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特集

「市長戦略 2019 − 2022」令和元年度の進捗状況
「市長戦略2019-2022｣は､市長の任期中における重点的・優先的な取組みを示したものです｡
ここでは､5つの柱からなる｢政策プラン｣について､令和元年度における主な取組みの状況をお知ら
せします｡今後もこれらの方針に基づき､取組みを進めていきます｡

１．子どもが元気に成長する環境づくり

子育てアプリ
おりひめすこやかナビ

▷子育て世帯の負担軽減のため、多子世帯の保育料を市が独自に負担すること
で、第3子以降は完全無償化、第2子については半額としました｡
▷待機児童解消のため､市立第1認定こども園の民営化に伴う｢移管法人による
新園舎建設｣に向けて取り組むとともに､｢私立幼稚園の認定こども園への移
行｣や｢民間保育施設の整備｣に対し支援を行いました｡令和3年4月には130
人以上の定員拡充を見込んでいます｡
▷妊娠期から子育て期にわたる身近な相談窓口として､｢子育て世代包括支援
センター｣を設置するとともに､子育てアプリ｢おりひめすこやかナビ｣によ
る情報発信を行いました｡また､産後間もない時期の母子をサポートするた
め、
「産後ケア事業｣を新設しました｡
▷豊かな人間性や変化に対応する力を育むため､交野市英語プ
レゼンテーション大会の開催や､英語指導助手(ALT)を効果
的に活用した授業実践など､外国語教育の充実を進めるとと
もに､学校図書館における蔵書充実と授業への活用を進めま
した｡また､各学園(中学校区)では､令和2年度からの小中一
貫教育本格実施を見据え､小･中学校教員の授業交流を進め
るとともに先進校の視察を行い､9年間を通じた指導計画を
策定しました｡
魅力ある学校づくり事業
中庭のイメージ

▷第一中学校区では､施設一体型小中一貫校の整備に向けて、
地域や教員など多様な関係者の意見を伺い､｢魅力ある学校
づくり事業 基本方針・基本計画｣をとりまとめました｡

2．支え合う健康・福祉のまちづくり
▷市民が楽しみながら自主的に健康づくりに取り組むきっ
かけとして､健康アプリ｢アスマイル｣の普及促進を行い
ました。
▷認知症の人や家族が安心して生活する環境を整えるた
め､｢認知症地域支援推進員」の配置や「認知症初期集中支
援チーム」の設置など、支援体制を強化しました。
▷障がい者の意思疎通を支援する取組みとして、
｢手話言語
条例」
を制定するとともに､手話通訳者等の派遣や職員へ
の手話研修などを行いました。
昨年12月にオープンした
▷より質の高い図書館サービスを提供するため､令和元年
星田会館図書室
12月に｢星田会館図書室｣をオープンしました｡滞在型の
図書室として､小さな子どもからご高齢の方まで､たくさんの方にご利用いただいています。
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3．みんなで安全・安心なまちづくり
▷防災マネジメントの拠点となる庁舎の整備に向けて、基本
的な考え方や方向性などの基本事項を｢庁舎整備基本構
想」として定めました。
▷地域防災力の強化を図るため、
「草川調整池」
の整備をはじ
めとする雨水の浸水対策を進めるとともに、計画的なイン
フラの修繕・長寿命化を行いました。
▷通学路の安全･安心を確保するため､登下校見守りサービ
ス「OTTADE!」
を導入し､地域で協力しながら児童を見守
る仕組みを構築しました。
▷平和の尊さを後世に伝えるため、
「戦争体験集のデータ化」
を進めました｡
▷誰もが自分らしく安心して暮らすことができるよう｢パー
トナーシップ宣誓制度｣を新設しました。

登下校見守りサービス
OTTADE!

4．地域の活力と雇用を生む基盤づくり

新たなまちづくりの
星田北エリア開発

▷新たなまちの原動力となる星田北エリアのまちづく
りへの支援を行うとともに､ 企業立地を促進し､ 雇用
創出を図るため、｢企業立地促進条例｣を制定しまし
た。
▷移住･定住の促進や空家発生の未然防止のため､｢中
古住宅流通促進･リフォーム等補助制度｣を新設し､
15件の活用がありました。
▷空家所有者の幅広い相談に対応するため､「NPO法人
空家･空地管理センター｣ 等と連携協定を結ぶなど､
相談体制の強化を図りました。
▷地域の魅力発信や交流人口増加のため、
｢かたのツー
リズム｣による体験型イベントを実施するとともに､
WebやSNSを使った情報発信を進めました。

5．未来へつなぐ環境づくり
▷気候変動や地球温暖化防止対策として､ 市民に環境負
荷低減に向けた行動を促すため､環境省が提唱する
「クールチョイス」による啓発を進めました。
▷桜回廊事業として天野川緑地などの枯れた桜を計画
的に補植するとともに、里山環境保全としてハイキン
グ道などの危険木の伐採を進めました。

クールチョイス啓発イベント
里山大好きウオークラリー
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例年開催している大きなイベントの開催状況について
問 各担当部署
□

例年10月〜11月は、文化祭やにぎわいフェスタ等、多くの市民が参加するイベントが開催されていま
すが、新型コロナウイルス感染拡大が収束しない中、来場者・関係者の安全を最優先に考え、次のとおり
変更・中止いたします。大きなイベントを楽しみにしていたみなさんには申し訳ありませんが、ご理解を
お願いします。
問 社会教育課☎892-7721
文化祭は形を変えて開催します □

毎年星の里いわふねと青年の家で開催しておりました文化祭の発表の部は中止いたします。
ただし、感染収束の兆しが見えない中で、新しい文化活動のスタイルを検討していく必要があること
から、青年の家で展示と各種発表団体の映像配信という形で開催します。
また、いきいきランド交野で小学校児童作品展を開催します。
【文化祭】日時 10/13（火）〜11/22（日） 場所 青年の家1階 ロビー
【小学校児童作品展】日時 10/27（火）〜11/22（日） 場所 いきいきランド交野1階 ロビー
※コロナ禍で、各種団体も活動が制限されており、内容についても変更になる可能性がありますので、
お問い合わせください。
問 社会教育課☎892-7721
市民スポーツデーは中止します □

広報9月号では、開催予定として掲載しましたが、不特定多数の参加者・観戦者が想定されるため、感染
拡大のリスクが高いと判断し、
中止いたします。
問 地域振興課☎892-0121
にぎわいフェスタは中止します □

主に屋外で行っているイベントではありますが、毎年延べ2万人以上が参加しており、
「密」を避けるこ
とが困難なため、感染拡大のリスクが高いと判断し、
中止いたします。
問 福祉総務課☎893-6400
健康福祉フェスティバルは中止します □

不特定多数の参加者が想定されることや、例年は高齢者も多く参加していることなどを踏まえ、感染
拡大と重症化のリスクが高いと判断し、
中止いたします。

休日急病診療所の診療体制が変わります
問 健康増進課☎893-6405
□

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のとおり診療体制を変更します。受診の際は必ず事前
に電話連絡の上、マスクを着用してお越しください。
なお、電話連絡の際は、
次のことをお聞きします。
▷受診希望診療科 ▷症状・いつからか ▷来所手段
（車種やナンバー）

内科・小児科
歯科

10:00〜11:30
（受付11:15まで）

解熱剤を服用せず体温37.5℃未満の人

12:00〜14:00
（受付13:45まで）

有熱者
（体温37.5℃以上、
解熱剤服用者）

10:00〜12:00
（受付11:45まで）

注意点
休日急病診療所は、
応急的な治療を行うところです。
そのため、
次の検査は実施していません。
▷新型コロナウイルス感染症の
（PCR）
検査 ▷血液検査 ▷レントゲン検査▷CT検査 等
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未来の教育ICT環境整備（NE×T）推進事業
問 まなび未来課☎810-8010
□

子どもたちの学習意欲や学力の向上、家庭学習の充実、ICTを活用してこれからの時代を生きる力を
育むことを目的に、今年度中に市立小・中学校の全ての児童・生徒にタブレット端末（iPad）を配布し、授
業支援ソフトを使った授業を進めます。
この端末の通信料は市が負担し、家庭の通信環境に関わらず使用できるほか、臨時休校になった場合
でもオンライン授業等にも対応できます。
9月には小学5・6年生と中学3年生に配布し、すでに授業で活用されています。今後は、12月に小学3・
4年生と中学1・2年生、
来年2月には小学1・2年生に配布予定です。

先生がテレビ画面に投影する端末の画面を見な
がら、みんなで一緒に操作

大文字と小文字に気をつけてタイピング

9/3（木）、星田小学校6年1組の外国語（英
語）授業では、授業支援ソフトを使って「夏
休みの思い出スライドをつくろう」の学習
が行われました。
初めてのスライドづくりに「Help me!」
と先生へ助けを呼ぶ児童に、隣の児童が教
える姿も見られました。授業が終わるころ
には、基本的な操作に慣れた様子で、文字
の色や大きさをアレンジしたり、絵を描い
たりして前向きに取り組んでいました。児
童たちは「It was fan!」
「 これからどんど
んできることが増えるのが楽しみ。」と話
していました。
担当した先生は「英語もそうですが、タ
ブレットでの学習に挑戦してみる気持ち
が大事だと思います。今後、録音や録画機
能を使って、英会話の練習にも活用したい
です。」と話していました。また、校長先生
も「時間や場所にとらわれず、さまざまな
コンテンツが授業で使え、新しい学びが展
開できると思います。」と期待を寄せてい
ました。

学習した単語を使って
「My Summer Vacation」
は
「It was exciting.」

議長・副議長・監査委員が決まりました
問 議会事務局☎892-0121
□

市議会は、令和2年第5回議会定例会で、議
みうら

みよこ

まつもと

長に三浦美代子議員（公明党）、副議長に松本
なおたか

直高議員（会派無所属）
を選出しました。

ともい けんじ

また、監査委員（議会選出）に、友井健二議
員（公明党）を選任同意しました。
三浦美代子議員

松本直高議員

友井健二議員
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アスマイル対象事業

meets ONLINE in HALLOWEEN
問 社会教育課☎892-7721
□

katanomarathon
インスタグラム

※別途ランネット申込手数料 220円

コ ー ス：安全に走行できる場所

フォトコンテスト

※保険加入なし

参 加 賞：完走証（郵送）/大会記念Tシャツ（郵送）
オリジナル完走ムービー（メール配信）

「マラソン」
「ハロウィン」
「 月」
「 星」
「笑
顔」の中から２つ以上の組み合わせで
写真を撮影し、
「＃交野オンラインマラ
ソン」
をつけて投稿してください。
投稿写真の中から特別賞を決定し、賞
品を郵送します。

詳細は

交野オンラインマラソンに参加しませんか？
｢マラソン｣皆さんはどのようなイメージを持ってい
ますか?｢しんどい､10km(ハーフ)も走れない､自分には
無理｣などのマイナスイメージを持つ方も多いのではな
いでしょうか?
｢交野オンラインマラソン｣は一味違います｡
マラソンの｢走る｣｢長い距離｣｢集まって｣｢時間制限｣
などの理念を取っ払って開催します｡スマートフォンの
GPSアプリを使用して､いつでも誰でもどこでも参加が
可能であり､開催期間中であれば｢歩いてもOK｣｢1日最
低1kmでOK｣なんです。
日課の散歩､最寄り駅までの通勤時間をマラソン大会
に･･･トレーニングの成果を発揮する場に･･･
一人ひとり目標や目的は違っていていいんです｡交野
マラソンは、皆さんの「チャレンジ」を応援します!
｢マラソン｣であるけれど｢マラソン｣でない｡そんな新
しい｢交野オンラインマラソン｣に参加してみませんか?
交野マラソン実行委員会

＃マラソン ＃星 ＃笑顔
＃交野オンラインマラソン

交野マラソンに参加して健康に
交野マラソンはアスマイル対象事
業です｡
マラソン参加のイベント登録(府民
対象500Pt)だけでなく､歩数ポイン
ト(1回/日 300Pt)も獲得できます｡
普段の自身の健康記録として血圧
や体重管理をしながらポイントを貯
めることが可能であり､抽選で電子
マネーやクーポンが当たるチャンス
もあります｡
健康増進課 ☎893-6405

※広報9月号21ページに誤りがありました。
誤「交野マラソン 0202 」 正「交野マラソン 2020 」です。お詫びし訂正いたします。
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!
念
記
9周年

交野いきいきマルシェ おりひめの駅

パンマルシェ
10/25（日）10:00〜15:00（荒天中止）

日時

いきいきランド交野

場所

今回は「パン☆マルシェ」。近隣市からも人気のパン屋さんが出店します。

・目移りする品揃え！フリーマーケット
・自慢の技を披露！ステージ
・新鮮！地場産野菜の販売
・行列必至!? おいしい食べ物の販売
・わいわい楽しい！子ども遊び
などなど・・・

ボール
pan deシャン枚方市）
（

バードベーカリー
（寝屋川市）

aLzo(交野市）

ひねもすぱん
（枚方市）

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
□

べいく堂（枚

方市）

同日開催の
「かたの里山フォトロゲ
大作戦」のスタート地点
にもなっています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため､寄付をいただきました｡
明治安田生命保険
相互会社様より､
新型コロナウイル
ス感染症拡大をふ
まえた社会貢献活
動の一環として､
416,800円

第一生命保険株式
会社大阪東支店交
野営業オフィス様
より､マスクケー
ス約6,000枚
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「天野川セイタカヨシ」で一緒に地域ブランドを育てませんか
問 枚方・交野天の川ツーリズム推進協議会事務局☎080-9176-9263
□

天野川に自生するセイタカヨシを特殊な製法でパウダー状に加工した「天野川セ
イタカヨシ」の提供を開始します。この食材を使って、地域の名産品となる商品を開
発する事業者を募集します。今までにどのような商品が誕生しているかは、市ホーム
ページをご覧ください。

｢天野川セイタカヨシ｣は､栄養満点！100%天然のパウダーです
「天野川セイタカヨシ」は、カフェインゼロで、鉄分・ビタミンC・葉酸を多く含んだ無香料・無着色のパ
ウダーです。混ぜる材料により、
全体が鮮やかな緑色になります。
新規参入者は無償、追加提供は1袋（200㌘入）2,000円で提供します
製造原価は1袋4,000円以上かかっていますが、
「天野川セイタカヨシ」を使った食品が地域の名産品
となり、交野・枚方市の知名度アップにつながることを目指して取り組んでいます。また、提供で得られ
た協力金は、全て天野川の清掃や緑化活動に使います。昨年度は、大阪府指定名勝磐船峡(鮎返しの滝)に
紅葉の木5本が植樹されました。
提供場所 交野市役所本館2階地域振興課、
枚方市役所別館3階観光交流課、
北大阪商工会議所本所(きら
ら事務所)・交野支所窓口
※認印を持参の上、
お越しください。
追加提供分は､北大阪商工会議所のみでの配布になります｡
※ロゴマークのシールとデータ、
ポスター等の販促物を提供します。

栄養成分表示100g当たり
熱量 267kcal
たんぱく質 19.8g
脂質 5.5g
糖質 6.2g
食物繊維 56.5g

消費者相談

Ｑ
A
助言

スマホ最新機種が100円で入手?!

スマホでゲームをしていたら「最新機種が100円に当選！」と表示された。応募した覚えはなかっ
たが、ちょうど機種変更しようと思っていたので住所・氏名・クレジットカード番号などを入力し
た。家族にも詐欺だと疑われた。どうしたらよいか？
当センターでこの当選サイトを調べると海外サイトで、毎月2,980円がクレジットカードより引
き落とされるサブスクリプション契約となっていました。3日以内なら取り消しできるとの記載
もあったので、相談者に取消メールの送信と、クレジットカード会社にもカード番号変更の連絡
をすることを助言しました。
ネットの世界ではあなたのクレジットカード情報を狙う手口が横行しています。カード情報の入
力は、必ず相手事業者やサービス内容、利用規約を十分調べてからにしましょう。
ゆうゆうセンター1F
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食塩相当量 0.015g
鉄 11.2mg
ビタミンC 129mg
葉酸 550μg
カフェイン 検出せず

人権と暮らしの相談課

消費生活センター ☎891‑5003
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新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。また、催し等に参加する場
合は、検温等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

いきいきランド交野
スポーツ

フィットネス会員
入会金無料キャンペーン

10・11月入会者の入会金2,000円を無料にする

キャンペーンです。会員になると時間に限りなく
トレーニングやプールを利用できるほか、スタジ
オプログラムへの無料参加等、多数の特典があり

子育て ファミサポ提供・両方会員講習会
ファミリー・サポート・センターは、子育ての手伝
いをしたい人(提供会員)、してほしい人(依頼会

員)、両方をする人(両方会員)をつなぐ会員組織で
す。

日時(予約制)

ます。

④11/19(木)9:15〜13:00

☎894-1187

⑤11/26(木)9:30〜12:00

ゆうゆうセンター
日時

場所
内容

元気度知ろう会「脳力測定」
10/19・26(月)10:00〜11:00

ゆうゆうセンター1階

審査会室

10/19：ファイブ・コグの測定

10/26：結果の返却、脳力アップの取組紹介
等

対象

65歳以上の市民

費用

無料

定員

②11/16(月)9:30〜12:30
③11/17(火)9:15〜13:00

問 いきいきランド交野プールフロント
□

健康

①11/11(水)9:15〜13:00

⑥11/27(金)9:15〜13:00

場所

ゆうゆうセンター(②は消防署)

内容

食事や遊びについての講義、保育実習、救命

対象

講習後、提供・両方会員として活動できる人

救急講習等

※詳細はホームページをご覧ください。
http://kids.katanofamisapo.com
問 11/6(金)までにファミリー・サポート・セ
申込・□

ンター ☎893-0757

※依頼会員は随時受付中。家族写真と印鑑を持参
し、お越しください。

10人(先着)

問 10/1(木)から高齢介護課 ☎893-6400
申込・□

健康

介護予防・健康づくり講演会

自粛生活が長引き、筋力・体力・認知機能の低下が
心配される中、どのような生活を送ることが良い
かを、実技を交えてお話します。
日時

10/30(金)14:00〜15:30

多目的ホール

仕事

就職面接会in交野

交野市内の事業所等による就職面接会です。8事業

場所

ゆうゆうセンター4階

講師

きただ整形外科リウマチクリニック

日参加も可能です。

対象

市民

場所

テーマ 「今こそ！フレイル予防でいきいき元気！」

費用
申込

院長
無料

き た だ ひ と し

北田一史さん
定員

直接会場

100人

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

所参加予定。事前予約制。面接枠に空きがあれば当
日時

10/26(月)13:00〜16:00(15:00受付終了)

ゆうゆうセンター2階

問 ハローワーク枚方職業相談部門
申込・□

☎841-3363(内線41#)

枚方雇用開発協会 ☎861-5031

【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

相談
日時

場所
内容
申込

その他施設(市外)

行政書士による日曜無料相談会
10/18(日)13:00〜15:00

ゆうゆうセンター2階

集団指導室

遺言、相続、成年後見、内容証明の作成等
直接会場

問 行政書士会枚方支部 ☎814-9920
□

くらし けいはんなR&Dフェア2020
最先端技術の研究成果を紹介するオンラインイベ
ントです。詳細は、ホームページをご覧ください。
https://khn-fair.nict.go.jp/
▷11/5(木)13:00〜17:00

その他施設(市内)
文化

特別展
「遺跡からみる交野とその周辺の戦国時代」

戦国時代の交野郡(交野・枚方)の遺跡について紹介

します。また、私部城跡の発掘調査速報展も同時開
催します。
日時

場所
費用

〈月・火曜日休館〉
10/7(水)〜12/27(日)

教育文化会館内

歴史民俗資料展示室

無料

問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□

オープニングセレモニー・基調講演・研究発表

▷11/6(金)・7(土)10:00〜17:00
研究成果等の講演・研究発表

※ATRのオープンハウスは5・6日のみ。

問 けいはんなR&D2020フェア実行委員会
□

☎0774-98-6900

消防

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
ず受講してください。
日時
場所
対象

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。
①10/7・21(水) 定員

各部40人

1部：10:00〜10:45

ゆうゆうセンター4階

②10/15・29(木) 定員

50人

1部のみ：13:30〜14:15
青年の家武道施設

③10/9・23(金) 定員

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

無料

持ち物

持ち物

飲み物、②③は上履き

問 高齢介護課 ☎893-6400
□

11/12(木)・13(金)

枚方寝屋川消防組合消防本部5階
多目的ホール

市内在住・在勤の防火管理資格取得希望者
3人(先着)

費用

4,000円

甲種防火管理新規講習受講申込書兼受講票

問 10/12(月)〜16(金)に消防本部予防課
申込・□

☎892-0012

福祉
1回目

2回目

60人

1部のみ：10:30〜11:15

費用

定員

2部：11:00〜11:45
多目的ホール

甲種防火管理新規講習会

要約筆記体験講座
11/16(月)10:30〜14:30(昼休憩有)

11/30(月)

Ⓐ10:30〜12:30またはⒷ13:30〜15:30

場所

メセナひらかた6階

定員

20人

対象
申込

大会議室

市内在住・在勤・在学者
費用

100円

10/30(金)までに①氏名(ふりがな)②電話番

号③住所を電話またはFAXで障がい福祉課
☎893-6400

FAX 895-6065
□

【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
子育て ひとり親家庭の医療費助成制度
母子・父子家庭、養育者(児童と同居し、監護し、生
計を維持している人)に医療費の一部を助成して
います。公的年金受給者のひとり親家庭も対象で
す。ただし、要件と所得制限があります。
以前に所得制限により助成を受けられなかった人
も、前年中の所得等で見直しを行いますので新た
に申請してください。
申請に必要なもの
事前相談の上、個別に必要な書類をお伝えします。
①健康保険証(対象者全員分)
②請求者と対象児童の記載された戸籍謄本
(事由の確認できるもの)
③請求者、対象児童、18歳以上の同居の親族のマ
イナンバー
④請求者の写真付の身分証明書等
※その他状況や必要に応じて書類等提出が必要な
場合があります。
ひとり親家庭医療証の更新
11/1(日)から、医療証が更新されます。更新手続が
済んでいない人は、必ず手続きをしてください。ま
た、受給者の健康保険証や住所氏名等に変更が
あった場合は別途届け出が必要です。
①市国民健康保険以外(社会保険など)の加入者
更新申請書を送付していますので、添付書類等
を添えて届け出をしてください。
②市国民健康保険の加入者
更新申請書と新医療証を送付していますので、
添付書類等を添えて届け出をしてください。
※要件・所得制限があります。
※所得超過による停止者も届け出をしてください。
※児童扶養手当現況届時に更新申請書を提出して
いる場合は届け出の必要はありません。
問 子育て支援課 ☎893-6406
申込・□

申請

パスポートの申請

市役所で申請・受け取りができます。
取扱内容
対象

新規申請、切替、記載事項変更、
増補(ページ数追加)、交付

日本国籍で市内に住民票がある人、または

市内に居住(居所申請)している人

※居所申請については、住民登録している市町村
の住民票が必要です。

日時

月〜金曜日(祝・休日、年末年始除く)

場所

市役所本館1階

申請

9:00〜16:30

交付までの日数

交付

9:00〜17:30

パスポートコーナー

約2週間

※受け取りは、申請した場所のみで、本人以外の受
け取りはできません。

※府パスポートセンターでも手続きはできます。

※ダウンロード申請書も受付しています。詳細は
外務省ホームページをご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/
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

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

10/10(土)・25(日)9:00〜12:00

市役所本館1階

市民課

※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

仕事

中小企業退職金共済制度

この制度は、中小企業のための国の退職金共済制

度です。掛金助成や税法上の優遇が受けられ、社外
積立のため、管理も簡単です。
ぜひご活用ください。

問 (独)勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済
□

事業本部 ☎03-6907-1234
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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。

※大変混み合う状況が続いています。時間に余裕
を持ってお越しください。

※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
□

税・保険・年金

子育て 児童手当の定例払い
次回の定例払いは10/15(木)で、令和2年6〜9月分
を支給します。

税

市税の納期限

定例払いは、すでに申請(現況届を含む)を済ませ、

市・府民税第3期分の納期限は11/2(月)です。期限

などの人には支払いができませんので、心当たり

問 税務室 ☎892-0121
□

支給認定された人に支払います。未申請・書類不備

までにお納めください。

がある場合はお問い合わせください。
児童手当に関するお願い

次に該当する場合は、必ず届け出をしてください。

年金

令和2年度年金生活者支援給付金

▷出生等で子どもが増えたとき

この給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定

▷転入したとき(転入日の翌日から15日以内)

に、年金に上乗せして支給されるものです。受け取

▷公務員になったとき、公務員でなくなったとき

対象

(出生日の翌日から15日以内)

基準額以下の年金受給者の生活を支援するため

▷転出したとき

りには請求書の提出が必要です。

▷子どもの監護・生計関係がなくなったとき

①次の要件全てを満たしている人

①または②に該当する人

▷生計中心者が変更になったとき

(A)老齢基礎年金を受給

問 子育て支援課 ☎893-6406
□

(D)年金収入額とその他所得額の合計が

▷その他、支給要件に該当しなくなったとき

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を持っており、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。

(B)65歳以上

(C)世帯員全員が市町村民税が非課税
879,900円以下

②障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所

得額が462万1,000円＋扶養親族の数×38万円

以下の人

手続き

①令和2年4/1時点の受給者で、令和2年度の所得
等の判定後、引き続き支給要件に該当する人は

手続き不要です。

②受給候補者には、10月中旬に簡易な請求書また

は請求書と所得と所得状況届を送ります。令和3
年2/1までに手続きを完了すると、令和2年8月

分から支給となります。

医療証の更新

③年金の受給開始が令和2年4/2以降の人は、年金

に変わります。

※所得等の判定後、不該当者・全額改定者には各通

11/1(日)から、医療証がうぐいす色からオレンジ色

対象者には10月中に申請書を送りますので、更新
手続きをお願いします。

※すでにオレンジ色の医療証を持っている人は申
請不要です。

問 障がい福祉課 ☎893-6400
申込・□

の請求手続きと合わせて請求してください。
知書が送付されます。

※日本年金機構や、厚生労働省を装った不審な電
話や案内にご注意ください。
問 医療保険課 ☎892-0121
□

枚方年金事務所 ☎846-5011

【広告】
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お知らせ
消防

秋の山火事予防運動

10/4(日)〜11/8(日)、日曜日・祝日を重点に、
「守り
たい

森と未来を

炎から」をスローガンに消防

本部・消防署・消防団合同で山林パトロールや駅前
広報を実施、ハイカーにたばこの投げ捨て禁止な
どを呼びかけます。

山火事の原因は、人のうっかりしたミスによるも

のが大半です。また、この時期は空気が乾燥し、強
風が吹く日が多いことから、一度発生すると大火

くらし 行政相談週間
10/19(月)〜25(日)は行政相談週間です。総務大臣

の委嘱を受けた行政相談委員が相談所を開設しま
す。国や役所の仕事について、
「 困った」
「 納得でき

ない」
「 もっと詳しく知りたい」などの相談事があ
りましたら、気軽にご利用ください。
日時

場所

10/23(金)13:30〜16:00

ゆうゆうセンター2階

行政相談委員

個別相談室

ひらいまさたけ

ねぎさとる

祢冝悟さん・平井正丈さん

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□

になりかねません。

山火事予防にご協力をお願いします。
問 消防本部予防課 ☎892-0012
□

交通
安全

安全運転講習会の中止に伴う代替措置

毎年、秋の交通安全運動期間に開催していました
講習会は感染予防のため中止になりました。講習

会の代替措置として、交野警察署交通課窓口で資
料を配布します。

詳細はお問い合わせください。

問 交野警察署交通課交通総務係 ☎891-1234
□

くらし 受けていますか？浄化槽の定期検査
浄化槽はトイレ・台所・風呂等からの排水を処理

し、河川等に放流するための設備で、下水処理場と
同等の処理性能があります。浄化槽の機能を適正

に保ち、その放流水が適正な水質まで浄化される

人権

なくそう部落差別調査！
10月は啓発推進月間です

「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関

する条例」は、部落差別を引き起こすおそれのある
個人や土地に関する事項の調査、報告等の行為を
規制しています。部落差別につながるおそれのあ
る調査の依頼はやめましょう。

みなさんのご理解・ご協力をお願いします。
問 府人権擁護課 ☎06-6210-9282
□

おわび おわびと訂正

ためには、日ごろの保守点検、定期的な清掃と検査

広報9月号22㌻「人権擁護委員のみなさん」に誤り

浄化槽の管理者には、この保守点検や清掃の実施、

誤りは委員の住所地「大田律子（星田山手）と北原

ていますので、必ず実施してください。

玲子（星田山手）」です。

が必要です。

がありました。

毎年1回の定期検査の受検が法律で義務付けられ

玲子（私市）」で、正しくは「大田律子（私市）と北原

問 定期検査について：(一社)大阪府環境水質指導
□

お詫びし訂正いたします。

協会 ☎072-257-3531

お お た り つ こ

れいこ

お お た り つ こ

きたはら
きたはら

れいこ

問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997
□

浄化槽について：環境衛生課 ☎892-0121
【広告】

人権

アイヌの方々のための電話相談窓口

日常生活での困りごと、嫌がらせ、差別、プライバ
シー侵害などの相談をお受けします。相談無料。匿
名可。秘密は厳守されます。
日時

月〜金曜日9:00〜17:00

(祝日、12/29〜1/3を除く)

電話番号

0120-771-208

問 (公財)人権教育啓発推進センター
□

☎03-5777-1802
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くらし ハロウィンジャンボ宝くじ

健康

ジェネリック医薬品を
利用してみませんか

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(これまで使

合わせて5億円です。インターネットからも購入で

医薬品で、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、

まちづくりに使われます。当せん金は1等・前後賞
きます。
販売期間

10/20(火)まで

※ハロウィンジャンボミニも同時発売。
問 (公財)大阪府市町村振興協会
□

☎06-6941-7441

われてきた新薬)の特許が切れた後に販売される
同等の効き目があると国に認められた医薬品で
す。先発医薬品に比べると開発に係る費用が少な

いため、薬の価格が安くなり自己負担も軽減され
ます。

※ジェネリック医薬品に切り換える場合は、まず

医師や薬剤師に相談し、短期間だけ切り替える

「お試し調剤」から始めることもできます。

切り替え時の注意

▷先発医薬品と色や大きさ、形など、異なる場合が
あります。

▷全ての薬に対応しているわけではありません。

水道

水質試験成績書の公開

水道局では、安全でおいしい水を供給するため、定
期的に水質検査を行っています。水質検査項目や

検査結果などの詳細を記した「令和元年度水質試
験成績書」を10月から公開しています。

この成績書は、水道局や主要公共施設にある冊子
で閲覧することができます。

問 星の里浄水場 ☎893-6281
□

防犯

10月〜11月は
「麻薬・覚醒剤乱用防止運動月間」です

最近、青少年の間で大麻や危険ドラッグ等の薬物
乱用が増加しています。これらの薬物の心身への
弊害は大きく、時には死亡することもあります。

薬物乱用を許さない社会をつくり、青少年を薬物
乱用から守りましょう。

問 府薬務課麻薬毒劇物グループ
□

☎06-6941-9078

相談

中小企業者経営相談・
給付金等申請支援窓口

コロナ禍での経営や、各種支援金等申請について
ご相談ください。
期間

令和3年3/31(木)まで

▷火曜日13:00〜17:00、中小企業診断士
▷水曜日13:00〜17:00、税理士

▷木曜日9:00〜13:00、社会保険労務士
相談時間

1人50分程度(要予約)

場所

北大阪商工会議所交野支所(私部1-1-2)

費用

無料

対象

市内に事業所を有している人

問 北大阪商工会議所交野支所 ☎892-6700
申込・□

▷薬局により、取り扱いがないものもあります。
問 医療保険課 ☎892-0121
□

大阪府後期高齢者医療広域連合給付課
☎06-4790-2031

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)等の精神的な病気、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)
(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)
日時 10/6・20(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
21

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等をする可能性があります。また、催し等に参加する場
合は、検温等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。

お知らせ
福祉

新型コロナこころのフリーダイヤル

新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレ
スなどの悩みに対応するための相談窓口です。
期間

10/1〜令和3年3/31

時間

9:30〜17:00

(土日祝・年末年始を含む)

電話番号

0120-017556

問 大阪府こころの健康総合センター
□

☎06-6691-2810

子育て

日曜日の母子健康手帳交付は
予約制になります

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面
の間、日曜日の母子健康手帳交付は予約制になり
ます。

また、交付時に妊娠届出書とアンケートの記入を

お願いしていますが、これらをホームページから
ダウンロードし、事前に記入して持参することも
できますのでご活用ください。
予約受付時間

平日9:00〜17:30

問 健康増進課 ☎893-6405
申込・□

健康コラム

福祉

移送サービスは、新型コロナウイルスの感染状況
や、大阪府の動向を見ながら運行と運休を繰り返

しています。活動の状況は、社会福祉協議会ホーム
ページまたはお問い合わせください。
問 社会福祉協議会 ☎817-0990
□

骨粗しょう症は、骨が弱くなり骨折しやすく
なる病気です。
予防には次の点が効果的です。

10月から予防接種の
接種間隔が変わります

健康

これまでは、生ワクチン接種後は27日以上、不活

化ワクチン接種後は6日以上あけなければ次の予
防接種ができませんでしたが、10/1(木)からは、生

ワクチン同士の接種間隔を27日以上あける以外
の制限がなくなります。

B型肝炎やMRワクチンなど同一ワクチンを複数回
接種する場合、それぞれに定められた接種間隔に
変更はありません。

問 健康増進課 ☎893-6405
□

健康

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、さまざまな疾患との関連が分かって
おり、かかりつけ歯科での定期健診が重要です。
期間

令和3年3月末まで

対象

今年度中に40・50・60・70歳になる市民

場所

「骨粗しょう症を予防しましょう」

移送サービスについて

市内実施歯科医院

持ち物

費用

500円

個別通知はがきまたは年齢・住所が確認

できるもの(運転免許証等)、健康手帳(持ってい

る人のみ)

問 健康増進課 ☎893-6405
□

[食生活を見直す]
骨をつくるカルシウムやビタミンDを多く
含む食品をバランスよくとることが大切で
す。カルシウムは乳製品や大豆製品、小魚、緑
黄色野菜、海藻などに多く含まれています。
[運動をする]
運動で骨に刺激を与えると、骨の代謝が促さ
れます。気軽に行えるウオーキングは骨密度
を高める効果が期待できます。
運動を続けるために、おおさか健活マイレー
ジ「アスマイル」を使ってみませんか。健康活
動を記録しポイントを貯め、貯まったポイン
トで電子マネーなどが当たるアプリです。日
常生活で体を動かす習慣をつけ、骨粗しょう
症を予防しましょう。
問 健康増進課
□

☎893-6405

健康

11月分センター健(検)診追加募集

11月分のセンター健(検)診で、定員の空きがある
日の受付を行います。詳細はお問い合わせくださ
い。
場所
定員

ゆうゆうセンター1階
若干名(先着)

休日診療所

※対象・費用等は、
「わが家の健康管理」参照。

問 10/1(木)から健康増進課 ☎893-6405
申込・□
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健康

高齢者の予防接種

インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同
時流行を防ぐため、今年度に限り自己負担が無料
となります。
期間 10/1(木)〜令和3年1月末
※定期接種対象者は、優先的な接種対象者です。
10月前半の接種をお勧めします。
対象 接種日に次のいずれかに該当する市民
①65歳以上
②60〜64歳で身体障害者手帳に心臓、腎臓、呼吸
器機能の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能の障がいで1級の記載がある人
費用 今年度に限り無料
持ち物 ①の人：年齢が確認できるもの(健康保険
証等、生活保護世帯に属する人は生活保護受給
者証)②の人：身体障害者手帳
肺炎球菌
期間 令和3年3月末まで
対象 接種日に次のいずれかに該当する市民
①4/2〜令和3年4/1に65・70・75・80・85・90・
95・100歳になる人
②60〜64歳で身体障害者手帳に心臓、腎臓、呼吸
器機能の障がいやヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能の障がいで1級の記載がある人
※過去に肺炎球菌予防接種(ニューモバックス)を
接種した人は対象外です。
費用 2,000円
生活保護世帯の接種費用免除
対象者の内、生活保護世帯に属する人は接種費用
が免除されます。接種時に生活保護受給者証を医
療機関に提示してください。
持ち物 ①の人：案内はがきと住所・年齢が確認で
きるもの、②の人：身体障害者手帳
接種について(両接種とも)
実施機関 右表のとおり
申込 実施医療機関に直接予約
入院等でやむを得ず右表の実施医療機関以外で接
種する場合は、事前に健康増進課で依頼書の申請
をしてください。申請がない場合は全額自己負担
の任意接種になります。
問 健康増進課 ☎893-6405
□

病院・医院名

所在地

電話番号

インフル 肺炎
エンザ 球菌

交野病院

松塚39-1

891-0331 ○ ○

星田南病院

藤が尾3-5-1

891-3500 ○ ○

明石クリニック

星田8-1-9

892-7137 ○ ○

腎泌尿器科
私部西1-33-20 895-5055 ○
あしだクリニック
尼子医院

私市8-14-3

891-2050 ○ ○

大成整形外科

私部西1-8-1

892-6280 ○ ○

大山医院

森北1-22-6

810-2553 ○ ○

おがわクリニック 私部西2-6-1

808-6553 ○ ○

きただ整形外科
私部3-9-17
リウマチクリニック

810-5566 ○ ○

清田医院

星田西3-12-1 893-7351 ○ ○

小菓医院

星田5-10-5

891-2006 ○ ○

こさか内科
クリニック

郡津4-39-13

888-8661 ○ ○

小林診療所

星田5-17-27

893-8484 ○ ○

さくらクリニック 幾野1-29-8

891-5513 ○ ○

すぎもと皮フ科

私部西2-6-1

810-8881 ○

多々内科
クリニック

森南1-9-5

895-2250 ○ ○

田中診療所

私部7-48-3

893-8811 ○ ○

寺嶋・塚田
天野が原5-14-2 893-3141 ○ ○
こどもクリニック
中村クリニック

私市5-1-5

西本内科医院

藤が尾3-16-2 810-8522 ○ ○

野村医院

倉治3-50-1

はと産婦人科

藤が尾4-3-16 891-4103 ○ ○

福森医院

松塚12-21

892-0455 ○ ○
891-6100 ○ ○
891-4880 ○ ○

藤の街クリニック 藤が尾4-3-15 892-9500 〇 〇
藤原産婦人科

梅が枝44-3

892-0341 ○ ○

藤原皮フ科

森北1-22-6

894-4112 ○

宝田クリニック

私部8-3-5

891-3337 ○ ○

前谷クリニック

星田5-23-1

895-2990 ○

松木整形外科

郡津3-11-1

891-8400 ○

松吉医院

天野が原2-29-3 892-7700 ○ ○

みやそう
耳鼻咽喉科

私部西1-33-25 893-3876 ○ ○

山添医院

私部1-16-13

891-1025 ○ ○

山本整形外科

森北1-37-6

894-0102 ○
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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

2部制。予約優先・人数制限あり。前日〜当日受付。
月〜金曜日
①10:00〜12:00②14:30〜16:30 水曜日のみ1歳6か月まで。

子育て講座

10/19（月）10:30〜11:30

歯について学ぼう。先着6組。持ち物：親子共に歯ブラシ。
〈要申込〉10/1（木）〜
おうちの中の安全な環境作りについて話そう。

マタニティヨガ

10/21（水）10:00〜11:30

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5人。子どもの入室はで
きません。
〈要申込〉10/1（木）〜

たまて箱

10/26（月）10:30〜11:00

わくわくランド

ほっこりおしゃべり広場 10/20（火）10:30〜11:15

ハロウィン製作をして撮影会をしよう。先着12組。
〈要申込〉10/1（木）〜

こりす組

11/4（水）10:00〜11:00

3か月〜9か月

うさぎ組

11/5（木）10:00〜10:45

10か月〜1歳3か月

こあら組

11/10（火）10:00〜10:45

1歳4か月〜1歳11か月

らいおん組

11/6（金）10:00〜10:45

2歳〜

先着6組。
〈要申込〉10/20（火）9:30〜

●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

3部制。予約優先・人数制限あり。前日〜当日受付。
火〜土曜日
①10:00〜11:30②13:00〜 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。
14:30③15:00〜16:30

つくって遊ぼ

10/1（木）10:30〜

かぼちゃのバッグづくり

おしゃべり会

10/22（木）10:30〜

お家でハロウィンしてますか？

お楽しみ会

10/29（木）10:30〜

手遊び？大型絵本？当日をお楽しみに。

●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

2部制。予約優先・人数制限あり。前日〜当日受付。金曜日の
月〜金曜日
①9:00〜11:00②13:00〜15:00 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。

子育て講座
「ベビーマッサージ」 10/15（木）10:00〜11:00

開催日当日2〜6か月。
先着5組。
きょうだいの入室はご遠慮く
ださい。
〈要申込〉
10/1(木）〜

赤ちゃんの日
「親子ヨガ」

10/16（金）10:30〜11:30

開催日当日1歳未満。先着5組。きょうだいの入室はご遠慮く
ださい。
〈要申込〉10/6(火）〜

親子教室「ハロウィ
ン・パーティー」

10/27（火）10:00〜11:00

開催日当日2歳以上。先着5組。
〈要申込〉10/13（火）〜

親子戸外遊び

10/12・26（月）9:30〜11:30 雨天や地面の状態が悪い場合は中止。各日先着10組
10/5・19（月）15:00〜16:30 〈要申込〉10/1(木）〜

●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

2部制。
予約優先・人数制限あり。
前日〜当日受付。
0歳〜おお
水・金・土曜日
祝日、
ゆうゆうセンター休館日はお休み。
①10:00〜12:00②14:00〜16:00 むね3歳。

パネルシアター

10/7（水）①11:00〜②15:00〜「ももいろぞうさんカッピー・カレーライス」

保育付き講座「Let's
陽転トレーニング」

10/21（水）10:00〜11:30
学びの部屋

ハロウィンのお絵描き 10/28（水）①11:00〜②15:00〜
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ゲームやトレーニングを通し、一つの事実から「よかった」
を見つける講座です。
〈要申込〉10/1(木）〜

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期等を
する可能性があります。また、催し等に参加する場合は、検温
等、事前の体調チェックやマスク着用等の配慮をお願いします。
●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。
あさひ幼児園
☎892-0206

〈園庭〉10/20（火）9:30〜11:00
〈室内〉10/29（木）9:30〜11:00

くらやま幼児園
☎892-8433

〈園庭〉10/13（火）9:30〜11:00
〈室内〉10/16（金）9:30〜11:00

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭〉10/14（水）10:00〜11:00

交野幼稚園
☎891-2333

〈ピッコロクラブ〉
11/2（月）10:30〜11:30

開智幼稚園
☎892-3488

〈園庭・室内〉
10/7・21（水）10:50〜11:40

ほしだ幼稚園
☎891-3856

〈ぴよぴよ教室〉
10/26（月）10:15〜11:45
〈園庭〉10/14（水）10:30〜11:45

●乳幼児の健診と相談
4か月児健診

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。

雨天中止。駐車場はありません。
2018年4/2〜2019年4/1生まれ。
定員20組。
500円。
持ち物：水筒・上靴。
〈要申込〉
10/12（月）〜
（株）
エルステップス☎06-6943-4411
2016年4/2〜2018年4/1生まれ。
登録時に1,000円が必要です。
室内大運動会。2018年4/2〜2019年4/1生まれ。
先着15組
〈要申込〉10/13（火）10:30〜☎894-2697
雨天中止。直接お越しください。

健康増進課 ☎893-6405

医療機関での個別健診

1歳6か月児健診 対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は2歳前、3歳6か月児
健診は4歳前に送付予定です。
3歳6か月児健診

●教室・講座
ミルキィベビー
教室

持ち物:母子健康手帳

健康増進課 ☎893-6405 ゆうゆうセンター
11/4(水)9:20〜11:50
2階 プレイルーム

1組20分の個別相談。助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長・
体重測定、保健師・栄養士の個別相談。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〉10/1(木)〜※年間通しての参加は1人1回です。
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BOOK & COOK

今月のおすすめ本
BOOK

ひろいひろいひろいせかいに

あさだ りん 偕成社
ルイス・スロボドキン 偕成社
集めてわかるぬけがらのなぞ ゲッチョ先生のぬけがらコレクション

一般書

児童書

科学でナゾとき！
わらう人体模型事件

もりぐち みつる

始動
勘定侍柳生真剣勝負②
うえだ

ひでと

スキマワラシ
おんだ りく

恩田 陸
上田 秀人 小学館
二百十番館にようこそ
かのう

ともこ

盛口 満 少年写真新聞社
宇宙のがっこう

汚名

NHK出版/編 NHK出版
恐竜の迷路 化石がひらくナゾの世界

マイクル・コナリー
老後は要領

かがわ

げんたろう

かがわ

しおり

香川 元太郎・香川 志織
ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン

いっしょに読んで

PHP研究所

講談社

加納 朋子
上・下
わ だ

ひでき

にいや

ゆ り え

集英社

文藝春秋
講談社

和田 秀樹 幻冬舎
材料を袋に入れるだけで、定番の冷凍食品がおうちでできた！
新谷 友里江

赤ちゃん の 絵本

学研プラス
かきのきはらまさひろ

作：柿木原 政広

ぽんちんぱん

福音館書店

ロールパンやドーナツ等の写真にリズミカルな言葉を添えた乳幼児向けの絵本です。食パンの
写真に
「ぱんぱん しょくぱん ぽんちんぱん」
の言葉がつき、
次のページでは
「ちぎちぎ ぱっ
ぱで

ぽんちんぱん」とその食パンに穴が開き、顔のようになります。生活に身近なパンを取り

上げ、
そのパンに表情を出すことでモノからヒトへ、
そこにおかしみのある言葉を添えることで
幼い読者の興味を引きます。
絵本が身近に感じられ、
楽しいと思える一冊でしょう。
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

「かぼちゃのしょうが煮」

COOK

材料（４人分） ・鶏肉・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160㌘
・かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320㌘
・じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240㌘
・たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240㌘
・にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80㌘
・干し椎茸（スライス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.4㌘
・土しょうが・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4㌘
・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・淡口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
・かつお出汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400cc
準

備

1. かぼちゃとじゃがいもは乱切り､たまねぎはさいの目切り､
にんじんはいちょう切りにする｡
2. 鶏肉は､一口大に切っておく｡

作り方
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3. 土しょうがは､みじん切りにする｡
4. 干し椎茸(スライス)は､水でもどしておく｡
5. かつお削り節で､出汁をとっておく｡

❶ 鍋に油を引き、鶏肉を炒める。
❷ ❶にかつお出汁を注いだ後、にんじんとたまねぎを入れる。
❸かぼちゃとじゃがいもを加えて、火をとおす。
❹もどしておいた干し椎茸を加える。
❺土しょうが、調味料を加えて味付けをしたら、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

ちょっと聞いて〜！棚を解体してちゃんとひもでくくって燃やすごみに
出したのに違反シール貼られてるのよ！

何か違反に心当たりないの？

木の棚だから燃えるし、ちゃんと1㍍以内にしたし、何も問題ないはずよ。

それが問題あるんです。
それは、
粗大ごみの出し方ですよ。
ひもでくくって出していることが違反になっています。
燃やすごみでは、
せん定枝や庭木等の一部しかひもくくりは認められて
いません。
その他のごみは、
45ℓ以下の透明または半透明のポリ袋に入れて出してください。
長さ50cm以下
直径
5cm
以下

ひもの長さ1.5m以下
燃やすごみで認められているひもくくりのごみ

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

同じものでも出し方でごみの種別が変わります

ごみなし

粗大ごみ予約受付センター（ TEL 891ｰ5374

9:00〜17:00）

※収集日の１か月前から､１週間前の水曜日まで申し込みができます。

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!
no m . 0 2 2 4

#柴犬

aw an o̲h i k aru

#雨上がりの散歩

ho p p e̲ ish ii̲p a n

#かたのルビー

#ハート型

a ik a . ̲ ̲ . ch a r c oc o

#空
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#夏

#故郷

#私部

#スイカ女子

n ori n ori ̲704

#星田神社

#星田寺

c afe ̲c h e e rs

#ギャラリー

#交野ランチ

交野郷土史かるたより｢吉田屋藤七幕府に進言｣

星ノ町
レジェンド
吉田屋藤七は江戸時代中期の享保14年(1729

年)､星田村に生まれ育ち､大坂の商人として人

生の大半を送り､晩年は天野川沿いの星田村で
過ごしました｡

この頃､淀川と天野川を含む淀川の支流では

水害がよく起きていました｡原因は､川の源流

となる山々が伐採により荒れ果て､大雨になる
と大量の土砂が川へ流れて川底に溜まり､周り
の土地よりも高くなる天井川化によるもので

人々のために幕府へ上申した勇気ある商人
よしだやとうしち

吉田屋藤七

す｡また､その問題対策のために幕府が置いた
どしゃどめぶぎょう

江戸時代中期〜後期

土砂留奉行が100年以上も成果を上げず､その
視察費等を地元の村が負担し続けたことが､さ
らに地元の人々を苦しめていました｡

こうした状況を長年見てきた藤七は､天明8

年(1788年)に奉行所へ解決策を上申しました｡

えると､この上申は大変勇気のいる行為である
といえます｡

しかし､藤七の上申は幕府に聞き入れられる

その内容は､木や草の伐採をやめて山の荒廃を

ことはなく､江戸時代後期に描かれた星田村絵

作ることで､土砂を川に流さないことが大切だ

問 題 は ､ 明 治 政 府 に よ る 明 治 8 年 (1875年)か

また､特筆すべきは､木や草を刈って生計を

事は専門家として政府に招かれた外国人技術

と生活が困窮するため､農民に木や草を刈って

内容が藤七の提言と同じような内容であった

砂防工事にも農民を動員することなどに加え､

工事の約100年前にその専門家と同じよう

えんてい

止めることや､堤防ではなく川の要所に堰堤を

図でも周りの山ははげ山のままです｡ 結局この

との提言です｡

ら始まった治水工事で解決されました｡この工

立てている人々へ配慮し､単にこれを禁止する

者によるものでしたが､驚くべきは､その工事

も土砂が流出しない土地を割り当てることや

ことです｡

役人のずさんな視察が人々の負担になってい

な発想に至っていたことが､藤七が先見の明に

ることまで指摘しています｡当時の情勢から考

星田村大絵図

長けていたことの証明だといえるでしょう｡

上申書の内容
『
( 砂防工大意』国立国会図書館ウェブサイトから転載）
問 社会教育課文化財係 ☎893-8111
□
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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/

クライミングウォール（ほしだ園地）

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで

※ほしだ園地でのドローン撮影は禁止されています。
今回は特別な許可を得て撮影しています。

発行 ： 2020年10 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（8月末時点）： 世帯 ：33,085世帯
人口 ： 77,681 男 ： 37,513人 女 ： 40,168人

ほしだ園地のクライミングウォールを撮影しま
した。
高さ16.5m、
多くのクライマーたちを夢中
にさせる高く険しいこの壁は、
上から見下ろして
もその険しさがよく分かります。
また、
この壁の
たける
隣にそびえる、
標高168m の断崖絶壁の山「哮が
みね
峰」
とも相まって、
迫力を感じさせます。
右は、
同じ園地内にあるつり橋の「星のブランコ」
を同時にとらえた写真です。ほしだ園地が誇る2
大名所が並んだ、
ドローンならではの1枚です。

