義孝氏。200円。
むらた

問 村田 ☎892-2326
□

ありがとう笑いヨガ
笑いと深呼吸を組み合わせた健康
体操です。
4/18(土)13:30〜15:00。
ゆうゆうセンター。
500円。
ふじたに

問 藤谷 ☎090-3038-5085
□

かたの写真同好会・4月例会
新年度スタートです。お気軽にお
越しください。4/19(日)9:30〜
12:00。青年の家。無料。
まつもと

デジカメ同好会 春の写真展
交野にまつわる写真や個性あふれ
る作品を展示。4/14(火)〜19(日)
9:30〜17:00(最終日は16:00ま
で)。青年の家ロビー。無料。

問 松本 ☎891-2988
□

こじま

問 小嶋 ☎892-1607
□

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった家庭用の包丁・ハ
サミ研ぎ。4/15(水)・16(木)10:00〜
14:00受付。市役所別館前。品物に
より300〜800円。
よなが

問 代永 ☎892-8568
□

私部城でタケノコ堀り
お城のお話とタケノコ堀り体験。タケノコご飯のおむすびもあり。
日時 4/25(土)10:00〜12:00
集合 9:45に市役所別館前 対象 小学生(保護者同伴)
定員 30人 費用 1家族300円
申・□
問 私部城を活かし守る会事務局 ☎090-9090-2335
□

童謡唱歌懐かしの歌で元気アップ
みんなで楽しく歌って気分スッキ
リ、免疫力アップ。4/23(木)10:00
〜12:00。青年の家。300円。
まえだ

問 前田 ☎090-2282-0054
□

五月山・池田市
前回は市内でしたがさつき見物
へ。一般向け11㌔。4/25(土)8:30。
河内磐船駅。1,600円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

童謡を歌って元気アップしよう
懐かしの歌を歌ってリフレッシュ。
お気軽に。
4/27(月)13:00〜14:30。
いきいきランド交野。1,000円。
おざわ

問 小澤 ☎090-7103-4793
□
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たんすいかい

丹水会水彩画展
水彩画約40点を展示します。ご高
覧のほど。4/28(火)〜5/3(祝)10:00
〜16:30(最終日は16:00まで)。青
年の家ロビー。無料。
にしむら

問 西村 ☎080-3460-1794
□

タンポポを調べよう
4/29(祝)10:30〜13:00。大阪市立
大学理学部附属植物園。無料。定員
30人。持ち物:筆記用具・水筒・帽子
など。

日本さくら草の展示会・栽培講習会
展示会

4/21(火)〜26(日)10:00〜16:30
(初日は13:00から、最終日は15:00まで)。青年の家ロビー。

講習会
費用

4/26(日)13:00〜14:00。青年の家学びの館。
500円(花苗、植木鉢等含む)

※会員募集中。詳細はお問い合わせください。
さくらい

問 交野さくら草の会の櫻井 ☎892-0050
□

うえまつ

問 植物園研究室の植松
□
☎891-2681

廃食油回収
家庭で使い切った油・期限切れの油の無料回収。
日時

4/18(土)9:30〜10:30。

回収場所

市役所、天野が原町自治会館、青山集会所、青葉台自治会

館、松塚集会所、倉治公民館、幾野集会所、寺集会所、梅が枝集会所、
藤が尾集会所、
星田会館、
妙見坂自治会館、
倉治2-18-6、
私市2-31-5、
やまとかつらぎさん

大和葛城山
ロープウェーで上がります。6㌔。
小雨決行。5/9(土)7:45。河内磐船
駅。3,000円。

私市山手自治会館、星田西体育施設
※星田市民センターは4月から廃止のため回収は行いません。
よなが

問 代永 ☎892-8568
□

つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

インドはどんな国？
インド人女性が日本語で話すあれ
これ。5/10(日)13:30〜15:30。交
野会館(郡津駅前)。500円・高校生
以下無料。
問 交野市国際交流協会
□
☎894-1113

第10回金曜卓球団体戦
男女3〜4人の団体戦(1W・2S)。
5/15(金)9:00〜17:00。いきいき
ランド交野。1組2,400円。申込締
切5/1(金)。
つるたに

問 鶴谷 ☎090-2191-1597
□

いずみ

れいか

泉 麗香

ホームページでＡ４サイズ版を公開しています︒完成した塗り絵を送っていただくと︑
ホームページへの掲載や︑イベント等で掲示することがあります︒
︻申込︼〒５７６ ８ｰ５０１ 秘書広報課広報担当

いいつか

問 飯塚 ☎892-7464
□

作

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019030600058/

第50回市民ソフトテニス大会
5/10(日)9:00〜(予備日無)。私部公
園テニスコート。中学生以上対象。
中学生1ペア800円。一般1ペア
1,200円。申込:4/27(月)までに青
年の家 ☎892-7721。

31

交野市ホームページ
https://www.city.katano.osaka.jp/
かたのスイッチ
https://katanoswitch.jp/

第1回目は交野の象徴的な建物のひとつである
いきいきランド交野を撮影しました。特徴的な
ドームはやはり上空からでも存在感が抜群です。
右写真はドームの反対、駐車場側を向いたもの
です。道路の十字を境目に、駐車場の灰色、田
んぼの緑、交野高校の白、私部公園グラウンドの
茶色のコントラストが面白い一枚です。

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/omGLWTvizA4

※人口集中地区外で
ドローン撮影をしています。

発行 ： 2020年 4 月1日 編集： 企画財政部秘書広報課 〒576 8501
大阪府交野市私部1丁目1番1号 ☎ 072‑892‑0121 ＦＡＸ 072‑891‑5046

人口と世帯（2月末時点）： 世帯 ：32,820世帯
人口 ： 77,661 男 ： 37,487人 女 ： 40,174人

今年度は、
「身近な所もドローンで撮影してみれ
ば面白いものが撮れるのでは？」というコンセ
プトで空撮した写真・動画を紹介します。

