特集
新しい学校づくりに向けて
災害に備えて確認しておきましょう

新型コロナウイルス感染症に関する情報
※この情報は5月15日現在の情報です。
国から4月7日に発令されました緊急事態宣言の期間が、当初予定の5月6日までから5月31日までに
延長されています。また、緊急事態宣言期間が終了しましても、
引き続き「3つの密」を避けることや、
こ
まめな手洗い、マスク着用、咳エチケットなど感染予防へのご協力をお願いします。
大阪府独自の基準に基づく自粛要請・解除および対策の基本的な考え方
【大阪モデル】
5月5日に大阪府独自の考え方が公表されました。今後は下記の考え方に基づき、自粛要請等が実施ま
たは解除されます。
▷下表の①〜③の警戒信号全てが「点灯」した場合、
府民への自粛要請等の対策を段階的に実施
▷下表の②〜④の警戒信号全てが原則7日間連続して
「消灯」
すれば、
自粛等を段階的に解除
モニタリング指標（見える化）
内容（病床使用率以外の指標は
7 日間移動平均）

分析事項
市中での感染拡大状況

①新規陽性者における感染経路
（リンク）不明者前週増加比
②新規陽性者におけるリンク不明者数

新規陽性患者の発生状況
検査体制のひっ迫状況

③確定診断検査における陽性率

病床のひっ迫状況

④患者受入重症病床使用率

警戒信号
「点灯」基準

警戒信号
「消灯」基準

1 以上

ー

5 〜 10人以上

10人未満

7% 以上

7% 未満

ー

60% 未満

※警戒基準等は、3月末の感染爆発の兆候が見られた際の実績値等に基づき設定。
※今後、
患者発生状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討。
新型コロナウイルス感染を防ぐには
感染経路は、咳やくしゃみ等のしぶきによる「飛沫感染」
、
ウイルスに触れた手で鼻や口元を触ることに
よる「接触感染」が中心です。次のことを徹底し、感染防止に努めてください。
①手洗いの徹底 帰宅時や料理・食事の前などに、こまめに石けんと流水で20〜30秒かけて指と指の
間や手の甲、手首まで十分に洗いましょう。
②咳エチケットの徹底 マスクは咳やくしゃみによるウイルスの飛び散りを防ぎます。マスクが無いと
きは、
ハンカチやティッシュ、それもなければ袖口で口元を覆い、
人のいる方向から顔を背けましょう。
新型コロナ受診相談センター
次の症状がある人はご相談ください。相談の結果、感染の疑いがある場合は、
専門の
「帰国者・接触者外
来」を紹介しています。マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
【すぐに相談】
①息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、
高熱等の強い症状のいずれかある場合
②高齢者・基礎疾患（糖尿病・心不全・COPD等）がある人や、
透析を受けている人、
免疫抑制剤や抗がん剤
等を使用している人で、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
③妊婦で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
（念のため、
早めに相談を）
【症状が4日以上続くときは必ず相談】
上記①〜③以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続く場合
※強い症状や解熱剤を飲み続けている人はすぐに相談してください。
電話番号 06-7166-9911 FAX番号 06-6944-7579（土・日曜日、
祝日を含め終日つながります）
※上記の症状がない人の健康相談は、
府民向け相談窓口
（☎06-6944-8197 ℻06-6944-7579）
をご利
用ください。
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新型コロナウイルス感染症に関する特別定額給付金
外出自粛や休業による家計への支援を行うための給付金です。感染拡大防止の観点から、原則として
窓口での申請・給付を受け付けていません。やむを得ない事情により、下記の方法で申請できない人は、
お問い合わせください。
対象者
基準日（令和2年4月27日）現在で、
住民基本台帳に登録されている人
申請者
対象者が属する世帯の世帯主
給付額
対象者1人につき10万円
給付方法 申請された世帯主の振込先口座へ振り込み
申請期限 令和2年8/31㈪

①郵送による申請

市から郵送しました申請書に、振込先口座等の必要事項を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書
類（マイナンバーカードや運転免許証など）の写しを所定の位置に貼り、
郵送により提出してください。

②オンライン申請

必要なもの
▷申請者（世帯主）のマイナンバーカード
（4桁の暗証番号と電子署名用のパスワードが必要。
通知カード不可）
▷パソコンとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォン
▷振込先口座の確認書類
申請ホームページ https://app.oss.myna.go.jp/Application/search

※操作が分からないときは、マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）までお問い合わせ
ください（音声ガイダンスに従い「4」
を選択後、
「1]を選択）
。
※振込先口座の確認書類の例：金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、
イン
ターネットバンキングの画面など
給付金を装った詐欺にご注意ください
特別定額給付金に関して、市役所や総務省などの職員が、手数料の振り込みを求めることや、ATMの
操作をお願いすることはありません。また、銀行口座の番号やマイナンバーなどの個人情報を電話や郵
便、Eメールで問い合わせることもありません。怪しい電話があったり、怪しい郵便やEメールが届いた
ときは、市役所や最寄りの警察までご相談ください。
配偶者からの暴力を理由に避難し、住民票の異動ができない人への措置
配偶者からの暴力を理由に避難しているなどの事情により基準日以前に、現在住んでいる市区町村に
住民票を移すことができない人は、次の手続きと特別定額給付金の申請をすることにより同伴者の分を
含めて給付金を受け取ることができます。
手続き方法 申出書に必要事項を記入し、次のいずれかの書類を添えて市役所別館1階 特別定額給付
金推進室に提出
▷婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認
書
▷保護命令決定書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日以降に現在住んでいる市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援
措置を受けている人は、申出書の提出のみで構いません。
関係書類のダウンロード 総務省「特別定額給付金に関する各種ご案内」
ページ
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/

3

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援・融資制度
新型コロナウィルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者はご利用ください。なお、対象
や申請方法等、制度の最新情報については各窓口へお問い合わせください。
また、その他の支援制度については、経済産業省ホームページをご覧ください。
給付・助成制度
【持続化給付金】 感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対する給付金です。
給付額 法人200万円、個人事業者100万円（昨年１年間の売上からの減少分が上限）
※インターネットを利用できない人は、申請サポート会場で申請できます（要予約）。
持続化給付金事業コールセンター☎0120-115-570、☎03-6831-0613〈IP電話専用〉
（6月は毎日8:30〜19:00）
【雇用調整助成金】 休業手当等の一部を助成します。
ハローワーク枚方☎841-3363、
またはコールセンター☎0120-60-3999（9:00 〜 21:00）
融資制度
セーフティーネット4・5号、危機関連保証の認定書の発行は地域振興課で行っています。
【大阪府「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」
「新型コロナウイルス感染症対策資金」
「新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型）
」
】
府商工労働部中小企業支援室金融課☎06-6210-9508
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
日本公庫事業資金相談ダイヤル☎0120-154-505（平日）
・☎0120-112476（休日）
【新型コロナウイルス対策マル経融資】
北大阪商工会議所☎843-5154（平日9:00 〜17：15）
【商工中金による危機対応融資】
商工組合中央金庫相談窓口☎0120-542-711（9:00 〜17：00）
中小企業・小規模事業者向け相談窓口
▷大阪府よろず支援拠点☎06-4708-7045（平日9：30 〜 17：00）
▷北大阪商工会議所☎843-5154（平日9：00 〜 17：15）

令和 2 年度
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子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童
手当（本則給付のみ。特例給付を除く）を受給する世帯（0歳〜中学生のいる世帯）に対する臨時特別の給
付金
（一時金）です。対象者には、給付金のご案内等を6月上旬までに送付予定です。
申込手続は不要です。受給を希望しない場合のみ申出書を返送してください。
対象児童 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童
（同年3月まで中学生だった児童（新高校1年生）
も含む）
支給対象 令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当を受給している人
給付額
対象児童1人につき1万円
支給時期 7月上旬までに児童手当受給口座へ振り込み予定。
※振込日は、決まり次第ホームページでお知らせします。
※児童手当（前年度までの現況届を含む）が未申請・書類不備等の場合は支払いができません。心当たり
がある人はお問い合わせください。詳しくは19㌻「児童手当に関するお知らせ」
をご覧ください。
※公務員は、所属庁が支給対象者であると証明した上で、
本人が居住市町村に申請してください。

新型コロナウイルス感染症に関する市税の徴収猶予制度の特例
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった人は、最大1年間、地方税
の徴収の猶予を受けることができます。猶予対象額に関わらず担保の提供は不要です。猶予期間中の延
滞金はかかりません。申請には必要書類等がありますので、
制度の詳細はお問い合わせください。
※相談は電話で、申請は郵送で受け付けています。なるべく来庁はお控えください。
対象 次の要件全てを満たす納税者・特別徴収義務者（個人・法人の別、
規模は問わず）
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、
事業等に係る
収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」
かの判断については、
少なくとも向こう半年間の事業資金
を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、
適切に対応します。
対象税目 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定
資産税などほぼ全ての税目
※対象税目のうち、既に納期限が過ぎている未納の市税
（他の猶予を受けているものを含む）
についても、
さかのぼってこの特例を利用することができます。
申請期限 6/30㈫または納期限（納期限が延長された場合は延長後の期限）
のいずれか遅い日
※申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出が必要です。提出が難しい場合は口頭でお伺
いします。
猶予期間 最大1年間
※猶予期間内途中での納付や分割納付など、事業状況に応じて計画的に納付することも可能です。
※その他の納税相談も随時受け付けていますので、
早めにご相談ください。
徴収猶予の取り消し 次に該当する場合は、
徴収猶予が取り消されることがあります。
▷申請者について強制換価手続（差押・破産・競売事件など）
が開始されたときなど
▷偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明した
とき

新型コロナウイルス感染拡大防止のため物品等の寄付をいただきました
いただいた物品は、医療機関や社会福祉施設、
子ども関連施設を中心に配布いたします。
株式会社アカカベ様よりマスク1万枚

就労継続支援B型
紙好き交流センター
ひかり様より
マスク50枚

今年40周年を迎える（一社）交野青年会議所
さとみけんじ

理事長 里見健二様より
マスク1,000枚と消毒液300㎖入り40本

▷株式会社姫技建様よりマスク2,000枚
▷大阪府PTA協議会様よりマスク150枚
▷日本赤十字社大阪府支部
交野市地区様よりマスク2,000枚
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第一中学校区は、校舎の老朽化や適正な学校規模を下回る学校があるなど、喫緊の課題を抱えています。
これらの課題を解消し、良好な教育環境を確保するため、
「学校規模適正化基本計画」
において、校区内の交
野小学校・長宝寺小学校・第一中学校を統合し、現在の交野小学校敷地内に施設一体型小中一貫校を設置
することとしました。
地域住民等との協働などを視野に入れ、
この新しい学校整備が「魅力ある学校づくり」
となるよう、
より具体
的な指針として
「交野市立第一中学校区魅力ある学校づくり事業基本方針・基本計画」
を策定しました。

まなび舎整備課 ☎810-8010

学校のメインコンセプト
い
し
新

〜 グローバルコミュニケーションスクール 〜
小学1年生から中学3年生までの児童生徒が9年
間共に学び、共に育ち、交流する中で、上級生への
あこがれ、下級生への慈しみの「情（こころ）」
を養う
ことを大切にします。

豊かな自然を大事にする心・森、百年の森をイメージ
し、
「生きる力を養い多様性に富んだ人材の育成」
を
めざす森として、一人ひとりが大きく育っていくよう
な場としていきます。

語学力だけではなく、異なる価値観の中で、意見の
違いを統合して「みんなの知力の質」
を高める能力
（グローバル・コミュニケーション能力）
を身に付け
る環境づくりを進めます。

「情（こころ）」
と
「英知」
をもって真理を追究する若者
が、施設一体型小中一貫校という新しい学校で伝統
を紡いでいけるような環境づくりを進めます。
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施設一体型小中一貫校の整備にあたっては、子どもたちだけで
なく、地域住民も利用しやすく関わりを持てる学校づくりを目指し、
学校や保護者、地域からの意見を取り入れながら検討を進めるこ
とが求められています。
魅力ある学校づくり事業をハード・ソフトの両面から進めていく
取り組みを
「かたのあしたのがっこう」
と名付け、3つの意見交換
等を行う場を設定して、基本方針や基本計画、運用プログラム等
に関する意見交換や講演会を行いました。

地域協議会

教職員協議会

先進校視察や６回のワークショップを
実施し、新しい学校づくりで大切にしたい
視 点 、工 事 期 間 中 の 教 育 環 境 、学 校と
地域の連携など
について意見交
換を行いました。

先進校視察や３回のワークショップ、講演会
等を実施し、新しい学校で子どもたちに経験
させたいこと、地域の人がやってみたいこと、
教職員がやってみ
たいこと、施設配
置 や 特 別 教 室の
使い方などについ
て意見交換を行い
ました。

一部メンバー重複
第一中学校区関係者
自治会、PTA、公募市民

魅力ある学校づくり事業

全14校の教職員

定員50人

仮設校舎・通学路・工事
期間、学校区などを検討

施設一体型に向けた
必要な機能の検討

新設校で活動したい
地域の方々
地域が学校と
地域が学校で
関わりながら
できること
やりたいこと
地域が学校で
求められていること

学校側が期待する
地域の方々等の活動

学校と地域の連携
協働（活動）
の創出

小中一貫教育の充実

５回のワークショップを実施し、学校と地域がつながること、
交野らしい新しい学校づくり、
やってみたい活動などについて
意見交換を行いました。
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1 工事期間中の学びの場

工事期間中の交野小学校児童は、長宝寺小学校の敷地に通うこととし、同校の既存の校舎
を使用するとともに既存校舎の施設以上に必要な部分は中庭等に仮設校舎を設置し、学びの
場を確保します。

2 施設一体型小中一貫校の開校と小学校の統合

施設一体型小中一貫校は令和7年4月までの新設開校を目指し、令和4年4月に着工します。
また、令和4年4月に、現在の長宝寺小学校敷地に交野小学校・長宝寺小学校の統合校を
開校し、長宝寺小学校の小規模状態の解消に努めます。

3 通学の安全

通学距離が長くなる地域がありますが、
「 学校規模適正化基本方針」にあるおおむね２㎞
以内の通学距離である事や、市内の他の小学校の通学距離や現在の交野小学校の通学距
離と比較して著しく長いとは言えないことから、スクールバスの運行は行なわないこととし
ます。
児童の安全を第一に考え、今後とも学校・保護者・地域の方々
の意見を聞きながら、通学路の危険箇所の把握やさまざまな安全
対策等について検討し、関係部局・機関等と連携するとともに、通
学路の設定や通学の安全確保にハード、
ソフト両面から安全対策
に取り組みます。

4 魅力ある学校づくりに向けて

施設一体型小中一貫校の
「魅力ある学校づくり」
を視野に入れ、学校、保護者や地域の方々
からの意見等を踏まえ、令和４年度から開校する交野小学校・長宝寺小学校の統合校につい
ても、第一中学校との小中一貫教育を含め特色ある学校となるよう検討を進めます。

【開校までのおおむねの流れ】

交野小学校
新校舎
実施
設計

新校舎基本設計

仮設・改修
施工

第一
中学校

長宝寺小学校

新校舎建築工事
旧校舎
解体撤去・
開発造成工事

交野小学校・長宝寺小学校統合校
第一中学校

施設一体型
小中一貫校の開校

長宝寺
小学校

仮設校舎・
既存校舎
改修設計

交野小・長宝寺小の統合

交野小学校
︵計画敷地︶
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令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
令和7年度
（2020年） （2021年） （2022年） （2023年） （2024年） （2025年）

第一
中学校

交野
小学校

長宝寺
小学校

交野が全国に誇れる学校づくりへ第一歩を踏み出しました

中庭
イメージ

学習室
イメージ

計画の詳細は
魅力ある学校づくり事業
ホームページで

9

災害に備えて確認
6月は雨の多い時期で、風水害がおこりやすい時期でもあります。いざという時に慌てないために、
日ごろから災害に備えた情報を確認しておきましょう
危機管理室 ☎892-0121

1

市内で発生する可能性がある災害を 確認！

交野市で発生する可能性が高い災害は次の3つです。それぞれの災害について、自分の家は
被害にあう可能性が高いのかどうか等を確認しておきましょう。

土砂災害
大雨や地震によって発生するがけ崩れ、地すべり、土石流など
の現 象をいいます。市の面積の半分は山地ですので、発生する
可能性が非常に高い災害です。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2018081700021/

内水（ないすい）
短時間の集中豪雨等により雨水が道 路上などの地表面にあ
ふれ、低地へ流れてとどまることによる浸水被害を内水氾濫と
いいます。

https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019032700015/

外水（がいすい）
大雨等により河川の堤防から水があふれ又は破堤して、発生す
る浸水被害を外水氾濫といいます。市に関係する河川は天野川、前
川、北川、穂谷川になります。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/keikaku/kozuishinso.html
「淀川水系淀川左岸ブロック」

今年度中に上記の3種類の想定が記載された防災マップを作成、全戸配布を行う予定です。

2

いざという時のための連絡先を 確認！

次のことが発生したとき、すぐに連絡が取れるよう、日ごろから確認しておきましょう。

ガス漏れが発生したときは
大阪ガス 0120-5-19424
（フリーダイヤル）

停電したときは
関西電力

0800-777-3081
（フリーダイヤル）

避難先などで家族と連絡がとれないときは
災害伝言ダイヤル 171
10

しておきましょう
3

交野市からの情報伝達方法を 確認！

市は、災害時に積極的な情報発信を行いますが、災害が局所化・激甚化していることから、
市からの情報発信を待つだけでは、身を守るにあたって間に合わない可能性があります。日頃
からいろいろな情報収集手段を確認しておき、積極的に情報収集をしましょう。

防災行政無線
市内37か所に防災行政無線屋外スピーカーを設置し、避難勧
告等の情報をお知らせする放送を行っています。また全国瞬時警
ジ ェイ ア ラ ート

報システム（J-ALERT）や緊急地震速報なども、自動的に市内に
放送されます。
屋外放送は気象条件に左右されやすく、どうしても聞き取りづ
らい場合があります。その場合に放送内容を電話で確認できる
サービスを行っています。

防災行政無線確認ダイヤル 0120-77-9990（フリーダイヤル）
※大阪府外からは☎072-810-5188をご利用ください。
市ホームページでも内容を記載するように努めています。

携帯電話会社からの緊急速報メール（エリアメール）
市が配信する避難情報や、気象庁が配信する緊急地震速報等
を特定のエリア内の携帯電話に一斉にお知らせするサービスです。
各携帯電話会社で受信される設定を行っていれば、月額使用料な
どは無料で、別途申し込みを行うことなく利用できます。

Yahoo!防災速報
今年度から、市とヤフー株式会社とで災害時の情報発信に関
する協定を締結し、スマートフォンのアプリ「Yahoo!防災速報」を
通じて市からの緊急情報の配信を行っています。
ぜひアプリをダウンロードして「交野市」を地点登録してくださ
い。地点登録は3か所までできます。緊急速報メールよりも多くの
文字数で、より幅広い情報の発信を行っています。

おおさか防災ネット
（防災情報メール）
府と府内の市町村が共同して、気象情報や避難情報など幅広い
防災情報のメール配信サービスを行っています。登録はQRコードか
下記のアドレスに空メールの送信を行ってください。

touroku@osaka-bousai.net

ケーブルテレビ（J:COM）
のテロップ
市はJ : COMと防災協定を締結しており、J : COMを契約して
いれば避難情報等をＬ字テロップで確認することができます。
テロップイメージ
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国民健康保険のお知らせ
問 医療保険課☎892-0121
□

保険料の料率が決まりました
６月中旬に、令和2年度の「国民健康保険料納入通知書」を発送します。所得割、均等割、平等割の保険料
率等は下表のとおりです。
なお、
限度額は、
医療分が58万円から61万円に変更となりました。

年間保険料
（①〜③の合計）

①所得割

基準総所得金額
（令和元年中の所得が対象）

②均等割
被保険者1人あたり
1世帯あたり
③平等割
限度額
※介護分は、40歳以上65歳未満の国保加入者に加算されます。

医療分

支援金分

介護分

×8.50%

×2.76%

×2.84％

29,611円
27,491円
61万円

9,541円
8,858円
19万円

18,581円
ー
16万円

所得割の基準総所得金額の計算方法
給与所得等の場合
給与収入−給与所得控除−基礎控除（33万円）
公的年金等の場合
年金等の収入−公的年金等控除−基礎控除（33万円）
※複数の所得がある場合でも、基礎控除は33万円のみです。

営業・その他の事業・不動産所得などの場合
収入−必要経費−基礎控除（33万円）

保険料の納付
保険料は、6月〜翌年3月まで10回に割って納めていただきます。6月中旬に納付書を発送します。5月
中に転出や社会保険の加入などで、国民健康保険の資格を喪失した世帯には、4月分の保険料を本年度の
保険料確定後の6月納付期
（1期分）
として納入通知書を送付します。
※特別徴収（年金天引き）の世帯は、4・6・8月が仮徴収、10・12・2月が本徴収の年６回支払いです。
便利な口座振替をご利用ください。市指定の金融機関窓口で申し込めます。
毎月納めにいく手間が省け、納め忘れもなくなります。口座振替依頼書は、市役所本館１階医療保険
課、
市内の指定金融機関にあります。
申込に必要なもの 預貯金通帳、
金融機関届出印、
国民健康保険の納入通知書
保険料の支払いが困難な場合はご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合や、災害・倒産・解雇等で大幅に所得が減少、損害により生
活困窮等で支払いが困難な場合は、
保険料の減免、
納付猶予制度があります。
なお、減免内容においては、
期限がありますので、
電話・メールでお早めにご相談ください。
休日納付相談窓口

平日の昼間に、
納付相談、減免申請が困難な人はご利用ください。
日時 6/21（日）10:00〜15:00 場所 市役所本館1階 医療保険課
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更・中止する場合があります。
医療費一部負担金の減免制度
次の事情等で、医療費の自己負担額の支払いが困難な場合は、
一部負担金の減免制度があります。
①世帯主および同一世帯の被保険者が所有する家屋やその他の財産が風水害、
火災などで全壊、
全焼な
ど重大な被害を受けた
②世帯主および同一世帯の被保険者が事業の休廃止、
失業や傷病、
死亡により収入が著しく減少した
③その他①・②に類する事由がある
※減免が認められるためには、
一定の条件があります。
ジェネリック医薬品への切り替え
市は、薬剤費の自己負担軽減と国民健康保険医療費の削減を目的にジェネリック医薬品の普及促進に
取り組んでいます。ジェネリック医薬品を希望する人は、医師・薬剤師に相談し、切り替えにご協力くだ
さい。
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介護保険のお知らせ
問 高齢介護課☎893-6400
□

保険料が決まりました

6月中旬に、第1号被保険者（65歳以上）に令和2年度の「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知
書」を送付します。保険料の軽減強化により、介護保険料段階区分が第1段階〜第3段階の保険料が変わ
ります。詳細は、
下表をご確認ください。
保険料の納付

普通徴収（口座振替・金融機関などで納付）は、6月〜翌年3月分の10回、特別徴収（年金天引き）は偶数
月の年6回で納めていただきます。なお、保険料の滞納があった場合、介護サービスを使うときに支払う
1・2割、または3割の自己負担が3割または4割になるなど、滞納期間に応じた保険給付の制限を受ける
ことがあります。
必ず期限内に納めましょう。
保険料の支払いが一時的に困難な状況にある人には、
徴収猶予制度がありますのでご相談ください。
介護保険制度について

被保険者は、40〜64歳の医療保険加入者と、65歳以上の全ての人です。この制度はみなさんの保険料
と公費で運営され、保険料を納めることで、介護が必要となったとき、安心してサービスを受けることが
できます。
保険料の軽減

真に生活が困難な状況にある人に対し、
生活実態に即して、
保険料の軽減を行います。
対象 介護保険料段階区分が第2・3段階で、
次の①〜⑧の用件全てに該当し、
保険料の支払いが困難で
あると認められる人。
①世帯全員が市民税非課税
（確定申告または市民税申告が必要）
②世帯の年間収入合計が144万円以下
（2人以上の場合は33万円、
配偶者は38万円を加算）
③市民税課税者に扶養されていない
④市民税課税者と生計を共にしていない
⑤健康保険などの医療保険で、
被扶養者となっていない
⑥資産などを活用しても、
生活が困窮している状態にある
（住居用資産を除く）
⑦世帯の銀行預金などの元本合計が350万円以下
⑧介護保険料を滞納していない
軽減内容 保険料第2段階を第1段階に、
第3段階を第2段階に軽減
申込 令和2年度の
「介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書」
、
印鑑、
預貯金・年金受給額が確認
できるもの（世帯全員分）
、
本人確認ができるもの
（マイナンバーカード等）
を持参し、
高齢介護課
段階
1
2
3
4
5

対象者

年間保険料

生活保護、中国残留邦人等支援給付受給者、世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯員全員が市民税非課税で、
かつ前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

世帯員に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税で、
前年の本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下

19,320円

80万円超120万円以下

32,160円

120万円超

45,120円

80万円以下

57,960円

80万円超

64,320円
（基準額）

6

120万円未満

77,280円

7

120万円以上200万円未満

83,640円

8

200万円以上300万円未満

96,480円

300万円以上350万円未満

106,200円

350万円以上500万円未満

115,800円

11

500万円以上650万円未満

122,280円

12

650万円以上800万円未満

125,520円

13

800万円以上

128,640円

9
10

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

※所得金額は、前年（平成31年1月〜令和元年12月）の合計所得金額です。
※合計所得金額は、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額
です。さらに、
「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」
（第1〜5段階のみ）を控除
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した額を用います。

水道施設の現状をお知らせします
問 水道局総務課☎891-0016
□

水道管の現状
市内の水道管は、全ての長さを合わせると約307㎞あります。その多くが昭和40〜50年代の住宅開
発時に布設したもので、法定耐用年数である40年を経過している水道管は全体の約3分の1となり水道
管の老朽化が問題となっています。
また、厚生労働省の水道ビジョンでは、鉛製の給水管をできるだけ早期にゼロにすることが掲げられ
ていますが、交野では全体の約10%の給水管に、鉛製のものが残っており、これらの取り替えも課題と
なっています。
今後は、重要度や優先度を踏まえて、安全・安心で、安定した給水を続けていけるよう、老朽管の更新
や、鉛製給水管の取り替えを進めていきます。

水道管布設状況（平成28年度末現在）
法定耐用年数
（40年）を過ぎた管
約95㎞

法定耐用年数
（40年）
以内の管
約212㎞

水道管工事の様子

給水管取替の様子
緊急時給水車用の給水栓を設置しました
災害等で水道が使用できないような緊急時は、給水タンク車で給水活動をする必要があります。
この
場合、搬送回数や作業の効率化、作業員の安全確保、
注水時間の短縮などが求められます。
水道局は、今年3月に緊急時給水車用の給水栓を私市ポンプ場に2基設置し、市民のみなさんに水を円
滑にお届けできるようになりました。

給水タンク車
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緊急時用給水栓から注水する様子

交野市社会福祉施設地域貢献連絡会の出前講座
この連絡会は、市内の高齢者施設・障がい者施設・保育施設などの社会福祉施設が分野を越えて、地域福

祉課題に取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的とした連絡会です。
対象
申込

市内在住のおおむね10人以上のグループ

各施設に連絡し、日程・内容・時間等を相談

施設名・住所

電話番号

講座名
施設見学ツアー

豊年福祉会
明星
星田8-6-7
天の川明星
藤が尾2-5-22

介護保険とサービスと
一般的な知識としての
施設入所について
認知症の人への対応
〜介護職員からのメッセージ〜
891-4974
知ってらくらく介護講座
〜ご本人と介護者が共に
楽になりましょう〜

内 容
老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？
という人に施設内を案内します。
介護保険制度とサービスの種類や利用方法、さまざまな
種類がある高齢者施設についてその内容や利用金額な
どを説明します。
認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の人
と日常接している介護職員がお話しします。
車いすの操作方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介
助の方法を介護福祉士が実技でお伝えします。

暮らしの中の小さな
お困りごとへのボラン
ティア活動報告

【生活支援サポーターについて】高齢者の暮らしの小さ
な困りごとを市民ボランティアが解決します。活動紹介
とこれからの支え合い社会についてお話しします。

救命講習の一環として
きんもくせい
特別養護老人ホーム 892-5689 AED
大字星田5156-8
施設内見学
ケアハウスは
どんなところ？

AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明し
ます。
サービス内容・料金などについて説明します。
サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームとの違
いについて説明します。
（施設見学含む）

ケアハウス
きんもくせい
南星台2-5-15

895-2468

施設での
看取りケアについて
認知症の方へのかかわり
方について（施設版）
介護保険とサービスの
利用方法について

ケアハウスや特養での看取りケアについての説明をし
ます。
軽度から重度の認知症まで関わりによって進行度が違
うことなどを事例をあげて分かりやすく説明します。
専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネ
ジャーが説明します。

人生の終い方、ACP
人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロ
（アドバンス・ケア・プランニング） セスについて説明します。
医療連携とは
ケアマネジャーの選び方
介護技術
健康教室
特別養護老人ホーム
810-8670 介護保険ってなあに？
美来
倉治4-40-7
特養とは？
介護食とは？
介護老人保健施設
青山
青山3-432

893-0328

介護保険入門
介護技術教室

必ず知っておきたい！
介護保険講座
サール・ナートかたの
892-7777
私部南1-490
施設見学ツアー
交野自立センター
寺4-590-1

893-4523 高次脳機能障がいについて
精神疾患と
精神障がいについて

心生会
ミルキー
地域福祉について
ミルキーウェイ
ウェイ
天野が原町2-14-20 896-5656 障がい者ホームヘルパー
について
みのり
障がい者グループホーム
天野が原町2-14-18
について
みのり
障がい支援について
893-9511
かたの福祉会
892-6671 知的障がいについて
寺4-590-1

入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明し
ます。
ケアマネジャーの選び方のポイントを説明します。
離床・更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助等。
希望に応じて対応します。
介護保険サービスの使い方。
特養に入るまでの流れ、入所後の生活など。
高齢者施設での食事提供について。
介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系
サービスの種類や違いについて説明します。
（希望があれば施設見学にも対応します）
移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助
技術をお伝えします。

介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。
特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利
用方法、金額など。
高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話ししま
す。
（実施については要調整）
精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明
し、精神障がい理解を深めます。
（施設見学を含む）
当法人の歩み、活動紹介と、コミュニティソーシャル
ワークの重要性・課題を話し合います。
（施設見学含む）
介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のね
らいと支援の実際を紹介します。
世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に
視点をあてた支援を説明します。
（施設見学を含む）
生活、就労支援の現状を紹介します。
（施設見学含む）
知的障がいについての理解、接し方などの講座。
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イベント情報
健康

の高いレッスンを提供します。

ぽ

星のまち歩く歩くDAY

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時

6/19(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

をゆっくり観察しながら歩きます。

7/5(日)9:00〜15:00(雨天中止)

河内磐船駅

ルーペ

講師
申込

各日各時間ごとに1人(1日計6人)

費用

3,300円

☎894-1187

日時

交野の山の樹木を知ろう

持ち物

定員

参加費

わくわくプール

には景品もあります。

河内磐船駅から獅子窟寺方面へ向かい、山の樹木

集合

いきいきランド交野

10:00〜16:00の毎時0分〜45分

自分の実力を試すチャンスです。優勝・準優勝ペア

問 健康増進課 ☎893-6405
□

日時

場所

時間

スポーツ バドミントン交流会

当日集合場所

自然

6月の毎週日曜日

健康手帳(ない人は当日渡します)、
飲み物、

タオル、帽子、雨具等

申込

日程

問 いきいきランド交野プールフロント
申込・□

天の川沿い私市コース

持ち物

スポーツ プライベートスイミングレッスン
参加者のニーズに合わせ、マンツーマン指導で質

アウトドア
ぽ

いきいきランド交野

無料

弁当、
飲み物、
雨具、
筆記用具、
あれば図鑑、

大阪府自然環境保全指導員
当日集合場所

きむらまさゆき

木村雅行さん

問 いきものふれあいセンター ☎893-6520
□

6/21(日)10:00〜16:00

場所

いきいきランド交野

内容

メインアリーナ

ラリーポイント制21点3ゲーム、デュース

無しのリーグ戦(各ペア3試合保障)

定員
費用

初級10組、初中級10組
1ペア3,000円

持ち物
申込

バドミントン用具一式

6/1(月)からweb予約
(右のQRコード)

問 いきいきランド交野
□

産業

☎894-1181

ぶどうマルシェ&交野天の川プロレス

今回のテーマは「ぶどう」です。交野ブランドの15
品も一挙勢ぞろいの予定です。大迫力のプロレス

(一部有料)も開催しますので、ぜひ遊びに来てくだ
さい。
日時

場所

6/28(日)10:00〜15:00(荒天中止)

いきいきランド交野

問 交野いきいきマルシェおりひめの駅運営委員会
□

事務局 ☎892-0121

ゆうゆうセンター
青年の家
教育

令和3年度使用教科書展示会

小・中学校用の教科書を展示します。
日時

場所

6/5(金)〜7/1(水)10:00〜16:00

青年の家1階

展示室

問 教育センター ☎892-8627
□

16

人権

人権擁護委員の日

6月1日は
「人権擁護委員の日」
です。
人権擁護委員と

は、法務大臣から委嘱された民間人で、法務局と連
携して身近な問題の相談を受けています。
日時 毎月第3木曜日10:00〜12:00
場所

ゆうゆうセンター

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□

福祉

手話ステップアップ講座(前期)

意思疎通支援者(手話通訳者)として活動できる人
材の育成を目指します。
日時

初回6/16(火)10:00〜12:00

場所

ゆうゆうセンター3階

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。
①6/3・17(水)10:30〜11:30
ゆうゆうセンター4階

多目的ホール

※全8回。以降の日程は開講時に調整します。

②6/11・25(木)13:30〜14:30

対象

③6/12・26(金)10:30〜11:30

団体共用ルーム1

市内在住・在勤・在学で、聴覚障がい者との

日常会話が可能で、意思疎通支援者の登録を目

指す人(すでに登録している人を除く)

定員
費用

15人(最低催行5人)
無料

問 6/10(水)
〈必着〉までに①講座名②住所
申込・□

③氏名(ふりがな)④電話・FAX番号⑤手話学習経

青年の家武道施設

いきいきランド交野2階

サブアリーナ

対象

おおむね65歳以上の市民

申込

直接会場

費用

無料

持ち物

問 高齢介護課
□

定員

各80人

飲み物、②③は上履き

☎893-6400

験を電話・FAX・郵送で障がい福祉課
☎893-6400

〒576-0034

相談
日時

FAX 895-6065
□

天野が原町5-5-1

行政書士による日曜無料相談会
6/21(日)13:00〜15:00

場所

ゆうゆうセンター2階

申込

直接会場

内容

集団指導室

遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等

問 行政書士会枚方支部
□

健康

☎814-9920

①6/22(月)：口腔機能測定、実技等

②6/29(月)：結果の返却、口の機能アップに関する
取り組み紹介等

10:00〜11:30

場所

ゆうゆうセンター1階

対象

持ち物

費用

審査会室

無料

飲み物、②は歯ブラシ、コップ2個、タオル

問 6/1(月)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

その他施設(市内)
福祉

メンズボランティアサロン

退職後のセカンドライフのヒントや仲間を一緒に

探しましょう。将棋ボランティア、おもちゃ作り、
話し相手等の活動紹介もあります。
日時

場所
対象
費用

6/16(火)13:30〜15:30

ボランティアセンター

市内と周辺在住・在勤・在学者(男性向け)
無料

ひとり親家庭の親等のための
就業支援講習会

①医療事務作業補助者実務能力認定試験対策
場所

65歳以上の市民
20人(先着)

仕事

8/1(土)〜9/26(土)10:00〜16:00(全8回)

時間

定員

その他施設(市外)

元気度知ろう会「口腔機能測定」

問 ボランティアセンター ☎894-3737
申込・□

府立母子・父子福祉センター

教材費等
申込締切

8,000円
7/1(水)

②介護職員研修初任者

8/22(土)〜翌年1/23(土)9:00〜17:00(全17回)

場所

東大阪市男女共同参画センター等

教材費等
申込締切

1万円

7/22(水)

対象

ひとり親家庭の母・父、寡婦

申込

往復はがきに①希望講座名②住所③氏名(ふ

定員

各20人(抽選)

りがな)④年齢⑤職業⑥電話番号⑦志望動機⑧

(保育希望の場合のみ)子の氏名・年齢を記入し、

大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
〒540-0012

大阪市中央区谷町5-4-13

※詳細はホームページをご覧ください。
http://www.osakafu-boshiren.jp/
問 同センター ☎06-6762-9498
□
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お知らせ
制度・業務
申請

マイナンバーカード日曜日受付・交付

交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁で

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

情報
公開

情報公開制度(市が管理する公文書の開示を請求
する権利を保障する制度)と、個人情報保護制度(市
が管理する個人情報を適切に取扱い、自身の情報

の開示・訂正・削除等を請求する権利を保障する制

度)の、昨年度の運用状況をお知らせします。制度
の詳細は、ホームページをご覧ください。

http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011080200127/
問 総務課 ☎892-0121
□

な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時

場所

6/14(日)9:00〜12:00

市役所本館1階

市民課

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、交付

e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えな
くなりますが、有効期限後であっても発行手続

きはできます。

※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
□

情報
公開

情報公開コーナー・会議傍聴制度を
ご利用ください

市役所本館2階情報公開コーナーでは、
「情報公開

制度」と「個人情報保護制度」の請求受付や、利用方

情報公開制度

個人情報保護制度

開示請求の状況

開示請求の状況

市内在住者

23件

市内在住者

26件

市外在住者

28件

市外在住者

3件

通知書の裏面日付経過後もカードは受け取れま

す。
また、
電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、

情報公開制度・個人情報保護制度

開示決定の状況

開示決定の状況

全部開示

23件

全部開示

12件

部分開示

22件

部分開示

15件

非開示

0件

不存在

1件

不存在

1件

取り下げ

1件

取り下げ

5件

主な開示請求の内容

主な開示請求の内容

▷戸籍謄本・住民票に
関するもの
▷各種契約書の写しな
▷医療費通知の写しな
ど
ど

福祉

重度障がい者医療助成

法の相談に応じています。また、予算書・議案書・会

対象

次のいずれかに該当する人

情報を得ることができます。

②療育手帳Aを持っている

議の議事録などの閲覧や、傍聴できる各種会議の

①身体障がい者手帳1・2級を持っている

問 総務課 ☎892-0121
□

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・□

【広告】
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税・保険・年金

子育て 児童手当に関するお知らせ
6月は児童手当・特例給付現況届の受付期間です

対象者には現況届提出のお知らせを送付していま

税

令和2年度の市・府民税当初課税

す。必ず期限内に提出してください。

国税庁より確定申告書の提出期限が延長となった

6/15(月)に2〜5月分を支給します。定例払いはす

課税(所得)証明書への反映が間に合わない場合が

す。未申請・書類不備等に心当たりがある人はお問

この場合、第2期以降での課税または税額変更など

次に該当する時は、必ず届け出をしてください

課税に関する問い合わせは、なるべくお電話で

児童手当の定例払い

ことを受け、個人市・府民税の税額決定通知書及び

でに申請を済ませ、支給認定された人に支払いま

ありますのでご了承ください。

い合わせください。

を行ったうえで、通知書等によりお知らせします。

▷出生などで子どもが増えたとき(出生日の翌日

例年、税額決定通知書発送直後はお問い合わせ等

から15日以内)

で窓口が大変混み合います。新型コロナウイルス

▷転入したとき(転入日の翌日から15日以内)

感染拡大防止のため、なるべく電話でお問い合わ

▷公務員になったとき、公務員でなくなったとき

問 税務室 ☎892-0121
□

▷転出したとき

せください。

▷子どもの監護・生計関係がなくなったとき
▷生計中心者が変更になったとき

▷その他、支給要件に該当しなくなったとき
問 子育て支援課 ☎893-6406
□

※児童手当受給世帯が対象となる令和2年度の子
育て世帯への臨時特別給付金については4㌻を

税

令和2年度の課税(所得)証明書交付時期

令和2年度の課税(所得)証明書は、6/5(金)からの交

付を予定しています。

問 税務室 ☎892-0121
□

ご覧ください。

仕事

働きながら介護をするための制度があります

育児・介護休業法では、退職せずに仕事と介護を両
立できるよう、介護休業制度等のさまざまな制度
を定めています。

税

市・府民税第1期分の納期限は6/30(火)です。期限
までにお納めください。
問 税務室 ☎892-0121
□

また、令和3年1月1日からは、介護を行う労働者が

募集

介護休暇をより柔軟に取得することができるよ
う、時間単位で取得することができるようになり
ます。

詳細はホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
問 大阪労働局雇用環境・均等部指導課
□

☎06-6941-8940

市税の納期限

文化

文化財保存活用地域計画協議会の
市民委員を募集

市内文化財の保存活用を図るため新たに策定する
計画についての協議会の市民委員を募集します。
対象 次の要件を全て満たす人
①市内在住
②7/1(水)到達時に70歳以下
③交野市の他の附属機関等の委員を務めていない
④交野市の文化財・観光・まちづくりに興味がある
⑤平日に開催される協議会に出席できる
募集人数 2人 任期 2年
協議会 任期中に6回程度、各回2時間程度
報酬 協議会出席1回につき9,500円
申込 6/1(月)〜15(月)〈必着〉に履歴書と「私が考
える市内文化財の保存と活用に必要なこと」を
テーマにした小論文(書式自由。800字以内)を持
参・郵送で社会教育課文化財係
〒576-0052 私部2-29-1
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□
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募集
福祉

人権

全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進す

介護相談員を募集

介護施設等を訪問して利用者の思いを聞き、サー

ビス提供事業者や行政にその声を届ける介護相談
員を募集します。
対象

人権尊重のまちづくり審議会委員を募集

次の要件を全て満たす人

①市内在住

②介護に関心があり、現在介護保険サービスを提
供する業務に携わっていない

③担当するサービス事業所まで自力で訪問できる
(月2回程度、2人1組で訪問)

④8〜10月に開催予定の「介護相談員養成研修」

(約6日間・会場は大阪市内の予定)の全日程に参

るため、人権施策に関する重要事項を調査し審議
する審議会の委員を募集します。
対象

4/1現在で20〜70歳の市民

募集人数

若干名

審議会の回数
報酬

申込

任期

2年

年1〜2回程度

審議会出席1回につき9,500円

「人権施策の推進や市民
6/1(月)〜19(金)に、

の人権意識の高揚に対する思い」をテーマにし

た小論文(書式自由。800字以内)を人権と暮らし

の相談課まで持参(9:00〜17:00)

問 人権と暮らしの相談課
□

☎817-0997

加できる

募集人数
報酬

4人程度

申込

事業所訪問1回につき3,000円

6/1(月)〜19(金)に履歴書(顔写真付き)と応

募の動機(原稿用紙で400字程度)を持参・郵送で

高齢介護課

〒576-0034

天野が原町5-5-1

※書類と面接により選考。面接日は後日連絡。
問 高齢介護課 ☎893-6400
□

福祉

大阪府介護支援専門員実務研修受講試験

対象

医師、看護師、介護福祉士等の試験対象の国

家資格などに基づく業務・相談援助業務のうち、施

対象

税務職員採用案内
次のいずれかに該当する人

設等での相談援助業務に5年以上かつ900日以上

①高校または中等教育学校を卒業見込みまたは平

の場合は、資格登録日以降の実務経験で、5年以上

②人事院が①に掲げる人に準ずると認める人

試験日

申込

の実務経験を有する人(国家資格等に基づく業務

成29年4月1日以降に卒業した

かつ900日以上の実務経験)

試験の程度

受験料

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

10/11(日)10:00〜

1万3,800円

※別途コンビニ払込手数料132円が必要。
申込書の配布

市役所本館1階受付、ゆうゆうセン

ター、青年の家

申込

〈消印有効〉
に簡易書留で郵送
6/1(月)〜29(月)

問 大阪府地域福祉推進財団ケアマネ係
□

☎06-6763-8044

【広告】
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求人

高等学校卒業程度

6/22(月)〜7/1(水)に専用アドレス

※インターネット申込ができない場合は、国税局
にお問い合わせください。

第一次試験日

9/6(日)

※最終合格発表日は、11/17(火)。

問 大阪国税局人事二課試験係 ☎06-6941-5331
□

枚方税務署総務課 ☎844-9521

農業

求人

市民農園利用者募集

募集農園

所在地

森南農園 森南1-32

一般 条件付
区画数 区画数

国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)

受験資格等の詳細は、人事院ホームページ「国家公
務員試験採用情報NAVI」をご覧ください。
https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
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0

中井農園 星田北3-18東側

4

0

奥田農園 星田北2-73と80の間付近

1

0

札埜農園 藤が尾5-15

4

0

東 農 園 私市4-14付近

5

1

井上農園 私市1-4付近

11

0

向井農園 森南1-35南側

10

0

北田農園 私部南2-24·25

3

0

証明書 コンビニ交付サービスの一時停止

官田農園 私部南2-24·25

1

0

課税証明書の年度切り替え作業のため、次の期間

畠山農園 郡津5-96-7南側

小1中3

0

有家農園 倉治3-59

1

2

吉岡農園 寺1-16付近

3

0

契約期間 契約日〜翌年3月末
対象 市内在住者
費用 年8,000円(畠山農園のみ年4,000円または
7,000円)〈令和3年度に費用改定予定あり〉
※応募多数の場合は抽選します。その後の空き区
画は先着順で受け付けます。
※応募は1世帯1農園1区画です。
※「条件付」は、日照少・水はけ悪・異形等の立地的
条件がありますが、一般区画と同じ利用料金で
す。
※農園に駐車場はありません。
※水は各自ご用意ください(水路からの取水は禁
止)。
※果樹を育てるのは禁止です。
申込 往復はがきに、①住所②氏名③電話番号④
希望農園(一般・条件付〈畠山農園のみ小または
中〉)を1つだけ記入し、6/12(金)〈消印有効〉まで
に「農政課内 市民農園運営協議会」宛
〒576-8501 (住所記入不要)
問
□ 農政課 ☎892-0121

第1次試験日
試験地
申込

9/6(日)

大阪市ほか

6/22(月)〜7/1(水)にインターネット申込

問 人事院近畿事務局試験第二係
□

☎06-4796-2191

お知らせ

交付サービスを一時停止します。
期間

6/4(木)全日と6/5(金)9:00まで

問 税務室 ☎892-0121
□

くらし 今池整備工事が始まります
今池(幾野2丁目)の整備工事が始まります。工事期

間中は付近を工事車両等が多く通行しますので、
ご注意ください。

工事の詳細等はホームページをご覧ください。
問 特定事業推進室 ☎892-0121
□

【広告】
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お知らせ
祭り

人権

今年の七夕祭りは中止します

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、毎年開

催されていました次のお祭りは中止になりまし
た。みなさんのご理解をお願いします。
▷天の川七夕まつり

就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思想・
信条などについて質問することは、本人に責任の

ない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判
断することになり、就職差別につながるおそれが
あります。就職の機会均等を保障することの大切
さについてご理解をお願いします。

▷機物神社の七夕祭

就職差別110番

▷星田妙見宮の七夕祭

採用面接時等の差別について、相談、関係機関の紹

▷逢合橋七夕まつり

介等を行います。

問 地域振興課☎892-0121
□

電話番号
時間

環境

6月は「就職差別撤廃月間」です

交野市ごみ不法投棄監視ウイーク

06-6210-9518

月間中(閉庁日を除く)10:00〜18:00

問 府雇用推進室 ☎06-6210-9518
□

ごみ不法投棄対策を強化するため、5/30(ごみゼ

ロの日)〜6/5(環境の日)を「全国ごみ不法投棄監
視ウイーク」とし、全国一斉に監視活動や啓発等が
実施されます。

市でも同期間を「交野市ごみ不法投棄監視ウイー
ク」とし、
「 歴史ある美しい交野を残そう」を標語

に、啓発やパトロール、清掃活動等を行い、不法投
棄を発生させない環境づくりを進めます。

道路・公園・河川等で不法投棄を見かけたときは、
警察に連絡をお願いします。
問 環境総務課 ☎892-0121
□

農業

6月は「農地パトロール月間」です

農業委員会は、市内の全ての農地を対象にパト

ロールを実施します。このパトロールは、遊休農地

の実態把握や農地の違反転用発生防止のために行
います。

ご理解・ご協力をお願いします。
時期

6月中旬〜下旬

問 農業委員会事務局
□

☎892-0121

消費者相談

不法就労防止にご協力ください

6月は、政府主催の、
「外国人労働問題啓発月間」で
す。不法滞在者や就労資格のない外国人を雇用し
たりあっせんをすると、事業主が罰せられます。

事業主のみなさんは、外国人を雇用する際には、必

ず、在留カードなどの身分証明書で「在留資格」や

「在留期間」をよく確認し、外国人が不法就労にな
らないように注意してください。
問 交野警察署 ☎891-1234
□

個人年金の加入を勧められているのですが・・・

Ｑ

新社会人です。
「公的年金だけでは不十分。早いうちから自分でも準備しておいた方がよい。」と
個人年金保険加入を勧められています。契約までにチェックしておいた方がよいことはありま
すか？

A

個人年金保険のうち一定の条件を満たせば所得税控除の対象となります。まずはこの条件を満
たす保険かどうか、さらに長期間契約なので、保険料の支払いが厳しくなった場合にはどうな
るのか、保険会社が破綻した場合はどうなるのかについてもしっかり確認しておきましょう。

助言

自身で準備する個人年金には上記のような個人年金保険の他iDeco
（個人型確定拠出年金）
とい
う制度もあります。
双方に長所・短所があるのでこの機会に自分でも調べてみましょう。

イデコ

ゆうゆうセンター1F
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仕事

人権と暮らしの相談課

消費生活センター ☎891‑5003

健康

保健所だより

▷肝炎検査(無料、予約制)
日時 第2火曜日9:30〜10:30
▷HIV・梅毒即日検査(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9:30〜10:15
※新型コロナウイルス対策のため変更することが
あります。事前にお問い合わせください。
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時 第1・3月曜日9:30
▷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 6/2・16(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」☎862-217

健康

高齢者肺炎球菌予防接種

健康

日本脳炎予防接種

日本脳炎は蚊の媒介により感染します。これから
蚊が発生する時期となり、感染予防には予防接種
が有効です。予防接種は必要回数が終了している

かが重要です。不足分(合計4回)がないか、母子健
康手帳でご確認ください。

なお、平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満
の人に特例措置が設けられ、必要回数の接種を受
けることが出来ます。
接種時期

1期(3回)7歳6か月未満

2期(1回)9歳から13歳未満

※詳細は「わが家の健康管理」、ホームページ参照。
問 健康増進課 ☎893-6405
□

健康コラム

食育月間
食育基本法が制定された6月を「食育月間」
と国が定め、食育の推進をしています。

食育が重要とされる背景には、近年の食生
活による栄養の偏りや不規則な食事などが

令和2年4/2〜3年4/1に65・70・75・80・85・90・

原因の1つと考えられる生活習慣病の増加

送付しています。

ほかにも、若い世代の朝食欠食や孤食、高齢

等で、はがきを持っていなくても、医療機関で同意

な問題があります。

きます。

し、いきいきと暮らすために重要なことで

込の「わが家の健康管理」を参照ください。

この力を育むことが大切です。

95・100歳になる人を対象に、4月に案内はがきを

があります。

はがきの再交付はしていません。転入や未着・紛失

者の低栄養傾向など、食に関するさまざま

書に記入することで、予防接種を受けることがで

健康的な食生活は、心と身体の健康を維持

実施医療機関や接種期間等の詳細は、4月号広報折

す。
「食べる力」＝「生きる力」。生涯に渡って

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
遊戯室・お庭の開放
SPイベント
マタニティヨガ＆
ふれあいタイム
たまて箱
子育て講座

月〜金曜日9:30〜17:00
6/13（土）10:30〜11:30
6/17（水）
10:00〜マタニティヨガ
11:30〜ふれあいタイム

水曜日のみ1歳6か月まで。
「パパと遊ぼう」先着15組。
〈要申込〉6/1（月）〜
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〉6/1（月）〜

6/18（木）10:30〜11:00

大きなパラバルーンであそぼう
「イヤイヤ期の子育てを楽しむために」先着15人。託児12
人。
〈要申込〉6/1（月）〜

6/29（月）9:45〜11:15

わくわくランド

ほっこりおしゃべり広場 6/30（火）10:30〜11:00

ファミリー・サポート・センターを知ろう

こりす組

7/8（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

うさぎ組

7/7（火）10:00〜10:45

10か月〜1歳3か月

こあら組

7/10（金）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳11か月

らいおん組

7/2（木）10:00〜10:45

2歳〜

先着5組。
〈要申込〉6/22（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。プレママ＆パパもどうぞ。
祝日と第1児童センター休館日はお休み。

おしゃべり会

6/5（金）10:30〜

雨の日の過ごし方

つくって遊ぼ

6/11（木）10:30〜

水遊びグッズ（泡ぶくぶく）

アロマで虫よけスプ
レー

6/30（火）10:30〜

先着5人。
〈要申込〉6/17（水）10:00〜

●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
子育て講座
「親子ヨガ」

金曜日のみ1歳6か月まで。
月〜金曜日
9:00〜12:00、
13:00〜15:00 土日祝日・星田こども園休園日はお休み。
6/18（木）10:30〜11:30

親子きょうしつ
「足型 6/23（火）10:00〜11:00
アート製作を楽しもう」
6/8・22（月）9:30〜11:30
親子戸外遊び
6/1・29（月）15:00〜16:30

1歳未満。先着10組。きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉6/3（水）〜
1歳未満。先着10組。きょうだいの入室はできません。
〈要申込〉6/9（火）〜
雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。
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
お部屋の開放

水・金・土曜日
10:00〜16:00

出前講座

6/26（金）11:00〜

●認定こども園
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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。

「歯科衛生士さんに聞いてみよう」受付は10:00〜。

交野保育園 ☎891-6203

さくらんぼクラブ

6/8（月）13:00〜14:00

保育士による手遊びや読み聞かせ。

いきいき親子体操

6/16（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

6/3・17・24（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〉6/23（火）9:30〜11:00
〈室内〉6/18（木）9:30〜11:00
☎892-0206
くらやま認定こども園 〈園庭〉6/9（火）9:30〜11:00
〈室内〉6/12（金）9:30〜11:00
☎892-8433
開智幼稚園
☎892-3488
ほしだ幼稚園
☎891-3856
（駐車場有）

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

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。

〈園庭・室内〉
6/3・17（水）10:50〜11:40

2016年4/2〜2018年4/1生まれ。登録時に
1000円が必要です。

〈ぴよぴよ教室〉
6/3（水）10:15〜11:45

親 子 体 操・お 山 と 畑 を 大 冒 険 。2 0 1 8 年 4 / 2 〜
2019年4/1生まれ。先着20組。
〈要申込〉電話にて

〈園庭〉6/10（水）10:30〜11:45

直接お越しください。

〈遊ぼう会〉6/22（月）10:15〜11:45

親子体操・お山と畑を大冒険。2〜5歳対象。
先着20組。
〈要申込〉6/12（金）10:30〜

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00
〜 1 5 : 0 0 、毎 週 水 曜 日 1 3 : 0 0 〜
14:00

祝日は休みです。駐車場はありません。

●乳幼児の健診と相談

健康増進課 ☎893-6405 ゆうゆうセンター2階

4か月児健診
1歳6か月児健診

対象者には個別にご案内します。

持ち物:母子健康手帳

3歳6か月児健診

●教室・講座

健康増進課 ☎893-6405 ゆうゆうセンター

ぴよぴよ離乳食
講習会

4か月児健診が個別健診に変更のため、
同時開催の
「ぴよぴよ離乳食講習会」
は中止いたします。

ミルキィベビー
教室

7/1（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〉6/4（木）〜※年間通しての参加は1人1回です。

パパママ☆マタ
ニティー教室

①赤ちゃんを知ろう
7/1（水）9:20〜12:00
②妊娠中も健康に！
7/9（木）9:20〜12:00
③家族で赤ちゃんを迎えよう！
7/25（土）9:20〜12:00
2階 体験学習室

①赤ちゃん人形を使っての実習、産前･産後の体の変化、ケアに
ついて、赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、お口の健康教室、赤ちゃ
んとのふれあい
③パパも一緒に沐浴･妊婦体験（祖父母もご参加ください）
持ち物:母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級テキスト（ない人
は200円で販売）、②はみそ汁（100cc程度）
と新しい歯ブラシ代
100円 ①②は自由参加〈③は要申込〉6/4（木）から先着順
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

高すぎ？安すぎ！？
モノのねだん事典

おおさわゆうじ

大澤 裕司 ポプラ社
学研プラス
ちょきんばこのたびやすみ
むらかみ

村上 しいこ
ドーナツの歩道橋

一般書

児童書

なぜ僕らは働くのか

ひ ら の え り こ

平野 恵理子
三兄弟の僕らは

小路 幸也 PHP研究所
最高のハワイの過ごし方

かまたあゆみ

いざわけいいち

鎌田 歩 教育画劇
ドリトル先生アフリカへ行く

「おとうさん

天夢人

しょうじゆきや

ますいじゅんこ

おとうさん

ひぐちなおや

西岡 壱誠 文藝春秋
樋口 直哉 KADOKAWA
こんな、季節の味ばなし

升井 純子 ポプラ社
みつけた！こんちゅう

いっしょに読んで

最高のおにぎりの作り方

にしおかいっせい

PHP研究所

ヒュー・ロフティング

東大式スマホ勉強術

伊澤 慶一 ダイヤモンド・ビッグ社
季節を束ねるブーケとリース
ひらい

竹書房

平井 かずみ

主婦の友社

赤ちゃん の 絵本
さく：はた こうしろう

もういっかい

出版社：アリス館

あそぼう！」子どもはおとうさんと遊ぶのが大好きです。おはなのボタンをピッ

と押すと、体がグイーンと上がり、
「たかいたかい！」。もういっかい押すと、ふわふわのようふ
くのはやしに向かってひこうきでブーン。
「おとうさん

もういっかい！」。今度はロボットに

なって･･･。お父さんの楽しそうな表情と子どもの喜ぶ笑顔がとても印象的で、読み聞かせをす
るお父さんにおすすめの絵本です。同シリーズに「うみあそび」
「ゆうえんち」があります。
ここで紹介する本は、図書館（室）に新しく入った本の一部です。この他にも多数あります。読みたい本が見つからない
時は、係員にお尋ねください。予約・リクエストも受け付けています。
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

「チャプチェ」

COOK

材料（４人分）

・牛肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・砂糖（下味用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
・濃口醤油（下味用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ１
・春雨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48㌘
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・ニラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・豆板醤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
・濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ２
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
準

備

1. 牛肉に下味をつけておく。
2. 春雨を下茹でしておく。
3. たまねぎは薄切り、にんじんは千切り、にらは２cm幅に切る。

作り方
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❶
❷
❸
❹

フライパンに油をひき、牛肉を炒める。
たまねぎとにんじんを加え、炒める。
春雨を加えてほぐしながら炒め、調味料を入れて味付けする。
最後にニラを加えて軽く炒めたら、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
読んで

親の遺品整理で粗大ごみがたくさん出たんだ。引取業者に依頼しなきゃダメかなぁ。

あら、おじさん。月5点までなら無料で捨てれるものもたくさんあるわよ。

そんなに小分けしていたら半年以上かかってしまう。そこまで置いておけないよ。

置いておかなくていいんです！
臨時ごみを申し込んでください。
「臨時ごみ」
は、
大量の粗大ごみを自宅または指定場所まで職員が収集に伺う制度です。
下記の手数料がかかりますが、
希望日に大量のごみを捨てれますので、
いざというときに便利です。
ぜひ、
ご利用ください。
①
収集運搬
基本料金
1,200円

+

②
粗大ごみ
５点ごとに300円
５点以下でも300円

+

③
有料粗大ごみ(指定品目等)
1点につき
300円〜1,800円

=

合計手数料
①＋②＋③
（現金で職員に納付）

収集日 申込日の翌日以降の希望日
申込 環境事業所まで電話または窓口申込
▷1日の収集件数に上限があり、
予約状況により希望日に収集できない場合もあります。
▷収集日当日は、
立ち会いが必要です。
▷収集曜日は、
月・火・木曜日です。

ごみ収集日
地

区

幾野
青山、私部 ( 一部除く）、向井田
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
神宮寺、寺、寺南野、森、
森北、森南
私部南
天野が原町
私部西
私市、私市山手
星田北
梅が枝、松塚
藤が尾
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

ごみなし

粗大ごみ予約受付センター（ TEL 891ｰ5374

9:00〜17:00）

※間違い電話が多発しています。電話番号は正確にお願いします。

燃やすごみ

廃プラ
火

月・木
金

曜
日
缶・びん・
乾電池等
第 1・3 水
第 2・4 水
第 1・3 水
第 2・4 水
第 1・3 水

月
第 2・4 水

火・金

木

木

第 2・4 水

木

第 1・3 木

新聞・雑誌・
段ボール等

粗大ごみ・
有料粗大ごみ

第 1・3 金
第 2・4 金
第 1・3 金
第 1・3 火
第 2・4 火
第 2・4 火
第 1・3 木
第 2・4 木
第 1・3 木
第 2・4 木
第 1・3 月
第 2・4 月
第 2・4 木

第2水
第4水
第3水
第2水
第4水
第2水
第4水
第3水
第4水
第4水
第1水
第3水
第3水
第1水
第1水
第2水

※定時収集は行っていません。
ごみはきっちり分別し、
決められた日の
「午前8時45分まで」
に決められたところへ出してください。
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みなさんからハッシュタグ

＃タノシカタノシを付けて
投稿していただいた写真を紹介します!
r o ck yp a p a

#春

#カワセミ

ma ik o 4 0 0 m

#桜

#景色

#art

h i ro k o ̲ l ife̲ is ̲c om i ng ̲b a c k

#星田妙見宮
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#御朱印

sh u ph ot o18

#源氏の滝

#スマホ撮影

mae k aw orl d911

#桜源郷

#日本の風景

mi i c h an 1975

#たこ焼き

星ノ町
レジェンド
清水要樹は、明治42年（1909年）に三重県で
生まれ、昭和5年（1930年）から大阪美術学校で
やのきょうそん
校長の矢野橋村に南画を学ぶため、郡津に移り
住みました。
南画とは、
中国の唐の時代に始まっ
たとされる水墨画のことで、
師匠の矢野は、
現在
も続く日本南画院の設立や、要樹が通った大阪
美術学校を設立するほどの大人物です。
要樹はそこで頭角を現します。山水画が得意
で、墨の濃淡によって格調高い表現をする画風
に定評があり、昭和8年には日本最大の総合美
あさもや
ていてん
術展覧会である帝展に「朝靄」で入選しました。
その後も昭和24年に帝展から名を改めた日展
れいほうおおみね
に「霊峰大峰」で入選するなど活躍しました。
要樹は全国各地の山々を歩きながら写生を
重ねて絵の技法を追求し、また、師匠が設立し
た日本南画院の運営にも関わるなど精力的に
活動を続けました。平成4年（1992年）には日本
おおみねうんい
南画院第32回展に「大峯雲衣」で内閣総理大臣
賞を受賞。日本南画院副会長や現代南画協会副
理事といった要職を務めるなど、画家としても
業界人としても活躍しました。他にも関西水墨
画研究会を主宰し後進の育成に尽力したこと
や、南画の海外普及にも努めたことが評価さ
れ、勲四等瑞宝章、大阪府文化芸術賞、大阪市文
化功労章など数々の賞を受けています。
要樹は平成11年に90年の生涯を閉じるま
で、郡津に住んでいました。山水画を得意とす

0000000000000
「郡津の春」

郡津で暮らした南画の大家
しみずようき

清水要樹
1909年―1999年

る要樹にとって、自然豊かな交野は魅力的なと
ころだったのでしょう。要樹の作品には、交野
山や源氏の滝など、交野の自然を描いた作品も
多く残されています。
要樹の死後、作品や仕事道具の一部は市へ寄
贈され、
青年の家で定期的に公開されています。
興味がありましたら、交野ゆかりの南画の大家
の作品をご覧になってはいかがでしょうか。
[清水要樹氏作品一般公開]
日時 毎月第1水曜日と第3土曜日
10:00〜12:00、12:45〜16:00
場所 青年の家1階 展示室

0000000000000
「交野源氏瀧」

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□
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8月号の締め切りは6/30（火）

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、事前に各問い合わせ先へお問
い合わせください。

伏見の幕末史跡を巡る
参加自由。古文化同好会の歴史ウ
よしおかかずあき
オーク。案内は吉岡一秋氏。6/13
(土)9:00〜15:00。交野市駅。資料
代200円。弁当持参。

廃食油回収
使い終わった油、
期限切れの家庭用
油の回収。6/20(土)9:30〜10:30。
市内16か所。
無料。
よなが

問 代永 ☎892-8568
□

むらた

問 村田 ☎892-2326
□

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。

あおぞらかってに体重身長測定
ママが測定します。帰宅後電話育
児相談可。毎週火曜・天気の良い
日・予約制。桶谷式藤田母乳育児相
談室。おおよそ1歳まで対象。無料。

せつゆうかいこうなんぶんかい

攝友会交南分会同好会会員募集
俳句・和歌・詩吟等を謳歌しスロー
ライフ。
毎月第1・2・3火曜13:00〜
16:00。
青年の家。
入会1,000円。
月
1,000円。

獅子窟寺からくろんど池
近場いつものところ。ささゆり終
わってますね。6/27(土)9:00。河内
磐船駅。200円。

うらたに

問 浦谷 ☎090-7107-5308
□

つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。
6/18(木)10:00〜12:00。
いきいきランド交野。発達障がい
児等の家族対象。
100円。

なかむら

問 中村 ☎090-1716-6855
□

星田北開発に伴う発掘調査
参加自由。古文化同好会の勉強会。
あとかわけいたろう
講師は府教育委員会後川惠太郎
氏。6/27(土)10:00〜12:00。青年
の家学びの館。資料代200円。

なかの

問 中野 ☎891-9040
□

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。6/10(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。

むらた

問 村田 ☎892-2326
□

ありがとう笑いヨガ
笑いは祓い、笑いは愛、笑って免疫
力上げましょう。6/20(土)13:30〜
15:00。
ゆうゆうセンター。
500円。

いいもりやま

四條畷から飯盛山
へいや
大阪平野ながめ良し。小雨決行。
7/11(土)9:00。
河内磐船駅。
500円。

ふじたに

くもかわ

問 雲川 ☎891-0884
□

つるぞの

問 藤谷 ☎090-3038-5085
□

問 鶴園 ☎891-6002
□

令和元年度
体育協会スポーツ表彰・スポーツ功労者表彰
体育協会では、スポーツ競技で顕著な成績を収めた人にスポーツ表彰、スポーツ振興に貢献した人
にスポーツ功労者表彰の対象者を決定しました。(敬称略)
スポーツ功労者表彰

スポーツ表彰
たにおかひさよし

ありかわゆい

ふじもときんや

い と う す い

な

こやまはちぞう

い け だ ま の ん

う え が い と ゆ う き

はしもとあやの

くつかけこうた

たなかこうすけ

きたはらゆくお

に

ひ

ほ

やすおかじゅり

ま ぶ ち か い じ ろ う

とりいそうだい

たかはしゆうご

のがみつねゆき

いしにしけんじ

もりおかあおし

たかはしこうし

か わ ば た さ き

お く だ こ と は

ひ

きのしたしんいち

ちかだくにひこ

た い ら こ た ろ う

ひらのしょうご

かみかわはるき

まぶちきょうしろう

わ

よ

もりかわひでお

つ か も と し の

か み が ま め ぐ

かめもとそうた

か

ここのいたけお

かたやまとしあき

た に ゆ づ き

かけみずゆうま

た に ゆ う が

す み で ひ な た

みなみのあいり

あ

の

やまもとひなた

ひ ら の た く み

うらたかゆき

か わ ば た ま ゆ

おもだかななみ

は や か わ か な

やすおかけんじ

もりおか

まつおかこはね

の

ながたしょういちろう

ぬ ま た

ま す だ ひ ろ こ

やまもと

よねはらひろこ

こ

増田弘子 山本ミサ子
米原弘子 小山八三
し

き

く

こ

北原征雄 西紀久子
野上常行 石西賢次
木下信一 近田邦彦
だ

せ

つ

和田節代 森川英雄
九井丈夫 片山紀明
さとうじゅんじ

佐藤隼二

谷岡永惟
池田愛音
ら

の

か

平野華穂
森岡蒼志
塚本梓乃
谷柚嬉

南野愛琳
面髙七海
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松岡小羽

藤本欣也

上垣内優輝 橋本彩乃
安岡珠里
髙橋煌志

平良虎太郎 平野翔梧

山本陽大

問 社会教育課 ☎892-7721
□

有川結

上釜芽久
掛水佑真
づ

ち

な

ほ

安土奈歩
平野琢巳
早川香菜
じ

ま

な

み

野路愛実

沓掛航大

間渕快次郎 鳥居蒼大
川端咲希
上川遥希
亀本奏詩
谷勇駕
じ

み

さ

き

野路実咲
浦孝之

安岡謙次

奥田琴羽

間渕俠士郎
わ

い

ふ

し

き

み

わ

梨木美和

伊藤翠

き

川居楓希
角出雛向

と り い は る と

鳥居遼人
川端舞夕
森岡ひかり

長田将一郎 沼田みどり

田中宏祐
髙橋佑悟
さ

の

ゆ

ま

久野夢真

いずみ

れいか

泉 麗香

6/20(土)
10:00〜12:00

集合

9:45に市役所別館前

内容 お城のお話と笹飾りづ
くり、スイカを食べる
対象

小学生(保護者同伴)

定員

30人(先着順)

費用

1家族300円

問 私部城を活かし守る会事務
□
局 ☎090-9090-2335

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

日時

作

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

私部城
笹飾りづくり

みなさんからいただいた塗り絵おりひめちゃん
お家で楽しめる塗り絵。これからも、どんどんご応募ください。
※年齢はいずれも応募時のものです。
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交野市ホームページ
https://www.city.katano.osaka.jp/

交野空撮

かたのスイッチ
https://katanoswitch.jp/

鮎返しの滝

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/4eYUGQwEl8o

※人口集中地区外でドローン撮影を
しています。

発行 ： 2020年 6 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（4月末時点）： 世帯 ：33,004世帯
人口 ： 77,656 男 ： 37,483人 女 ： 40,173人

巨大な岩々や深い緑に囲まれた荘厳な雰囲気
の中、
激しく流れ落ちる鮎返しの滝。
名勝指定を
受けたこの場所は、
別世界のような景色が広がっ
ています。
滝の上空にいくつもの木々がおおいかぶさっ
ていたため、
全景の撮影は断念しましたが、
ド
ローンならではの視点として、
まるで川の水面に
立って滝を見ているかのような位置から撮影を
行いました。
右の写真は、
メインの滝の手前にある落差2㍍ほ
どの滝です。
こちらは力強く流れ落ちる姿を上空
の木々のすきまから見ることができました。

