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市独自の新型コロナウイルス感染症対策事業
ステイホーム七夕

市独自の

新型コロナウイルス感染症対策事業
新型コロナウイルス感染症により、外出自粛、
特定事業者に対する休業要請、
学校や幼稚園・こども園等
の臨時休業など、日常生活や経済活動に多大な影響が出ています。
市は、これらの影響を受けているみなさんや企業を支援するため、合計約2億8,000万円規模の独自支
援事業を行います。

市内全用途の水道料金・下水道使用料の
基本料金を2か月分免除
生活支援として、市内全用途の水道料金・下水道使用料金の基本料金全額を2か月分免除します。下記
減免期間分の請求から基本料金分を差し引きますので、
申込は不要です。
減免期間
▷奇数月検針地区：7月検針分
（5・6月使用分）
▷偶数月検針地区：8月検針分
（6・7月使用分）
減免額の例
▷メーター口径20mmの場合
（水道基本料金870円／月＋下水道使用料金基本料金840円／月）
×2か月＝3,420円（税抜）
▷メーター口径13mmの場合
（水道基本料金770円／月＋下水道使用料金基本料金840円／月）
×2か月＝3,220円（税抜）
水道局総務課お客様サービス係☎891-0016

対象児童1人1万円の
おりひめ子育て支援臨時特別給付金を給付
外出自粛や学校・幼稚園・こども園の臨時休業により、自宅にいることを余儀なくされた子育て世帯を
支援します。申込等は原則不要です。対象者には6月中旬に案内を郵送しています。
※公務員への案内送付は、後日になります。
支給対象 国制度による「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」を交野市から受給する人〈令和2年
4月分（3月分を含む）の児童手当（本則給付のみ、
特例給付を除く）を受給しており、
国制度の
給付金を受給拒否していない人〉
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）
給付額
対象児童1人につき1万円
給付時期 7月中旬までに児童手当受給口座へ振り込み予定。
子育て支援課☎893-6406
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新型コロナウイルス感染症に関する融資を受けた事業者に
10万円の中小企業者等事業継続支援金を支給
新型コロナウイルス感染症に関する大阪府制度融資等を活用し、
事業の継続に取り組む市内事業者に、
支援金を支給します。
支給額 1事業者あたり10万円（1回限り）
対象
次の要件①②を全て満たす事業者
要件① 新型コロナウイルス感染症に関して、次のいずれかの融資を受けていること
▷セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証に係る融資
▷新型コロナウイルス感染症特別貸付〈日本政策金融公庫または商工組合中央金庫〉
▷小規模事業者経営改善資金融資（通称：新型コロナウイルス対策マル経）
〈日本政策金融公庫〉
▷その他、新型コロナウイルス感染症に係る日本政策金融公庫または商工組合中央金庫の融資
要件② 市内に主たる事業所を有していること（法人は市内に本店を有していること）
必要書類 ①金融機関から対象融資を受けたことを証明する書類
②交野市内に事業所を有することを証明する書類
③支援金の振込先口座が確認できる書類
※具体的な必要書類の内容については、申請書またはホームページをご確認ください。
申込
12/28（月）
〈消印有効〉までに申請書
（ホームページからダウンロード）
と必要書類を郵送で
地域振興課事業継続支援金担当 〒576-8501（住所記入不要）
※申請書類は、簡易書留やレターパックなど、
市役所への到着が確認できる方法で郵送してくだ
さい。
ホームページ
地域振興課☎892-0121

感染防止策を講じて事業継続をしている介護保険・
障がい福祉サービス事業所に5万円の特別支援金を支給
高齢者や障がい者（児）の生活に必要なサービスを提供するため、
緊急事態宣言期間中も含め、
新型コロ
ナウイルス感染防止策を講じて事業継続をしている市内の介護保険・障がい福祉サービス事業に特別支
援金を支給します。
支給額 サービス種別ごと5万円
申込 8/31（月）
〈消印有効〉までに、申請書
（ホームページからダウンロード）
を郵送で各担当
（介護保険サービス事業所特別支援金）高齢介護課☎893-6400
（障がい福祉サービス事業所特別支援金）障がい福祉課☎893-6400

●その他、
実施済みの取り組み

▷市長等特別職の給料と、市議会議員の報酬を2か月間10%減額
（市長等特別職は、すでに減額していた5%を含む）
▷認定こども園等の保育料や放課後児童会の会費の日割り減免
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新型コロナウイルス感染症に関する個人向けの主な支援制度
制度の詳細については、ホームページで確認またはお問い合わせください。

【給付】 学生支援緊急給付金
世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、大学等での修学の継続が困難になってい
る学生等が修学をあきらめることがないように給付金を支給します。
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00686.html
【給付】 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業に伴い、小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事がで
きなくなっている子育て世代に支援金を支給します。
学校等休業助成金・支援金受付センター☎0120-60-3999（9:00 〜 21:00）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
【給付】 住居確保給付金
離職等により経済的に困窮している人を対象に、一定期間、家賃相当額を自治体から直接
家主の方へ支給する制度です。
社会福祉協議会☎895-1185（平日9:00 〜 17:30）
http://katano-shakyo.com/cgi/disp_con_01.cgi?ID=354&query=1
【給付】 後期高齢者医療傷病手当金
給与の支払いを受けている対象者が、労務に服することができず、給与を受け取ることが
できなくなった場合に支給します。
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課☎06-4790-2031（平日9:00 〜 17:30）
http://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/corona-syobyo-teate.html
【貸付】 離職者等退去者への府営住宅の提供
解雇などにより、住宅の退去を余儀なくされる人を対象に、当座の住居を確保できるよ
う、府営住宅を一時的に提供します。
大阪府住宅まちづくり部住宅経営室 経営管理課☎06-6210-9749
http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku_kikaku/kaiko_itijisiyou/index.html
【貸付】 大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
子育て支援課☎893-6406（平日9:00 〜 17:00）
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2013012800054/
【貸付】 緊急小口資金（コロナウイルス感染症特例）
収入が減少した人を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の
費用の貸付する制度です。
社会福祉協議会☎895-1185（平日9:00 〜 17:30）
http://katano-shakyo.com/cgi/disp_con_01.cgi?ID=350&query=1
【貸付】 総合支援資金（コロナウイルス感染症特例）
収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し
て、
生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。
社会福祉協議会☎895-1185（平日9:00 〜 17:30）
http://katano-shakyo.com/cgi/disp_con_01.cgi?ID=350&query=1
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新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの主な支援制度
制度の詳細については、ホームページで確認またはお問い合わせください。

【給付】 持続化給付金
営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続と再起の糧とす
るため、事業全般に広く使える給付金を国が給付します。
給付額 中小法人等は上限200万円、
個人事業者等は上限100万円
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
▷インターネット申込
▷申請サポート会場で申込（要予約） 申請書類等の詳細はホームページまたはお問い合わ
せください。 https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
予約電話番号 （オペレーター対応）0570-077-866（9:00 〜 18:00
（自動ガイダンス）0120-835-130（24時間対応）
会場 グリーンビレッジ交野2階
（星の里いわふね前）
会場コード 2727
持続化給付金コールセンター☎0120-115-570
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

土日祝も対応）

【貸付】 新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
新型コロナウイルス感染症対策資金（経営安定資金 危機関連）
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
一定の売上要件等に該当する中小企業者を対象に行う大阪府の融資制度です。
大阪府商工労働部中小企業支援室金融課☎06-6210-9508
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/korona/index.html

【給付】 小規模事業者持続化補助金
（コロナ特別対応型）
小規模事業者の持続的な経営に向けた取り組み等を支援する制度です。
日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局☎03-6447-5485
https://r1.jizokukahojokin.info/

【貸付】 新型コロナウイルス感染症特別貸付（国民生活事業）
および
（中小企業事業）
必要とする設備資金や長期運転資金の貸付を行う日本政策金融公庫の融資制度です。
（国民生活事業）日本政策金融公庫 守口支店☎06-6993-6121（平日9:00 〜 15:00）
（中小企業事業）日本政策金融公庫 大阪支店☎06-6314-7810（平日9:00 〜 15:00）
https://www.jfc.go.jp/n/ﬁnance/search/covid_19_m.html

【給付】 雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため
の休業手当等に要した費用を一部助成する国の制度です。
ハローワーク枚方☎841-3363、
またはコールセンター☎0120-60-3999
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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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。
申請期限は令和2年8/31㈪です。期限までに必ず申請してください。
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㈪
〈消印有効〉

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（すでに申請をした人は、オンライン申請をしないでください）
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。
申請に関する疑問点等はご相談ください
「申請書の書き方が分からない」
「基準日（令和2年4月27日）前後に転入・転出したため支給する市町村
が分からない」
「配偶者からの暴力を理由に避難していて住民票の異動ができない」
など、
申請に関する疑
問等がある場合はご相談ください。

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

株式会社たまゆら様より
マスク1万枚
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株式会社さくら様より
マスク2,000枚

パティスリーウグイスヤ様より
消毒液一斗缶2個

新型コロナウイルス感染症に関する情報
※この情報は6月16日現在の情報です。
全国的に感染者数は少なくなってきていますが、今後も感染拡大の可能性はあります。引き続きマス
クの着用や「3密」を避ける等、感染拡大を防ぐための行動をお願いします。
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がある場合
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。
☎06-7166-9911 ℻ 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。
（9:00 〜 18:00 土日祝も対応）

交野ロータリークラブ会長
森英介様よりマスク2万枚

株式会社佐々木商会様より
マスク3,000枚

西岡税理士事務所様より
マスク2,500枚

カトウ塗装工業株式会社様より
マスク5,000枚

交野市登録手話通訳の会様より
フェイスシールド24枚

久門紙器工業株式会社様より
マスク7,000枚
使い捨てガウン1,000枚
使い捨て帽子1,000枚
シューズカバー 2,000枚
フェイスシールド400個

柳田航輝様より
クリアファイルを利用した
透明マスク
（手話通訳者用）50枚

（一財）全日本ろうあ連盟様より
透明マスク4枚

株式会社モンベル様より
フェイスシールド300個

株式会社アカカベ様より
マスク（子ども用）5,000枚

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。
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曾 田 彩 乃 さんを
広報大使に

任命
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6月10日、市内在住の女優・モデル
曾田彩乃さんを、
広報大使に任命しました。
曾田さんは平成24年に第3期の
「織姫の
里かたの観光大使」
を務め、
観光大使の任
期満了後も
「星のまち観光協会」
の広報大
使として、
現在までおりひめちゃんや星の
あまんと一緒に市の魅力PRに活躍してく
れています。
また
「2013年度準ミス・イン
ターナショナル日本代表」
の輝かしい経歴
を持ち、
女優・モデルとして多数のテレビ・
CM・映画・舞台等に出演しています。
今後は「広報かたの」にも、広報紙の親
しみやすさや魅力アップのため、写真モ
デルとしてどんどん登場していただく予
定です。

この度広報大使の大任を拝しました
曾田彩乃と申します。
大好きな地元にご恩返しする思いで、
交野市のことを全国の皆様に
知っていただけるようにがんばります。
どうぞよろしく
お願い申し上げます。

平成24年の
観光大使就任時

曾田彩乃さん
ツイッター
@sodaayano

ゆるキャラ
イベントで
記念撮影

曾田彩乃さん

インスタグラム
@sodaayano
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レジ袋有料化 2020 年 7月1日 スタート

プラスチックは、非常に便利な素材で私たちの生活に貢献しています。一方、海洋プラスチックごみや
地球温暖化などの課題もあり、プラスチックの過剰使用を抑制し、
賢く利用していく必要があります。
市では、プラスチックごみ等のポイ捨て防止の啓発活動や、レジ袋・ペットボトルなどの使い捨てプラ
スチックの削減に向け、4R（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）の運動を推進するため、
昨
年の7月7日に「交野市プラスチックごみゼロ宣言」を行いました。
また、7月1日（水）からは、全国でレジ袋の有料化がスタートします。この機会に自分自身のライフスタ
イルを見つめ直し、買い物をする時は、マイバックを持参するなど、できることから取り組みましょう。

世界全体では毎年約800万㌧ものプラ
スチックごみが海洋へ流出していると推
計されています。
このままでは、2050年には海洋におけ
る魚の重量をプラスチックごみの重量が
上回ってしまうという予測まであります。
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後期高齢者医療制度のお知らせ
被保険者証が変わります
8月から、
「うすみどり色」に変わります。新しい被保険者証は7月上旬に発送。届いたときから利用で
きます。現在お持ちの被保険者証
（だいだい色）
は医療保険課までお返しください。
保険料の決定
7月中旬に、令和2年度保険料の「保険料額決定通知書」および「納入通知書」
（一体型通知書）を送りま
す。納付方法は、①「特別徴収（年金天引き）」と②「普通徴収（納付書または口座振替）」
（特別徴収にならな
い人対象）の2通りです。
保険料の軽減について（令和2年度）
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
（下表のとおり）
。
均等割の軽減割合

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、公的年金控除額は80万円として計算する）
［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

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×被保険者の数】
を超えないとき

2割

43,288円

※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。
また、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。
保険料の減免等について
災害や事業不振、新型コロナウイルス感染症等の理由により保険料の全部または一部を納付できない
と認められた場合は、納付できない金額を限度に減額または免除される場合があります。詳細はお問い
合わせください。
自己負担割合について
医療機関での自己負担割合は、毎年8月1日に当該年度（4〜7月は前年度）の住民税が課税される所得
額により判定を行います。
自己負担割合は、
一般は1割、
現役並み所得者は3割です。
ただし、現役並み所得者と判定された場合でも、要件に該当する方は1割負担に変更することができま
す。詳細は、被保険者証に同封の「後期高齢者医療制度のしおり」と、チラシ「後期高齢者医療基準収入額
適用申請について」
をご覧ください。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（減額証）、限度額適用認定証（限度証）について
減額証、限度証は、医療機関に入院・通院した際に窓口で提示すると、医療費等の負担が軽減されるも
ので、減額証は「住民税非課税世帯（低所得Ⅱ・Ⅰ）に属する被保険者」、限度証は「現役並み所得者のうち
課税所得が690万円未満
（現役並みⅡ・Ⅰ）
である被保険者」
が対象です。
8月1日（土）から有効となる証は、現在交付されていてかつ同区分の方のみ自動更新され7月下旬に郵
送されます。それ以外の方は申請が必要となります。

現役並み
所得者

所得区分
Ⅱ
Ⅰ

課税所得690万円以上
課税所得380万円以上
課税所得145万円以上
一
般
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

自己負担限度額とその判定基準
自己負担限度額（月額）
負担
割合
外来（個人単位）
外来＋入院（世帯単位）
3割

1割

252,600円＋(医療費−842,000円)×1％（多数回140,100円）
167,400円＋(医療費−558,000円)×1％（多数回93,000円）
80,100円＋(医療費−267,000円)×1％（多数回44,400円）
18,000円（年間14.4万円上限） 57,600円（多数回44,400円）
24,600円
8,000円
15,000円

▽▽

制度に関する問い合わせ 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、
被保険者証などに関すること＝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、
レセプト点検に関すること＝給付課☎06-4790-2031
保険料の納付、
その他各種届出に関する問い合わせ 医療保険課☎892-0121
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おおさか健活マイレージ「アスマイル」専用歩数計の購入費助成
問 健康増進課☎893-6405
□

府が実施する健康マイレージ事業「おおさか健活マイレージ（アスマイル）」にスマートフォンを持って

いない人が参加するために必要な専用歩数計購入費用（税・送料込み2,750円。着払いで配送）の一部助成
を実施します。

※助成は1人につき1回限りです。
対象

市内在住の18歳以上で
「アスマイル」
事業の参加者で、
令和元年10月1日以降に専用歩数計を新規購

入した人

※歩数計の申し込みからお手元に届くまで2〜4週間かかります。
助成金額

1,750円

申込に必要なもの
申込

申込期間

7/1（水）〜翌年3/31（水）

着払いで購入した際の領収証、振込先預金口座のわかるもの、印鑑

専用歩数計を購入後に、申請書兼口座振込依頼書を窓口・郵送で健康増進課
〒576-0034

天野が原町5-5-1

介護保険負担割合証を発送します
問 高齢介護課☎893-6400
□

介護サービス利用時は、
「介護保険被保険者証」と負担割合を記載した「介護保険負担割合証」の提示が
必要です。負担割合の区分は下表のとおりです。現在お持ちの「介護保険負担割合証」の有効期限は7月末
日です。
7/1（水）現在で、8/1（土）以降の事業対象者、要介護・要支援認定を受けている人には、7月下旬頃に、
「介護
保険負担割合証」を発送します。
その後に認定された人には、認定結果と一緒に発送します。
※税法上申告の必要がない人であっても、確定申告または市民税申告を毎年行ってください。
利用者負担割合

本人の合計所得金額が
220万円以上

下記以外の場合
単身は280万円以上
340万円未満
同一世帯の第1号被保険
2人以上は346万円以上
者（本人含む）の年金収
463万円未満
入＋その他の合計所得
単身は280万円未満
金額が
2人以上は346万円未満

要介護認定を
受けている
第1号被保険者

下記以外の場合
本人の合計所得金額が
160万円以上

同一世帯の第1号被保険
者（本人含む）の年金収
入＋その他の合計所得
金額が

本人の合計所得金額が160万円未満

単身は
280万円未満
2人以上は
346万円未満

3割
2割

1割
2割

1割

1割

※なお、要介護、要支援認定を受けており、次のいずれかに該当する人は、所得にかかわらず1割負担とな
ります。
①第2号被保険者（65歳未満） ②市民税非課税者（申告済に限る） ③生活保護受給者
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イベント情報
アウトドア
ぽ

健康

ぽ

星のまち歩く歩くDAY

相談
日時

行政書士による日曜無料相談会
7/19(日)13:00〜15:00

場所

ゆうゆうセンター3階

申込

直接会場

内容

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 ☎814-9920
□

健康づくりのため、ウオーキングを始めませんか。
日時

7/17(金)9:15〜11:30

集合

ゆうゆうセンター1階
健康増進センター

コース

持ち物

休日診療所側

自然と歴史の森・寺コース

健康手帳(ない人は当日お渡しします)、
飲

み物、
タオル、
帽子、
雨具等

申込

その他施設(市内)
なたね

企画展
「交野と菜種 −私部村庄屋
文書調査成果速報−」

文化

江戸時代の交野の菜種油について紹介します。
日時

場所
費用

当日集合場所

研修室

〈月・火曜日休館〉
7/1(水)〜10/4(日)

教育文化会館内
無料

歴史民俗資料展示室

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

問 健康増進課 ☎893-6405
□

ゆうゆうセンター
健康
日時

元気度知ろう会「脳力測定」
7/20・27(月)10:00〜11:00

場所

ゆうゆうセンター1階

対象

65歳以上の市民

内容

定員

審査会室

7/20：ファイブ・コグの測定

7/27：結果の返却、
脳力アップの取組紹介等

10人(先着)

費用

無料

問 7/1(水)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

福祉

献血にご協力ください

みなさんのご協力をお願いします。
日時

場所

7/29(水)10:00〜12:00、13:00〜16:30

ゆうゆうセンター

夏休み

▷第1回

ジュニア手話教室

聞こえない人の大切な言葉「手話」にチャレンジし
てみませんか。
日時

8/17(月)

▷高学年コース：15:00〜17:00
対象
定員

ゆうゆうセンター3階
市内在住の小学生
各15人(先着)

費用

団体共用ルーム1

無料

問 7/31(金)までに①氏名(ふりがな)②電話番
申込・□

号③学年を電話・FAXで障がい福祉課
☎893-6400

FAX 895-6065
□

7/13(月)19：00〜21：00

▷第2回

7/14(火)19：00〜21：00

▷第4回

7/15(水)14：00〜16：00

▷第3回
▷第5回

▷低学年コース：13:30〜14:30
場所

第一中学校区に整備する施設一体型小中一貫校の
基本方針・基本計画についての説明会です。

問 福祉総務課 ☎893-6400
□

福祉

第一中学校区魅力ある学校づくり事業
基本方針・基本計画説明会

教育

▷第6回
▷第7回
▷第8回
▷第9回

▷第10回

場所

7/15(水)10：00〜12：00
7/16(木)10：00〜12：00
7/17(金)14：00〜16：00
7/18(土)14：00〜16：00
7/18(土)19：00〜21：00
7/19(日)10：00〜12：00

7/19(日)19：00〜21：00

市役所別館3階

中会議室

※新型コロナウイルス感染症対策のため、各回定
員60人(先着)とします。

問 まなび舎整備課 ☎810-8010
□
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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。通

常よりも時間を短縮し、内容変更して実施します。
①7/1・15(水)

ゆうゆうセンター4階

▷1部：10:00〜10:45

多目的ホール

その他施設(市外)
仕事
日時

場所

講師
定員

創業プレセミナー 〜夢を実現！
未来を応援 ゼロから始める創業〜
7/12(日)13:00〜15:00

守口門真商工会館3階

特別会議室A

中小企業診断士・キャリアコンサルタント

き さ く ち さ こ

箕作千佐子さん
20人(先着)

問 守口門真商工会議所 ☎06-6909-3303
申込・□

▷2部：11:00〜11:45

②7/9(木)

青年の家武道施設

▷1部：13:00〜13:45
▷2部：14:00〜14:45

③7/10(金)

いきいきランド交野2階
▷1部：10:00〜10:45

サブアリーナ

▷2部：11:00〜11:45

対象

おおむね65歳以上の市民

費用

無料

定員
持ち物

各40人

申込

飲み物、②③は上履き

直接会場

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

仕事

ひとり親家庭の親等のための
就業支援講習会

①パソコン初級

ワードの基礎とエクセル3級(日商PCデータ活用)
10/11(日)〜12/6(日)10:00〜16:00(全8回)

場所

高槻市立総合市民交流センター

教材費等

7,000円

②介護福祉士

申込締切

9/11(金)

10/17(土)〜11/21(土)9:00〜16:30(全6回)

場所

府立母子・父子福祉センター

教材費等

5,000円

申込締切

9/17(木)

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

定員

各25人(抽選)

(ふりがな)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

問 同センター ☎06-6762-9498
□

【広告】
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お知らせ
制度・業務
申請

マイナンバーカード土・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
な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時

場所

7/4(土)・12(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

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、
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
□

子育て 児童扶養手当の定例払い
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歳になって最初の3月31日ま
で。一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護す

る母、監護し生計を同じくする父、父母以外の養育

者(児童と同居・監護・生計維持をする人)に支給さ

れます。婚姻等、受給資格がなくなった時は、すぐ
に届け出をしてください。

また、受給には公的年金給付との支給調整や本人

と扶養義務者(同居の親族)の所得制限、支給要件な
どの条件があります。

次回の定例払いは7/10(金)です。

問 子育て支援課
□

☎893-6406

防災

木造住宅耐震化補助制度

耐震診断補助制度
対象

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の

所有者等

補助額

1戸あたり上限4万5,000円

耐震に関する各種工事等の補助

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
①耐震改修工事補助制度

工事費用の80％(上限100万円)

②耐震シェルター設置補助制度

設置費用の70％(1戸あたり上限40万円または

所得により60万円)

③木造住宅除却(解体)補助制度
上限40万円

対象

次の要件全て満たす人

▷昭和56年5月以前に建築された木造住宅
▷耐震診断後の施工

▷所有者等の属する世帯の課税標準額が507万円
未満

※いずれも1,000円未満の端数は切り捨てます。
問 営繕課 ☎892-0121
□

防災

ブロック塀等撤去・改修補助制度

工事着手前に申請が必要です。また、対象とならな
い場合もありますので、事前にご相談ください。
対象

次に該当する塀の撤去・改修

▷国・府・市が管理する道路に面するコンクリート

ブロック塀・石垣・コンクリート塀・レンガ塀・土

塀であること

▷撤去する塀の高さが60㌢以上であること

▷一部撤去の場合は撤去後の塀の高さを全て60
㌢以下とすること

▷塀が道路に残ったり、水路等の公共施設に突出
しないこと

▷改修により新たにブロック塀等を設置する場合
は、その高さを全て60㌢以下とし、60㌢をこえ

る場合は軽量なフェンスとすること

▷改修により生垣を設置する場合は、1㍍あたり2
本以上連続して植えること

※高さはいずれも道路面からの高さです
補助額

①撤去：費用の80％(上限10万円)
②改修：費用の80％(上限20万円)

※②のみの補助を受けることはできません。いず
れも1,000円未満の端数は切り捨てます。
問 営繕課 ☎892-0121
□
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制度・業務
防災

耐震補助金・ブロック塀等補助金に
関する代理受領制度

4月から、
「耐震補助金(耐震診断・耐震改修・除却)」
と「ブロック塀等補助金(撤去・改修)」の受け取りに
代理受領制度が利用できるようになりました。

この制度は、上記補助金の受け取りを、申請者に代
わって工事等の実施業者が受け取る制度です。こ
れにより、申請者は補助金を差し引いた費用を用
意すればよくなり、立替費用の負担が軽減されま
す。

※代理受領は申請者と契約した業者に限ります。
問 営繕課
□

☎892-0121

福祉

老人医療(一部負担金相当額等一部助成)
医療証の更新

8/1(土)から、医療証が青色から黄色に変わります。

対象者には7月初旬に更新申請書を送りますので、
更新手続きをしてください。
※所得制限があります。

※すでに黄色の医療証を持っている人や、
「重度障

がい者医療証」(緑色)を持っている人は、申請不

要です。

※この制度は令和3年3/31(水)をもって終了しま
す。重度障がい者医療の要件に該当する人は、制

度終了までに重度障がい者医療の申請を行って

ください。

申請に必要なもの

個人番号(マイナンバー)が分

かるもの、健康保険証、印鑑、受給資格を証明す

意見
募集

パブリックコメントの実施

新庁舎建設基本計画(案)
新庁舎の整備について、基本理念や基本方針など、
これまでの取り組みを踏まえたうえで、設計・建設
へ繋げるための計画となるものです。この度、案を
公表し、みなさんからの意見を募集します。
募集期間 7/20(月)9:00〜8/21(金)17:00
案の閲覧場所 市ホームページ、市役所本館2階情
報公開コーナー・新庁舎整備室
意見を提出できる人 次のいずれかに該当する個
人・法人・団体
▷市内に在住・在勤・在学している
▷市内に事業所(事務所)がある
▷市税の納税義務がある
▷その他、案件に利害関係がある
意見の提出方法 意見書(様式自由)に住所・氏名
(団体名)を記入し、
募集期間内
〈消印有効〉
に持参・
郵送・FAX・Eメールで新庁舎整備室または意見
回収箱(青年の家、いきいきランド、ゆうゆうセ
ンター)に投書
FAX 891-5046
〒576-8501(住所記入不要) □
project@city.katano.osaka.jp
※意見の全部・一部を公表することがあります。ま
た、意見に対し個別回答はしません。
新庁舎建設基本計画(案)についての市民説明会
▷8/1(土)19:00〜20:30
いきいきランド交野 第1・2会議室
▷8/2(日)10:00〜11:30
市役所別館3階 中会議室
▷8/4(火)19:00〜20:30
星田会館3階 大ホール
※質疑応答を含め、90分程度を予定。
問 新庁舎整備室 ☎892-0121
□
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るもの(受給者証など)

問 障がい福祉課 ☎893-6400
□

福祉
対象

重度障がい者医療助成
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
②療育手帳A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・□

税・保険・年金
税

市税の納期限

固定資産税・都市計画税第2期分の納期限は7/31
(金)です。期限までにお納めください。

問 税務室 ☎892-0121
□

税

所得税及び復興特別所得税の予定納税
(第1期分)

前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告な
どに基づき、予定納税が必要な人には、6月中旬に
予定納税額の通知書を送付しています。

廃業、休業又は業況不振などの理由で、予定納税の

減額申請をする場合は、7/15(水)までに「予定納税

額の減額申請書」を提出してください。
納期限・振替日

7/31(金)

問 枚方税務署 ☎844-9521
□

年金

募集

国民年金保険料免除・納付猶予申請

経済的な理由等で保険料納付が困難な場合は、申
請により保険料の納付が免除されます。令和2年度
(2年7月〜3年6月)の免除申請は、7/1(水)から受付
を開始します。
※所得審査があります。審査対象は本人・配偶者・
世帯主です。また、2年1か月前の月分までさか
のぼって申請できます。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減
少した場合等は、臨時特例措置として令和2年2月
分以降の保険料を免除・納付猶予ができます。
①全額免除・納付猶予・一部免除
令和元年度(2年2月分〜6月分)
令和2年度(2年7月分以降)〈7/1(水)から受付〉
②学生納付特例
令和元年度(2年2月分〜3月分)
令和2年度(2年4月分以降)
申請に必要なもの
▷年金手帳と本人確認書類(運転免許証やマイナ
ンバーカードなど)
▷代理人の場合は、委任状、本人確認書類、被保険
者の年金手帳、印鑑
▷離職を理由とする場合は、所得審査対象者の内、
離職者の離職票
※臨時特例措置での免除申請には、減少前後の所
得金額を記入してください。
※感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活
用ください。
※申請用紙のダウンロード
https://www.nenkin.go.jp
問 医療保険課 ☎892-0121
□
ねんきん加入者ダイヤル ☎0570-003-004

消費者相談

求人

会計年度任用職員(調理補助)を募集

業務内容

学校給食調理業務、衛生管理、館内外の

勤務時間

月〜金曜日8:45〜16:00

清掃

勤務場所
賃金

おりひめ給食センター

時給994円

問 おりひめ給食センター ☎891-0098
□

作品
募集

俳句大会の参加者・投句募集

俳句大会
日時 10/9(金)13:30〜
場所 ゆうゆうセンター4階 多目的ホール
対象 市内在住の60歳以上
費用 無料
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、大
会を開催せず選句のみ実施となる可能性があり
ます。
投句募集
自作で未発表のものに限ります。二重投稿・類作の
ないようにしてください。
兼題 自由題2句
やまだたかし
選者 山田天さん
申込 はがきの裏面右側に2句(楷書で漢字には必
ずふりがなを記載)を、左側に①住所②氏名(ふり
がな)③年齢④電話番号⑤大会の参加・不参加
⑥市星連(老人クラブ)の会員か非会員かを記入
し、8/6(木)までに高齢介護課
〒576-0034 天野が原町5-5-1
問 高齢介護課 ☎893-6400
□

子どものオンラインゲーム利用で高額請求が来た

Ｑ

子どもが親のクレジットカードを勝手に使って、オンラインゲームの利用で20万円を超える請
求がきました。どうすればよいでしょうか。

A

未成年者が親の同意を得ないで行った契約は、原則として取り消しができます。しかしオンラ
インゲーム業者は契約時に画面上で年齢確認や親の同意を求めています。また、子どもが画面
でどう入力したのかなど確認が難しく、購入した価値は既にゲームで使っていて、簡単にな
かったことにはできません。

助言

子どもとルールを決めて、
ゲーム機器には使用制限を設定しましょう。
それでもトラブルが発生
した場合、
当センターのあっせんで解決するケースもあります。
ご相談ください。

ゆうゆうセンター1F

人権と暮らしの相談課

消費生活センター ☎891‑5003
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募集
求人
対象

消防

市職員(土木職)を募集
昭和60年4月2日以降に生まれ、次の①また

は②に該当する人(国籍・性別不問)

①学校教育法による大学・短大等・高校で、土木
に関する専門の課程を修了した人

②1・2級土木施工管理技士、技術士(建設または
上下水道部門)のいずれかの資格保持者

定員

2人程度

第1次試験

採用予定日

7/1(水)〜19(日)

令和2年10/1(木)

〈詳細は募集要項に記載〉

募集要項・申込書の配布
たは市ホームページ

市役所本館2階人事課ま

7/10(金)17:30〈必着〉までに申込書を郵送・

申込

Eメールで人事課

〒576-8501(住所記入不要)
jinjisaiyou@city.katano.osaka.jp
問 人事課 ☎892-0121
□

お知らせ
お知
らせ

市役所本館にフロアマネージャーを
配置しています

新庁舎の整備に向け、来庁者の利便性向上や待ち
時間短縮等、総合的な窓口サービスの向上を目指
し、フロアマネージャーを配置しています。

市役所本館に来庁の際、不明点等がありましたら
フロアマネージャーにお声がけください。
問 新庁舎整備室 ☎892-0121
□

花火による火災を防止しましょう

花火は正しく取り扱わないと火災や怪我などの事故
を起こすことがあります。
たかが花火と思いがちです

が花火をする前には必ず次のことに注意しましょう。
①花火を人や建物に向けない。

②周囲に燃えやすいもの(紙くず・枯れ草など)がな
い場所を選ぶ。

③風の強い日や、火災警報・乾燥注意報などが発令
しているときは、花火をしない。

④必ず水の入ったバケツを用意し、花火の残り火
を完全に消火する。

⑤衣類に火がつかないように注意する。

⑥花火をほぐしたり、数本をまとめて点火するな

ど、火薬が一度に燃えるような遊び方をしない。

⑦花火に書いている注意書きをよく読み、使用方
法を守る。

⑧大人が付き添い、花火の扱い方、火の後始末など
を指導する。

問 消防本部予防課 ☎892-0012
□

福祉

第70回社会を明るくする運動

7/1(水)は「更生保護の日」です。
「『ごめんなさい』言

える勇気と許せる心」
をテーマに、
7月を強調月間と

してポスター掲示などさまざまな取り組みを行い
ます。今年は、例年開催していたセレモニーや街頭
啓発物品配布は、
感染拡大防止のため中止します。
問 福祉総務課 ☎893-6400
□

傍聴
日時

場所
定員

北河内4市リサイクル施設組合議会
臨時会の傍聴
7/28(火)13:30受付、14:00〜

北河内4市リサイクルプラザ3階
5人(先着)

申込

直接会場

研修室

※感染拡大防止のため、なるべく傍聴の自粛をお
願いします。

※議会の都合により日程等が変更になる場合があ
ります。詳細はホームページをご覧ください。

問 同組合事務局
□

宝くじ サマージャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。当せん金は1等・前後賞
合わせて7億円です。
販売期間

7/14(火)〜8/14(金)

※サマージャンボミニも同時発売。インターネッ
ト(宝くじ公式サイト)からも購入できます。

問 (公財)大阪府市町村振興協会
□

☎06-6941-7441
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☎823-2038

くらし

暑さに負けないために3つの習慣を
お勧めします

昨年、府内では5,182人が熱中症で救急搬送され
ました。3つの習慣で暑さから身を守りましょう。

【備える】暑さにつよい「からだづくり」

暑さに負けない体にするため、体調を見ながらウ

オーキングなどの汗をかく運動を継続して行いま
しょう。汗をかいたときは水分・塩分の補給も忘れ
ずに。

※運動時は、新型コロナウイルス感染防止のため、
屋外であっても少人数で混雑時を避けましょう。

【気づく】暑さを知らせる「情報の活用」

「暑さ指数メール配信サービス」など、暑さの危険
を知らせてくれる無料サービスがあります。ぜひ
登録して、危険な暑さに備えましょう。

「大阪府暑さ対策情報ポータルサイト」
大阪府

暑さ対策

【涼む】暑さをしのぐ「クーラーの利用」

暑さに対して自分の感覚だけに頼らず、部屋の温

度や湿度を確認してクーラーの設定温度を調節し
ましょう。

問 府エネルギー政策課温暖化対策グループ
□

☎06-6210-9553

健康

健康

働く世代のための土曜センター健(検)診

平日の受診が難しい人はぜひご利用ください。
日時

9/26(土)

項目

特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、

場所

ゆうゆうセンター1階

休日診療所

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。

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。
申込

16〜64歳は7/1(水)から、申込が定員に満た

なければ65歳以上は8/3(月)から健康増進課(い
ずれも9:00から先着順。各項目定員になり次第

受付終了)

問 健康増進課
□

☎893-6405

健康コラム

「蚊が媒介する感染症に注意しましょう」
蚊媒介感染症には、ウイルスなどの病原体を

持っている蚊に刺されることで起こる感染

症で、デング熱・ジカウイルス感染症、日本脳
炎などがあり、主に熱帯・亜熱帯地域で流行

10月分センター健(検)診

しています。

日本脳炎以外の蚊媒介感染症は、海外での感

日時

10/1(木)・8(木)・13(火)・16(金)・22(木)・28(水)

染が多いですが、デング熱に関しては2014

場所

ゆうゆうセンター1階

対症療法が中心のため、活動時には肌の露出

※健(検)診日の指定はできません。

年に国内感染例が報告されました。治療には

項目

を避ける、虫よけ剤を使用するなどの蚊に刺

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

されないための対策が必要です。

炎ウイルス検診、結核検診

また、日本脳炎は不活化ワクチンによる予防

受診可能です。

種が済んでいない人は、予防接種を受けま

※胃がん検診受診者のみ、追加で胃リスク検診が

接種が有効です。定期接種ですので、まだ接

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。

しょう。

問 7/1(水)〜31(金)に健康増進課
申込・□

問 健康増進課 ☎893-6405
□

☎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

育児相談
たまて箱

7/9（木）9:30〜10:30

月〜金曜日9:30〜16:30

水曜日のみ1歳6か月まで。7/6・13（月）は午前中お休み。
「トイレトレーニング」。先着5組。
〈要申込〉7/1(水）〜

7/13（月）10:00〜10:30

「ベビーヨガ」。2〜6か月。先着10組。
〈要申込〉7/1(水）〜

開催日現在、妊娠20週以降で医師･助産師の許可を得た人、
7/15(水）
切迫早産の兆候がない人対象。定員5人。子どもの入室はで
10:00〜11:30マタニティヨガ
きません。
〈要申込〉7/1(水）〜

子育て講座

7/27（月）9:30〜10:30

わくわくランド

マタニティヨガ＆ふ
れあいタイム

「卒乳・断乳」。先着5組。
〈要申込〉7/1(水）〜

こりす組

8/5(水）9:30〜10:30

3か月〜9か月

うさぎ組

8/7（金）9:30〜10:15

10か月〜1歳3か月

こあら組

8/6（木）9:30〜10:15

1歳4か月〜1歳11か月

らいおん組

8/4（火）9:30〜10:15

2歳〜

先着5組。
〈要申込〉7/20（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。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。

つくって遊ぼ

7/3（金）10:30〜

七夕飾り

おしゃべり会

7/9（木）10:30〜

〇〇ちゃんのすごいところ

イベント

7/14（火）10:30〜

お楽しみ会

●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

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。

おしゃべり会

7/15(水）10:30〜11:30

親子教室「風鈴を作っ 7/21（火）10:00〜11:00
てみよう」

トイレトレーニング
2歳以上。先着7組。きょうだいの保育はありません。
〈要申込〉7/7（火）〜

子育て講座「親子で
一緒に骨盤ケア」

7/16（木）10:00〜11:00

開催日現在7か月〜1歳未満。先着7組。きょうだいの入室は
できません。
〈要申込〉7/1（水）〜

親子戸外遊び

7/6・27（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
お部屋の開放

祝日、
ゆうゆうセンター休館日はお休み。
水・金・土曜日10:00〜16:00 0歳〜おおむね3歳。

ペープサート「夏の
うた」&おもちゃ作り 7/3（金）11:00〜
おしゃべり会
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7/29(水）11:00〜

受付は10:00〜。
「幼稚園選びについて」
。
受付は10:00〜。

●認定こども園

交野保育園 ☎891-6203

さくらんぼクラブ

7/13（月）13:00〜14:00

保育士による手遊びや読み聞かせ。

園庭開放

7/8・15(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〉7/14（火）9:30〜11:00
〈室内〉7/2（木）9:30〜11:00
☎892-0206
くらやま認定こども園 〈園庭〉7/14（火）9:30〜11:00
〈室内〉7/10（金）9:30〜11:00
☎892-8433
開智幼稚園
☎892-3488

ほしだ幼稚園
☎891-3856

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭・室内〉7/8・22（水）
10:50〜11:40

2016年4/2〜2018年4/1生まれ。登録時に
1,000円が必要です。

〈ぴよぴよ教室〉
7/27（月）10:30〜11:45

夏あそび。2018年4/2〜2019年4/1生まれ。
先着15組。
〈要申込〉7/7（火）10:30から☎894-2697

〈遊ぼう会〉7/20（月）10:30〜11:45

夏あそび。2〜5歳対象。先着15組。
〈要申込〉7/9（木）10:30から☎894-2697

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00
〜15:00、
毎週水曜日13:00〜14:00

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
4か月児健診
1歳6か月児健診
2歳6か月児歯科健診
3歳6か月児健診

●教室・講座
ミルキィベビー
教室

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。

健康増進課 ☎893-6405 ゆうゆうセンター2階

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集団で実施している乳幼児健診を延期していま
す。再開になり次第、対象者には個別で案内します。
令和2年度の4か月児健診は医療機関での個別健診をご案内します。健診までに子どもの健
康や発達で相談がある場合は、健康増進課までご連絡ください。

健康増進課 ☎893-6405
8/5（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〉7/2（木）〜※年間通しての参加は1人1回です。

●令和2年度ぴよぴよ離乳食講習会を中止します
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止いたします。参加を予定していた皆様にはご迷惑をおかけしま
すが、ご理解ください。
なお、離乳食の進め方の目安やポイントは、市ホームページをご覧ください。また、離乳食に関する困りごとは、
気軽にご相談ください。
ホームページ https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019122600034/
離乳食の相談 月〜金曜日9:00〜17:00（祝日、年末年始除く）
健康増進課☎893-6405
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

まちがいなく名探偵
すぎやまあきら

ふくざわ ゆみこ 学研プラス 杉山 亮
空のあらゆる鳥を

偕成社

一般書

児童書

もりのかばんやさん

うめももさくら
いしだかおり

なりゆきを生きる
げんゆうそうきゅう

石田 香織 朝日新聞出版 玄侑 宗久 筑摩書房
女二人の手紙のやりとり 人生論 あなたは酢ダコが好きか嫌いか
さとうあいこ

こじまけいこ

チャーリー・ジェーン・アンダーズ 東京創元社
めくって学べるしごと図鑑

佐藤 愛子 小島慶子 小学館
石平の裏読み三国志

学研プラス
グレタ・トゥーンベリ

石 平 PHP研究所
鴻上尚史のもっとほがらか人生相談

ヴィヴィアナ・マッツァ
ぼくらしく、
おどる
おおまえこういち

大前 光市

いっしょに読んで

金の星社

学研プラス

赤ちゃん の 絵本

パンツのはきかた

せきへい

こうかみしょうじ

鴻上 尚史

たそがれざかななにんき

朝日新聞出版

黄昏坂七人斬り

かどたやすあき

門田 泰明
き し だ き ょ う こ

さく：岸田 今日子

徳間書店
さ の よ う こ

え：佐野 洋子

ぶたさんがトイレを終えて、ぎこちないはき方でパンツをはく絵が可愛らしく、大人は、ちゃんと
はけるのか見守るように読んでしまいます。無事にはけたと思ったら、どうなっているでしょう
か。
一つ一つの動作がていねいに描かれています。
おむつからパンツへの移行期に読んであげて子
どもが一緒にはけるようになるといいですね。
最後のページには楽譜がついています。
歌いながら
リズミカルに読んでみるのも楽しいかもしれません。
自我が芽生える時期におすすめの一冊です。

倉治図書館・青年の家図書室の祝日開館（室）
倉治図書館と青年の家図書室は、7/23・24の祝日を開館
（室）します。開館時間は午前10時〜午後5時です。
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

「大和煮」

COOK

材料（４人分）

・牛肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・糸こんにゃく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40㌘
・土しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.8㌘
・ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80㌘
・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
・濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
・水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3
準

備

1. 糸こんにゃくは、2cm幅に切る。
2. にんじんは千切り、土しょうがはみじん切り、ごぼうはささがきにする。

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。
ごぼうとにんじんを加えて、炒める。
糸こんにゃくを加えて、さらに炒める。
土しょうがと水、調味料を加え、味を調えたらできあがり。

ふくいんかんしょてん

福音館書店

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

見て見て！あそこに停まってるパッカー車、煙出てる！

ホントだ。消防車まで来て、火事みたいね。

こんなこともあるのね。ものすごく珍しいもの見たわ〜。

充電池が原因と思われる火事です。
残念ながら
「ものすごく珍しい」
ではないんです。
最近では5月4日と6日に、ごみ収集中に小型充電式電池
（リチウムイオン電池）が原因と思われる火事が発生しま
した。どちらも職員にけがはなく、パッカー車も炎上する
ような被害はありませんでしたが、
他市では同様のケース
による大きな火災事故も発生しています。
電化製品等を捨てるときは、
発火の原因になりますので必
ず電池やバッテリーを外してから出してください。
小型充電式電池がついている製品の例
携帯電話、
ノートパソコン、
モバイルバッテリー、
デジタルカメラ、
ハンディークリーナー、
電子タバコ、
電気シェーバー等
※小型充電式電池の回収については、
「交野市ごみ出しマニュアル」
の42ページをご覧ください。

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。

27

そうだ、
きさいち植物園に行こう！
Let's go Kisaichi botanical garden

7月

7月

8月

8月

温帯性スイレン

キョウチクトウ

●インド原産の常緑低木で、
観賞用として庭園や街路
樹に植えられる
●夏に枝の先に香りのある
美しい花が咲く

●1880〜1900年にフラン
スの園芸家マルリアクが多
数の交配種を作りだした
●花の色に白・桃・赤・黄はあ
るが、
紫と濃紅色がない
●画家モネの大作「睡蓮」は
非常に有名。
全ての品種が
昼咲きで、
夜咲きはない

7月

キョウチクトウ

●夾竹桃の語源は葉が狭い
笹の葉に、
花が桃の花にに
ているため

7月

8月

アメリカデイゴ

トケイソウ

●ブラジル原産の多年生つる植
物。長さ4m前後にも成長する
●夏に8cm前後の太陽に向
かって開く花。
かすかに香
りがある
●語源は3つに分裂したお
しべが時計の長針・短針・
秒針に見えることから

●熱帯アメリカ原産で、
日本
には明治時代に観賞用で
導入された
●長さおよそ5cmの真っ赤
な花。
がくも赤い
●アルゼンチン、
ウルグアイ
の国花

※気象状況により開花時期は前後します。現在の開花状況は植物園までお問い合わせください。

こぼれ話
今年は新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時
休園のため、園内が様変わりしています。
4 月は、入口の芝生広場をはじめ、桜山や東屋周辺
などタンポポの花の後イネ科の野草やシロツメク
サの花が一斉に咲いていました。
また、人が少ないせいか、イノシシと思われる動
物がハナハス（レンコン）をほぼ食い尽くし、クログ
ワイなどの水生植物まで被害に遭っています。

タンポポと
シロツメクサ

動物に荒らされた水生植物

本格的な夏になり水辺の植物が涼しそうに咲い
ています。この水生植物、ハスとスイレンの見分け
方をご存じでしょうか。
違いは、スイレンは葉が水面に浮いて花もほぼ水
面近くに咲く。ハスは葉が水面より立ち上がり花も
同じぐらい高く咲きます。ぜひ、実物でこの違いを
ご覧ください。

スイレン

大阪市立大学理学部付属植物園（愛称：きさいち植物園）

ハス

●☎ 891-2059 ●交野市私市 2000（私市駅徒歩 6 分） ● HP https://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/botan/
●開園時間 9:30 〜 16:30（入園は 16:00 まで） ●休園日 月曜日（祝休日の場合は開園）
●入園料 大人 350 円 / 中学生以下無料 ●駐車料 普通車 500 円 / マイクロ 1,000 円
※ 65 歳以上は「植物園メイト」に登録すると入園料が無料になります。
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星ノ町
レジェンド
向井正也は大正7年（1918年）、森に生まれま
かんざぶろう

した。父親の寛三郎は京都高等工芸学校（現在
の京都工芸繊維大学）の図案科教授で、ドイツ

で室内装飾や建築を学んだ経験を持ち、日本で
のデザイン研究を深めたことで知られている
人物です。

そんな父の影響もあってか、正也は京都帝国

大学（現在の京都大学）で建築を学び、太平洋戦
争終了後に京都市立美術学校（現在の京都市立
美術大学）で助教授を務め、その後神戸大学で

教授となりました。西洋建築史を専門とし、特

関西を代表する西洋建築史家
む か い ま さ や

向井正也
1918年―2014年

にモダニズム建築研究の第一人者として活躍

しました。また、建築界で権威ある賞の選考委

員を務めたり、トヨタのカーデザインを手がけ
たりするなどの活躍もしています。

正也の交野での業績のひとつが、昭和36年

（1961年）に建てられた第一中学校にあるモ
ニュメントです。この学校（建設時は交野町立

中学校）は交野町で初めての鉄筋コンクリート
やまのきよし

造の中学校となるため、当時の山野清町長の

「東洋一の学校を目指す」というコンセプトの
もとに建築されました。

正也は、その象徴となるモニュメントのデザ

インを手がけました。中央のハトと手のひらは

「平和と教育」、左のペンは「学芸」、右のダンベ

建設当時の第一中学校とモニュメント

ルは「スポーツ」を意味し、この学校で学ぶ生徒

たちの健やかな成長への願いが感じられます。
このデザインを造形したのが、京都市立美術
ふじもとよしみち

学校で正也と同僚であった藤本能道という人

物です。藤本は昭和61年（1986年）に「色絵磁
器」で人間国宝に認定されるほどの人物です。

後にそれぞれの道で大家となる2人の共同作

業により作られたモニュメントは、東洋一の学
校を目指して建築された中学校に華を添えま

した。現在も校舎西側の道路から、壁面を飾る

モニュメントを見ることができますので、近く
に立ち寄った際はぜひ眺めてみてください。

モニュメント
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□
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問 中野 ☎891-9040
□
おざわ

なかの

問 小澤 ☎090-7103-4793
□
問 交野市国際交流協会
□

☎894-1113

ありがとう笑いヨガ
笑う門には健康来たる。笑って健
康寿命延ばそう。7/19(日)10:00〜
11:30。ゆうゆうセンター。500
円。
無料体験ピラティス
ピラティスで体幹運動しません
か。7/7・14(火)13:00〜、7/10・17
(金)14:30〜。青年の家。無料。

問 藤谷 ☎090-3038-5085
□
ふじたに

問 古川 ☎080-3867-2445
□
ふるかわ

問 交野リラ・ジュニアの大中
□
おおなか

小学生バレーボール部員大募集
バレーで手に入れよう。喜び、勇
気、自信。火曜19:00〜21:00、土
曜9:00〜12:00、日曜13:00〜
17:00。岩船小学校ほか。小学生対
象。入会2,000円。月2,000円。

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。7/9(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。
童謡を歌ってリフレッシュ！
懐かしの歌を楽しく歌って元気
アップしましょう。毎月第4月曜
13:00〜14:30。いきいきランド
交野。月1,000円。
国際交流・外国語で自己実現
交野市の国際化を目指し、一緒に
活動しませんか。随時。交野会館。
入会1,000円。年2,000円。

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。7/8(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。
問 雲川 ☎891-0884
□

くもかわ

交野市剣道連盟会員募集
交野市剣道連盟ホームページもご
覧ください。旭小・郡津小・岩船小・
倉治小・妙見坂小・武道館。詳細は
事務局。
問 石倉 ☎892-0219
□
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岡田朱実

きょう

あお

うみ

はったともこ

八田朋子

うちだよしこ

内田好子

しまざわきはちろう

島澤喜八郎

投稿時はふりがなを必ずつけ︑楷書で
記載してください︒
なお︑投稿された俳
句などは必ず掲載されるものではあり
ません︒次回の掲載は 月号です︒

と

はてどちら取る海の青空の青

青くさい奴だと思われている

今日の空わたしの好きな青がある

わた

信号機青で渡れる自信あり
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ある

春愁や閉鎖となりし遊園地
えき
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ひと駅を歩く二人や春の宵

い

チョーク手に路地に遊ぶ子春の昼
こも

ぶかん

籠り居の日当る窓に蜂飛べり
はるうれ

ほそ

春憂ひ武漢の友の文を待つ
じんせい

けんか はち

人生は細く長くと雪柳
つま

しろ

なか

妻と喧嘩蜂の貌して威圧され
あおぞら

さくらふぶき
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固唾のむ桜吹雪のその中に
ひとびと

人々の祈り炎に大文字

■短歌■
一般
いたがらす

こばやし
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板硝子ジョンとポールの楽譜あり
心友の傑作大切にして

小林キミ子

10

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。

9月号の締め切りは7/31(金)

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。

☎080-6138-7891

ほんたつの

本竜野赤トンボの里
水分充分に暑さにまけずに。一般
向け10㌔。7/25(土)7:10。河内磐
船駅。2,600円。
つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

黒井城あと
かすがのつぼね出生地。一般向け
8㌔。8/8(土)7:10。河内磐船駅。
2,600円。

ひいてみよう おこと
〜文化庁事業・伝統文化親子教室〜
稽古

7/24(祝)・25(土)
8/1(土)・2(日)・6(木)・7(金)・8(土)・9(日)・12(水)・13(木)
発表会 8/15(土)
時間 いずれも10:00〜11:30 場所 青年の家
対象 小学生 費用 無料
申込 はがきに①住所②氏名(フリガナ)③年齢④学校名と学年
⑤電話番号を記入し、7/6(月)〈消印有効〉までに伝統文化親子教
室事務局〒576-0065 向井田3-332-1
問 同事務局 ☎893-3938
□

つるぞの

問 鶴園 ☎891-6002
□

2020年交野平和展
交野に残る戦争戦跡を写真で展示
します。8/21(金)・22(土)9:30〜
16:30。青年の家ロビー。無料。
ささき

問 佐々木 ☎892-0708
□

ネットで授業を行う通信制の
大学です。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・情報・自然科学な
ど、約300の幅広い授業科目が
あり、1科目から学ぶことがで
きます。
出願期間
▷第1回：8/31(月)まで
▷第2回：9/15(火)まで
資料請求(無料)・□
問

放送大学大阪学習センター
☎06-6773-6328
〒543-0054

大阪市天王

寺区南河堀町4-88

https://www.ouj.ac.jp

作

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

放送大学は、テレビ・インター

日時 7/18(土)10:00〜12:00
集合 9:45に市役所別館前
内容 お城のお話と紙ヒコーキ飛ばし、私部城の梅の実で作った
梅シロップを飲む
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 ☎090-9090-2335
□

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

放送大学
10月入学生募集

私部城紙ヒコーキ飛ばし
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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/

観音岩（交野山）

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで
https://youtu.be/Mi-kaDx4h_w

※人口集中地区外で管理者の許可を得て
撮影しています。

発行 ： 2020年 7 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（5月末時点）： 世帯 ：32,991世帯
人口 ： 77,615 男 ： 37,464人 女 ： 40,151人

交野山頂にそびえる観音岩。
普段はその大きな姿
を見上げたり、
岩の上から絶景を眺めたりするこ
とができる交野を代表する観光スポットのひと
つです。
その雄大な姿は、
上空から撮影しても全く損なわ
れることはなく、
観音岩の新たな魅力を発見し、
みなさんにお伝えできる写真になったと思いま
す。
右は観音岩を真上から見下ろした写真です。
普段
は山頂から私たちを見下ろしているこの岩をさ
らにその上から見る。
ドローン撮影ならではの一
枚です。

