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「人生会議（ACP）」とは・・・
　あなたが希望する医療やケアについて、前もって考え、周囲の信頼できる人たちと話し合い、
共有しておくことを人生会議（ACP:アドバンス・ケア・プランニング）といいます。日頃から考
えたり、話し合ったりしておくことで、もしもの時にあなたの希望が尊重された決定につながり
ます。
　これらの話し合いは、もしもの時にあなたの信頼する人があなたの代わりに治療やケアについ
て難しい決断をする重要な助けとなります。
※ACP：アドバンス・ケア・プランニングとは、外国の言語で『Advance（事前の、前もって） 
　care （世話や配慮、看護や介護、）planning（企画・立案、計画すること）』を意味します。

人生会議をしてみませんか？人生会議をしてみませんか？
11月30日は

、人生会議の
日

もしものときとは・・・

急な病気 ケガや事故 がんと診断される
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　余裕のあるときから少しずつ、今後どう生きていくかを考えておくことで、もしものときに準備し

やすくなります。

　今回は、より良く生きるための準備として人生会議を開くためのツールを１つご紹介します！

＜もしバナゲーム＞

　「人生の最期にどうありたいか。」

をゲームしながら考えたり話し合う

きっかけを作るカードゲームです。

ゲームを通して、自分自身の大切な

「価値観」や「あり方」について様々

な気づきをえることができます。その

思いや願いを家族や友人に伝え、理解

してもらうきっかけにもなります。

　皆さんも、もしバナゲームを体験し

てみませんか。下記の講演会で体験で

きます。是非、ご参加ください。

命の危険が迫った状態になると… 約7割 の方が医療やケアなど
を自分で決めたりすることができなくなると言われています。

　自分らしく生きるために、自分が大切にしていること、どこでどんな医療やケアを受けたいか等を

カードゲームで体験してみましょう。

日　　時　11月30日（水）午後2時～3時30分

場　　所　ふれ愛センター　4階　研修室

定　　員　先着36名（定員に達し次第、受付終了します）

内　　容　ミニ講演会　講師　島田　道明先生

　　　　　もしバナゲームの体験

特　　典　たじり健康ポイント　300ポイント押印

　　　　　終活ノートプレゼント

申込期間　11月10日～定員になり次第終了

申込・問　田尻町包括支援センター花みずき（ふれ愛センター1階）

　　　　　Tel 465-3755　Fax 465-3368

住民向け在宅医療講演会のお知らせ

終活ノートプレゼント！
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　 令 和 ４ 年 度 に お け る 町 の 予 算 額
は、「一般会計」及び「特別会計」
を合わせて、88億876万円となってお
ります。
　「一般会計」の予算額は、当初54
億6,200万円から6億5,823万円増の61
億2,023万円となっています。
　また、一般会計の「歳入」では、
町税や使用料及び手数料をはじめと
して、予算額の49.7％にあたる30億
4,193万円が収入済みです。
　一方、「歳出」では、プレミアム
付き振興券事業等の新型コロナウイ
ルス感染症対策経費等に支出しまし
た。
　なお、特別会計の執行状況につい
ても右表に掲載しています。

町の各会計における収支状況、町債残高などについて年2回に分けて公表いたします。
今回は、令和4年度上半期（令和4年9月30日現在）の状況をお知らせします。

4

●会計別予算執行状況

●町債現在高

一般会計
国民健康保険
後期高齢者医療
介護保険
下水道事業

612,023
83,188
14,872
85,158
85,635

304,193
31,200

3,305
25,541

3,757

179,721
33,924

4,389
32,391
21,042

49.7％
37.5％
22.2％
30.0％

4.4％

29.4％
40.8％
29.5％
38.0％
24.6％

会計名

区　分 現在高 歳入 町　税

合　計

歳出

合　計

予算現計 収入 （執行率） 支出
（単位：万円）

（単位：万円） ●住民負担の状況 （単位：円）

（執行率）

880,876

合　計

一般会計

下水道事業特別会計

民生債
公営住宅債
教育債

※一時借入金は、ありません。

※この表は、住民１人当たりの税収及び支出額を
　示しています。

総務費
民生費
衛生費
土木費
教育費
公債費
その他

249,513

214,414

33,507
64,754
26,944
14,291
30,936

3,780
40,202

20,147

147,402

2,284
16,143

1,720

167,549

367,996 41.8% 271,467 30.8%

問　総務課　電話 466－5002　FAX 466－8725

●一般会計科目別予算執行状況内訳 （単位：万円）

○歳入○歳出
上段：予算現額
下段：収入・支出済額

3,667
2,311

28,574
17,222

地方譲与税 

国庫支出金 特定の事業の経費の一部として、国から支出されるお金

府支出金 特定の事業の経費の一部として、府から支出されるお金

8,772
3,207

使用料及び手数料 町営住宅家賃、ごみ処理手数料、各種証明交付手数料など

繰入金 財政調整基金などの基金から繰り入れるお金

その他 繰越金、寄附金、諸収入など

各種交付金 地方消費税交付金、地方特例交付金、環境性能割交付金など

356,957
209,142

337
0

43,230

75,599
62,455

町税 町民税、固定資産税、たばこ税など

民生費 （高齢者・障害者・児童）福祉、子育て支援などの経費

総務費 町税の徴収、庁舎管理などの経費

衛生費 環境保全・ごみの処理、健康増進・疾病予防などの経費

土木費 町道・公園・町営住宅などの整備や管理などの経費

消防費 消防、防災などの経費

その他 議会費、労働費、農林水産業費、商工費、諸支出金、
　　　　 予備費

教育費 幼稚園、小・中学校、社会教育・スポーツ振興など教育
　　　　 に関する経費

公債費 町が借りた町債の返済に係る経費

105,207

160,359

28,086

54,277

63,427

124,850
11,979

29,895
20,372

77,915
25,930

44,034
13,325

6,336
3,168

22,584

地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税
森林環境譲与税

町の財政状況をお知らせします町の財政状況をお知らせします

66,128
6,485

29,096
3,371

　田尻町職員の給与は、地方自治法及び地方公務員法の定めに基づく町の条例、規則により定められてい
ます。              　
町職員の給与は、予算などの議会審議を通じて公表していますが、給与の状況について住民の皆様にご理
解いただくため、内容をお知らせします。

住民基本台帳人口
（令和4年1月1日） 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率

（（B）/（A））実質収支

22.8%8,492人 610,058 139,19055,179

1．人件費の状況（普通会計決算）   

（注）職員手当には退職手当を含みません。　

職員数(A)

75,457113人 45,676 9,915 19,866 668

一人当たり給与費
（（B）/（A））

給　　　　　　与　　　　　　費
給　料 計  （Ｂ）職員手当 期末・勤勉手当

2．職員給与の状況（普通会計決算）

（注）平均給与月額とは、給料月額と扶養手当・地域手当・住居手当・時間外勤務手当など諸手当の額を合計したものです。

3．職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
区　分 平均年齢

45.6歳 346,600円
327,400円

430,322円
354,967円49.3歳

一般行政職
技能労務職

平均給料月額 平均給与月額
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（注）田尻町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

主な役職
職員数
構成比

区　分

85人

1 級
主事
1人

3.5％

主事
2 級

13人
14.1％

主任
3 級

5人
4.7％

主査
4 級

14人
17.6％

主幹
5 級

27人
30.7％

課長級
6 級

16人
18.8％

部長級
7 級

9人
10.6％ 100％

4．一般行政職の級別職員数等の状況

合  計

  

5．特別職の報酬等の状況   

町　長

副町長

算定方式）　町　長　給料月額×在職月数×30／100
　　　 　 　副町長　給料月額×在職月数×20／100
支給時期）　任期ごと

給料月額等区　　分 期末手当

町　長
副町長

652,000円
617,000円
314,000円
276,000円
266,000円

議　長
副議長
議　員

4.45月分

4.45月分

給　　料

報　　酬

退職手当

（単位：万円）

（単位：万円）

田尻町職員の給与状況(令和3年度)田尻町職員の給与状況(令和3年度)
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田尻町職員の給与状況(令和3年度)田尻町職員の給与状況(令和3年度)



・お知らせしている情報は10月20日時点のものです。今後、お知らせした内容から変更になる場合があ
　ります。最新の情報は、ホームページ等でお知らせします。

新型コロナワクチン接種について　

乳幼児用の新型コロナワクチン接種について

6

たじり健康特別ポイント2000ポイント分（商品券2000円分）もらえます！

　現在、下記の接種を行っております。
　★印が、たじり健康特別ポイントの対象ワクチンとなります。申請方法は、次頁をご確認ください。

（注１）小児用、従来型ワクチンの初回（1・2回目）接種の間隔は、3週間となります。
　　　　乳幼児用ワクチンの初回（１・２・３回目）接種の間隔は、下記のとおりとなります。
（注２）小児用ワクチンの追加接種は、前回接種日より5カ月経過以降に接種可能です。
　　　　追加接種は、前回接種日より3か月経過以降に接種可能です。

対　象　者　生後6か月～4歳の方　
接種開始日　令和4年11月10日（木）～　※ただし、ワクチンの供給量により延期する場合があります。
協力医療機関　田尻町・泉佐野市・熊取町・泉南市・阪南市・岬町の協力医療機関で実施可能
接　種　券　令和4年11月初旬に郵送します。
接 種 間 隔　2回目：1回目の接種日から3週間後
　　　　　　    3回目：2回目の接種日から少なくとも8週間以降

生後6か月～4歳

5歳～11歳

60歳以上

12歳～59歳

★乳幼児用ワクチン
※乳幼児用ワクチン
　のみ初回接種は、
　1・2・3回必要です。

小児用ワクチン

従来型ワクチン

★小児用ワクチン

★オミクロン株対
　応ワクチン

★オミクロン株対
　応ワクチン

★オミクロン株対
　応ワクチン

従来型ワクチン
★オミクロン株対
　応ワクチン

★オミクロン株対
　応ワクチン

★オミクロン株対
　応ワクチン

初回（1・2回目） 追加Ⅰ期（3回目） 追加Ⅱ期（4回目） 追加Ⅲ期（5回目）

オミクロン株対応ワクチンは前回接種日より3カ月経過
以降に接種可能となりました！
乳幼児用ワクチンの接種が開始されます！

自分のため、家族のため、みんなのため

ワクチン接種を行いましょう！

新型コロナワクチンの予約について

7

予約方法　 WEB予約・電話予約　※ただし、従来ワクチンは、電話予約のみとなります。

予約について

　電話予約　0120-558-836       　　 　　WEB予約：QRコード

　　　　　　平日：午前9時～午後5時　

新型コロナワクチン接種券について

新型コロナワクチン接種促進事業について　

転入者・紛失者等の再発行が必要な場合は健康課までお問合せください。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種について

・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種可能です。（間隔に関する規定はありません。）

・インフルエンザワクチン以外のワクチンについては、これまで通り、同時接種不可となります。新型

　コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後（13日以上）に

　接種可能です。

特　　典　商品券2000円分（たじり健康特別ポイント分）

ポイント対象者　令和4年10月1日～令和5年3月末までに、下記対象ワクチンを接種した方

　　　　　　　　（※ただし、接種時に本町に住民基本台帳に記録がある方）

申請期間　令和5年4月14日（金）まで

　　　　　平日・土曜日　午前9時30分～午後0時30分（祝日及び年末年始を除く）

申請場所　田尻町社会福祉協議会（ふれ愛センター1階）

申請書類　下記対象ワクチンの予防接種済証

　　　　　※再発行不可。紛失した場合は、特典を受け取ることができません。

　　　　　※接種者と異なる方が受け取る場合は、来所する方の身分証明書（マイナンバーカード、健康保

　　　　　　険証、運転免許証等）をご持参ください。

対象ワクチン　オミクロン株対応ワクチン（2価ワクチン）

　　　　　　　小児用ワクチン（3回目接種者）　

　　　　　　　乳幼児用ワクチン（初回接種3回完了者）

注　　意　1人につき1回となります。

問　田尻町社会福祉協議会（ふれ愛センター1階）　
　　Tel 466-5015　Fax 466-8899　 平日午前9時～午後5時（祝日除く）

〈初回（1・２回目）接種がお済みでない方へ〉
令和4年12月末までに初回（1・2回目）接種を済ませましょう。

ワクチン接種後、すぐ商品券2,000円がもらえる！

※1・2回目接種に使用している従来型ワクチンは、年内で国からの供給が終了される
　予定です。

ウォーキングで
たじり健康ポイント
も貯めよう
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8

島田道明医師＆介護予防の専門職達が介護や認知症の予防を寸劇としてお伝え！
日　　時　12月3日
（土）午後2時30分開演
場　　所　たじりふれ愛センター４階　研修室
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため人数制限を設けて実施
します。
申込方法　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、福祉課にご提出くだ
　　　　　さい。なお、電話での申し込みは、お受けできません。
申込期間　11月7日（月）～11月18日（金）
定　　員　100名
※申し込みが定員を超えた場合は抽選とします。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

３年ぶり！復活公演！！

町制施行70周年記念プレ事業
第7回  介護予防劇団「ころば～ぬ」公演

町制施行70周年記念プレ事業
第7回  介護予防劇団「ころば～ぬ」公演

～田尻町今昔物語の巻～

　食べることが好きな方、食を通じた健康づくりに興味がある方、一緒
に食育活動しませんか。
　地域での食の大切さを伝えたり、健康レシピを調理したり、仲間と一
緒に自分のペースで活動ができます。
　初めての方、大歓迎！今回の講座は工場見学であり、味噌づくり体験
ありの楽しい内容です。ぜひお申し込みください！

対　　象　原則、3回とも講座に参加できる方。（都合の悪い日がある場合も申し込みできますので
　　　　　ご相談ください）
　　　　　食育やボランティアの活動に興味がある方、地域での食育活動に興味のある方。
申し込み　11月25日（金）まで　窓口または電話での受付　　
 問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

たじり健康ポイント対象事業

食育推進ボランティアはじめませんか講座

1日目
11月30日(水)

午前10時～11時半

日　程 内　容 場　所 持ち物各講座定員15名

2日目
12月7日(水)

午前10時～11時半

3日目
12月15日(木)

午後1時半～4時

食育推進ボランティアって何をするの？  
・食育推進ボランティア活動について
・健康レシピの試食・交流　

ふれ愛センター
1階 検査室 筆記用具

筆記用具

筆記用具・エプロン
三角巾・手拭きタオル

材料代300円

ふれ愛センター
1階 検査室
栄養指導室

ふれ愛センター
1階 検査室
栄養指導室

食育を体験しよう！
・食の基礎知識（生活習慣病予防・栄養バランス等）
・手作り味噌づくり体験

オンライン工場見学  
　～近畿中央ヤクルト販売株式会社～  
・これからの食育活動を一緒に考えよう
・オンライン工場見学（お土産付き）
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植
え
樹
種

緑化推進の一環として、様々な記念日を祝し、記念樹となる苗木をプレゼントします。
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　令和4年12月3日（土）から、吉見ノ里駅舎の改札が

右図のとおり難波側に変更されます。

　吉見ノ里駅ご利用の際は、ご注意ください。

問　都市みどり課

　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

　　南海電気鉄道(株)　

        えきまち計画推進部

　　Tel 06-6644-7506

第3回
9／30

第3回、町制施行70周年記念事業実行委員会を開催しました。

南海本線吉見ノ里駅改札移設について

第3回実行委員会ワークショップの様子

ドローン撮影、植樹、警察学校コラボ、

海中撮影、仮装行列、フォトコンテスト、

モニュメント製作などの

意見がでました！

第４回は、来年度に

実施する企画を

決定します。

旧改札

新改札
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　子どもたちの「田尻町のため
に何かしたい」という想いに、た
くさんの方々が協力してくださ
り、様々な形で実現することがで
きています。
　田尻町の子どもたちは温かい
地域の方々に見守られ、支えられ
ながら育っていると実感します。

SDGs田尻川クリーン作戦 SDGsみんな食堂
日　　時　11月19日（土）　
　　　　　午前9時集合　11時30分頃まで
集合場所　公民館横駐車場
内　　容　田尻川の清掃を行います！
　中学校の生徒たちが、田尻川の環境に課題
を感じ、コロナ禍で実施できていなかった田尻
川の清掃を企画し、田尻町まちづくり住民会議
の皆さま方のご協力のもと実現することがで
きます。皆さまのご参加をお待ちしております。
※軍手、ゴミ袋は用意しています。

日時　11月19日（土）　午前11時～午後3時
場所　和cafeここら
内容　みんな食堂を開催します！
　中学生の「人と人とのつながりを大切にした
い」という想いに、福祉課や和cafeここらさんの
方々が応えてくださり、様々な人が集えるみん
な食堂を開催することができます。

13

学 校 園 所 だ よ り 保育所・幼稚園・小学校・中学校の
情報をどんどん発信していきます。

たじりエンゼル（保育所・幼稚園）

田尻小学校

田尻中学校
　生徒会では定期的に町内清掃活動を実施し
ています。9月21日（水）に、今年度3回目の活
動を行いました。
　交流広場と駅上の2方面に分かれての活動で
したが、空き缶などのごみが多くありまし
た。なかでも多かったのはタバコの吸い殻
で、全部で400本を超える数に上りました。
　今後も定期的に活動し、みんなの力で田尻
町を美しく暮らしやすい町にしていきたいで
す。

　9月30日（金）・10月１日（土）に、５年生が
貝塚市蕎原にある大阪府立少年自然の家へ林
間学校に行ってきました。「仲間と共に笑顔
輝く思い出をつくろう！」をテーマに、豊か
な自然の中で２日間を過ごしました。
　1日目の登山では、展望台から大阪湾が一
望できました。夜のキャンプファイヤーで
は、友情の炎が高く舞い上がりました。そし
て、2日目の飯盒炊飯では、美味しいカレー
と一緒に最高の思い出をつくることができま
した。

　外の刺激を受けて子どもの五感を育むため
に、園外保育に出かけることもあります。出
かける場所や歩き方など、出かけ方も学年ご
とに違います。
　地域の街並みを見て、季節を感じたり、園
内にはない自然にふれたりして、五感が刺激
されます。園外を歩くことで交通ルールを確
認したり、公共の場の使い方を知ったりする
きっかけにもなっています。

問　指導課　Tel 466-5024　Fax 466-5095
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ちょっと参加してみませんか？
公民館での開催講座や
公民館からのお知らせです。

おはなし会の開催についておはなし会の開催について

　次のとおり開催しますので、皆さまのご参加をお待ちしています。なお、新型コロナウイルス感染症
予防のため、事前申込制とするほか、参加者の皆さまにマスクの着用や検温にご協力お願いします。
　日　　時　11月19日（土）　午前11時（30分程度）　
　場　　所　公民館　１階　和室
　定　　員　５組（保護者同伴）
　申込方法　電話又は公民館１階事務室で受付
　申込期間　11月8日（火）から定員に達するまで
　　　　　 （前日までに定員に達しない場合は、当日も受け付けます）
　参 加 費　無料
　協　　力　おはなし会　はっぴぃぶっく
　そ の 他　参加される方は、マスクの着用をお願いします。
　　　　　　また、当日、風邪や体調不良等の症状のある方は参加をご遠慮ください。

講座等募集の申込は、公民館１階事務所で直接お申し込みください。なお、電話やFAXでは受け付け
ていませんので、ご了承ください。
※各施設使用料等の窓口でのお支払いは、午前9時から午後5時までの間にお願いします。

問 田尻町立公民館 （水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853

図書室  新着図書のご案内
　図書室で貸し出している新着図書から話題の図書、おすすめの図書をご案内します。
　ぜひ、図書室でご覧ください。
【教養・小説】　
　・ふるさと銀河線―軌道春秋／高田 郁／双葉社
　・奇跡を蒔くひと／五十嵐　貴久／光文社
　・あなたのなつかしい一冊／池澤　夏樹［編］　寄藤　文平［絵］／
　　毎日新聞出版
【絵本・児童書】　
　・《新訳版》絵本　ピーターラビットシリーズ　ピーターラビットのおはなし／ビアトリクス・ポター
　　［作・絵］　川上　未映子［訳］／早川書房
　・橋の上で／湯本　香樹美［文］　酒井　駒子［絵］／河出書房新社
　・給食室のいちにち／大塚　菜生［文］　イシヤマ　アズサ［絵］／
　　少年写真新聞社

　このほかにも今話題の図書を揃えています。詳しくは、公民館図書室のホームページ（https://www.lib-tajiri-
town.jp）をご覧ください。
　また、図書室に置いていない希望の図書があれば、リクエストを受け付けます。当図書室を通じて他の図
書館の本を借りることもできますので図書室までご相談ください。
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　貴重な文化財の洋館でお抹茶を点てて飲んで

みませんか。

日　時　11月20日(日)

　　　　午前10時30分～午前11時30分

定　員　10名

対　象　幼稚園・保育所児（年長）～中学生の

子どもと保護者（幼稚園・保育所、小

学１・２年生は保護者の付き添いが必

要）

持ち物　白い靴下（会場に来てから履き替えて

ください）

参加費　一人1,000円

申　込　11月５日(土)午前10時より受付

　　　　（先着順）

申込先　インスタグラム「りんくう親子茶道教

室」下記URL、又は小西 Tel 465-3450

までお申込みください。

https://www.instagram.com/
　　　 tea.rink

親子茶道体験教室

　専用の電気ペンを使って木を焦がして描く

「ウッドバーニング」とカフェなどの看板とし

てよく見かける色鮮やかな「チョークアート」

を同時展示します。

　また、「ウッドバーニング」・「チョーク

アート」ともに体験会を開催しますので是非ご

参加ください。

ウッドバーニング＆チョークアート展

日　時　11月25日（金）～11月28日（月）

　　　　午前９時～午後６時

STUDIO QUALLA　荒金俊一　
ウッドバーニング＆チョークアート展

田 尻 歴 史 館 催 事 案 内
ウッドバーニング体験会

日　時　11月26日（土）

　　　　午後１時30分～午後３時

定　員　10名

対　象　中学生以上

参加費　1,500円

申　込　11月5日（土）

　　　　午前10時より先着順、定員になり次第

　　　　締め切ります。

　

チョークアート体験会

日　時　11月27日（日）

　　　　午後１時30分～午後３時

定　員　10名

対　象　小学生以上

参加費　1,500円

申　込　11月5日（土）

　　　　午前10時より先着順、定員になり次

　　　　第締め切ります。

申込・問　

　田尻歴史館

  （指定管理者　  (株)ビケンテクノ）

　Tel 465-0045

　休館日　毎週水曜日

ウッドバーニング
講師の作品です

チョークアート
講師の作品です

チョークアート
体験会の見本です

ウッドバーニング
体験会の見本です
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チョークアート
体験会の見本です

ウッドバーニング
体験会の見本です
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〒
保育所

公民館●

消防署● 田尻町役場●

●ふれ愛センター

幼稚園

支援センター
玄関

★計測相談★

★わんぱくオープン★

すくすくセンター（子育て支援センター）

すくすくセンターの事業をぜひ、ご利用ください！　※すべての事業が予約制（一部人数制限あり）になっています

田尻町立幼稚園・保育所の2階
（出入口は子育て支援センター玄関）

体重や身長等の計測、保健・栄養・子育て全般の
相談（助産師は午前・午後、栄養士相談は午後
のみ受付）
11月17日（木）
午前10時～11時30分／午後１時～3時
電話・来所で受付

午前9時～午後5時（何らかの事業がある場合は変更）開館時間

場　　所

　ご利用の際は、事前にすくすくセンターまでご確認ください。最新
の情報は、田尻町のホームページやたじりっちメールなどでお知らせ
します。

来館時のお願い
・保護者の方は、マスクを着用して来館してください。
・来館する方（お子様・保護者ともに）は来館前にご家庭で検温し、
　37.5℃以上の方や体調不良の方はご利用を控えてください。

内容

日時

予約

【すくすくセンターへの行き方】

すくすくセンターで自由にあそびましょう！

来所・電話で受付（定員になり次第締め切ります）

午前の部（9時30分～正午）
午後の部（2時～4時30分）
（教室・イベントのない時間帯）

日時

予約

予約

★絵本のよみきかせ★（定員10組）
おはなしの会はっぴぃぶっくさんによる絵本の
よみきかせと図書室司書さんによる本の紹介
11月25日（金）午前10時30分～11時　
来所・電話で受付

内容

日時

★わんぱく教室★ （定員各10組）

電話・来所で受付（定員になり次第締め切ります）
いずれも午前10時～11時

年齢別に開催しているあそびの教室（今月は「からだを動かしてあそぼう」）

対象

予約

内容
時間

日程
令和3年4月2日～令和4年11月生 令和2年4月2日～令和3年4月1日生 平成31年4月2日～令和2年4月1日生

11月9日（水）

わんぱく０ わんぱく1 わんぱく2

すくすくセンターは、子育てを応援しています♪

相談・その他気になる事があれば、すくすくセンターまでお電話ください。
問　すくすくセンター　Tel 466-5111

★育児教室★「にゃんにゃん倶楽部」(定員各10組)

★一時預かり保育★
用事のある時やリフレッシュしたい時などに
お子様を預かります。内容

3歳未満400円・3歳以上250円（1時間あたり）料金

月～金／午前9時～午後5時日時
生後６か月～就学前のお子様（町内在住）
利用にあたっては事前の登録が必要です。対象

★離乳食後期完了食講座★ (定員10組)
概ね1歳6か月までの子の保護者
離乳食後期食・完了食のメニュー紹介と試食　

場所

内容

・電話・来所で受付　
・材料費100円を添えて申し込みください
・当日は預かり保育があります

予約

12月5日（月）　午後1時30分～3時　日時
ふれ愛センター　栄養指導室

対象
内容

11月24日（木）・30日（水）のいずれか 11月16日（水）

いずれも午前10時～11時30分
令和２年10月1日生～令和3年4月1日生のお子様とその保護者の方

日程

内容

時間
対象

11月22日（火）11月8日（火）
ふれあいあそび
製作あそび

絵本のよみきかせ

ふれあいあそび
運動あそび

絵本のよみきかせ
子育てトーク

11月15日（火）
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11月は児童虐待防止推進月間です

第24回大阪保育子育て人権研究集会

 児童虐待とは
◎身体的虐待
　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶ
る、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外にし
めだす　など

 第24回大阪保育子育て人権研究集会を下記のと
おり開催します。新型コロナウイルス感染症対策
のため、ＤＶＤ(記念講演)と冊子（分科会実践報
告）の配布（令和5年1月）での開催となりま
す。
申込について
対　　象　保育士、幼稚園教諭、子育て支援に関
　　　　　心のある方、大阪府民の方
申込期間　11月1日(火)～30日(水)
参 加 費　2,000円（大阪市・他府県からの参加
　　　　　者は4,000円）
　申込用紙は田尻町こども課窓口で配布する他、
ちゃいるどネット大阪のホームページ(http://  
www.childnet.or.jp)からもダウンロードできま
す。
内容について
　記念講演　『子どもとの対話から創る保育実践』
　　　～子どもの声に寄り添い記録を深める～
　講　　師　加藤繁美（山梨大学名誉教授）

申込・問
　第24回大阪保育子育て人権研究集会事務局
　（NPO法人ちゃいるどネット大阪）
　〒540-0006　大阪市中央区法円坂1-1-35
　アネックスパル法円坂
　Tel 06-4790-2221　Fax 06-4790-2223

　毎年11月には、大阪
府内の全市町村の首長
が189のオレンジジャ
ンパーを着て、児童虐
待防止を呼びかけてい
ます。重大な児童虐待
「 ゼ ロ 」 に 向 け て 、
『オール大阪』で取り
組みます。
　あなたの連絡（通告）で救われる子どもがいま
す。「児童虐待かも？」と思ったら、ためらわず
にすぐにお知らせください。通告は義務です。間
違いでもかまいません。虐待の事実がなかった場
合でも責任を問われることはありません。通告は
匿名で行うことも可能です。通告者や連絡内容に
関する秘密は守られます。
◎こども課
　電話番号　466-5013 
　受付日時　月～金
　　　　　　（土日・祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前8時45分～午後5時15分
◎大阪府岸和田子ども家庭センター
　夜間・休日虐待通告専用電話 
　電話番号　072-295-8737 
　受付日時　平日午後5時45分～翌日午前9時まで
　　　　　　及び土曜、日曜、祝日、年末年始
◎児童相談所虐待対応ダイヤル

子育て

児童相談所
虐待対応
ダイヤル

※通話料無料
　近くの児童相談所につながります。

◎性的虐待
　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポル
ノグラフィの被写体にする　など
◎ネグレクト
　乳幼児を家に残して外出する、食事を与えな
い、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置
する、重い病気になっても病院に連れていかな
い、他の人が子どもに暴力をふるうことなどを放
置する　など
◎心理的虐待
　言葉により脅かす、無視する、きょうだいの間
で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族に
対して暴力をふるう（ＤＶ）　など
問　こども課　Tel 466-5013　Fax 466-8841

今
月
の
お
知
ら
せ

子
育
て
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～たじりっちキッズ～
みんなでたじりっち体操＆

ニュースポーツやおもしろゲームをしよう！

日　　時　12月10日(土)　
　　　　　午前9時30分～11時頃予定
　　　　　（受付：午前9時～）
対　　象　3～5歳児及びその保護者、小学生
場　　所　田尻町立小学校　体育館
定　　員　50名
持 ち 物　上靴・動ける服装・タオル・水分・マ
　　　　　スク着用
　※体温調整できる服装で参加してください
内　　容
　　みんなで楽しくたじりっち体操を学ぼう！
　　また、じゃんけん遊びやニュースポーツなど、

　からだを使ったゲームを準備しています！
　　友達同士でも誘い合ってご参加ください。
　　親子でも楽しんでいただけます！
申込締切　12月2日（金）
申 込 先　健康課
参 加 賞　たじりっちグッズ
協力団体　スポーツ推進委員協議会、たじりっち
　　　　　体操推進員
共　　催　たじりドキドキ広場（TDF）と共催
※コロナウイルス感染症の状況によっては、中止・
　延期になる場合があります。ご了承ください。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

高齢者インフルエンザ予防接種の
無償化について

　新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの

同時流行による医療機関のひっ迫を防ぐため、今

年度に限り、インフルエンザ予防接種が無料で受

けられます。
対 象 者　田尻町住民で
　①接種当日65歳以上で接種を希望する方

465-3471

490-3700

466-2433

479-5300

490-1081

吉見665－4

吉見250－1

嘉祥寺665－1

吉見596－6
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島田診療所

川野内科クリニック

みのにしわかこ
JOYクリニック
おくのホームケア
クリニック
ひらのひまわり
クリニック

医療機関名 住　　所 電話番号

泉佐野市・熊取町・阪南市・泉南市・岬町の協力
医療機関等については、健康課までお問合せくだ
さい。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

田尻町協力医療機関

　②60歳以上65歳未満の方であって、心臓・じ
ん臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限される程度の障害を
有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免
疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度
の障害を有する人で接種を希望する方(上記
機能障害で身体障害者手帳1級又は相当程度
の方)

実施期間　12月末まで
　　　　　　(各医療機関の診察日)
　　　　　期間を過ぎると全額自己負担になりま
　　　　　す。
接種回数　実施期間中1回
申 込 み　実施医療機関に直接申し込んでくださ

い。
持 ち 物　・健康保険証、医療証など年齢と本人
　　　　　　が確認できるもの
　　　　　・上記②に該当する人で機能障害を有

する人はその旨を証明できる書類
(医師の診断書又は身体障害者手帳
など)

接種費用　無料　※令和４年度に限り
　　　　　（減免の申請は必要ありません）
そ の 他　予防接種前には必ず説明書をよく読み

ましょう。説明書は健康課もしくは接
種医療機関にあります。
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～たじりっちキッズ～
みんなでたじりっち体操＆

ニュースポーツやおもしろゲームをしよう！
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　　　　　　(各医療機関の診察日)
　　　　　期間を過ぎると全額自己負担になりま
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接種回数　実施期間中1回
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～その他随時、相談・訪問を
　　　　　　実施しています～

妊婦相談、育児相談、不妊症・不育症相談、こころとからだの相談
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

項　　　　目 対　　　　象 内容・持参品日　時・受　付
受　付　場　所

1 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

田尻町在住の方ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談

  

健康・栄養に関するいろいろな相談

11月16日（水)  午後 ※時間は個別に通知します

ふれ愛センター　1階　保健センター

11月11日（金)　午後1時30分～3時　予約制
ふれ愛センター　1階　相談受付

計測、小児科診察、育児・栄養相談、
心理相談、フッ素塗布（希望者）　　　
持ち物：母子健康手帳、質問票、バスタオル

令和3年
2月・3月・4月・5月生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　11月15日(火)　※11月1日より申し込み開始　各定員15名 
　　　　午前10時～11時30分（受付9時45分） 
場　所　ふれ愛センター　3階　軽体育室　 
持ち物　室内履きの運動靴、飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい服装 
内　容　楽しく有酸素運動・ストレッチ・筋トレ等

ウォーキングスタイリストによる
運動教室！！

健活ウォーキング

日　時　11月18日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　
　　　　※申し込み不要
場　所　シーサイドドーム入口前
持ち物　飲み物（水分補給）、タオル、運動しやすい靴 
　　　　たじりっち広場でウォーキングします 

健康カフェ

日　時　11月18日(金)　午前11時～11時45分　
場　所　ふれ愛センター1階　検査室
対　象　田尻町在住の方
内　容　健康レシピの試食と健康づくりの情報提供
メニュー　にんじんともやしのスープ（田尻中学校SDGｓメニュー）

お気軽にどうぞ

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。
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※11月の健康カフェは３密を避けるため健活ウォーキング参加者を優先とさせていただきます。

令和４年１2月より元気チェック講座
（個別の運動プログラム教室）

【今年度最後：3クール目】が始まります！

　専門職（理学療法士）による一人一人の身体
機能に応じた個別運動プログラム（筋力アップ
運動・ストレッチ等）により筋力アップを図り
ます。また、自宅でのセルフトレーニングの方
法をお伝えします。体の不調（腰痛・ひざ痛
等）や生活の中で改善したいこと等ある方は、
是非、申込みください。
申込み期限　11月17日（木）まで
対　象　者　おおむね60歳以上 　
場所・教室日/時間・参加人数

町制施行70周年記念プレ事業
田尻町立中学校2年生（SDGｓ）と

コラボ企画ウォーキングフェスを開催しました！ 
　10月15日（土）に中学生が考案したウォーキングフェスを
開催しました。総勢約70名で、講師（武當倭人氏）に歩き
方の姿勢を学び、町内をウォーキングしました。
　参加者からは、「SDGｓのことを考えていて良い企画だっ
た。」「お天気も良く、中学生が決めたコースも
良く、実技も楽しく歩くことができました。」
などの感想をいただきました。
　中学生が主体的に企画から携わったこともあ
り、中学生、中高年者、高齢者と3
世代が交流し、来年度の町制70周
年につながる良いイベントとなりま
し た 。 1 1 月 末 ま で ウ ォ ー キ ン グ
コースを歩くと大阪アスマイル事業
のポイント（1日500ポイント）を
獲得することができます。是非、皆
さんもこの機会にウォーキングを楽
しみましょう！
問　健康課　
　　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健康課定例保健事業

問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841　

嘉祥寺集会所

りんくう集会所

吉見集会所

5名

5名

5名

原則火曜日
午後2時～3時

参加人数教室日/時間場　　所

原則水曜日
午後2時～3時
原則金曜日
午前10時～11時
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　11月10日から11月16日は、アルコール関連問
題啓発週間です。
　お酒を「やめたいのにやめられない」、それ
は、依存症かもしれません。
　アルコール依存症は、飲酒のコントロールが
できなくなる病気です。「もしかして、依存症
かも？」と思ったら、ご本人やご家族だけで抱
えこまず、まずはご相談ください。
　大阪府内の依存症相談窓口は、ホームページ
をご覧ください。

  大阪府　依存症　相談　で　検索　

問　大阪府地域保健課　Tel 06-6944-7524

～アルコール依存症かも？と思ったら～

ノロウイルス食中毒を防ぎましょう！

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

ラッコ倶楽部 〈妊婦教室〉

対　象　妊婦及びその配偶者や家族　
日　時　11月29日（火）午前9時50分～正午
内　容　妊娠期・出産編
　　　　・妊娠期の生活で気をつけること
　　　　・出産、産後Ｑ＆Ａ
　　　　・リラックスマッサージ法　等
　　　　・親子ではじめる心のふれあい
講　師　助産師　森下智美
　　　　ボランティア
　　　　「お話の会　はっぴぃぶっく」
場　所　たじりふれ愛センター
　　　　1階保健センター
持ち物　母子健康手帳
申込み　11月24日（木）まで　
　　　　（きょうだい保育あり　お申込みください）
※新型コロナウイルス感染症の状況によって、中
　止となる場合があります。
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

　冬から春先にかけては、ノロウイルスが流行
しやすい季節です。ノロウイルスに感染すると
嘔吐や下痢、発熱などの症状が現れます。しか
し、感染しても症状がほとんどない場合もある
ため、知らない間に食品や調理器具にウイルス
をつけてしまい、食中毒を引き起こします。
　ノロウイルス食中毒を起こさないために、次
の点を守りましょう。
・調理時や食事前、トイレの後は石けんを使っ
　てしっかり手を洗う
・カキなどの二枚貝は、中心部分が90℃以上に
　なってから90秒以上加熱する
・使用した調理器具は、洗浄後に煮沸消毒また
　は塩素系漂白剤で消毒する
・嘔吐や下痢、発熱などの症状がある場合は、
　調理に関わらない　
　また、こまめな手洗いはノロウイルスのみな
らず、その他の感染症対策にもなるので、帰宅
時や職場到着時等で手洗いを徹底することで、
自分や周りの人を守ることにもつながります。

問　泉佐野保健所衛生課　Tel 464-9688

　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガ
ス・食料品等の価格高騰による負担増を踏ま
え、特に家計への影響が大きい住民税非課税世
帯等に対して１世帯あたり5万円を給付します。
（注：非課税世帯であっても課税されている方
に扶養されている場合は対象外となります。）
　現在、住民税非課税世帯で対象と思われる方
への確認書の発送、及び家計急変世帯等の受付
業務の準備を行っていますので、しばらくお待
ちください。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

詳しくはこちら

みんなで考えよう介護について
11月11日は「介護の日」 
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　11月10日から11月16日は、アルコール関連問
題啓発週間です。
　お酒を「やめたいのにやめられない」、それ
は、依存症かもしれません。
　アルコール依存症は、飲酒のコントロールが
できなくなる病気です。「もしかして、依存症
かも？」と思ったら、ご本人やご家族だけで抱
えこまず、まずはご相談ください。
　大阪府内の依存症相談窓口は、ホームページ
をご覧ください。

  大阪府　依存症　相談　で　検索　

問　大阪府地域保健課　Tel 06-6944-7524

～アルコール依存症かも？と思ったら～

ノロウイルス食中毒を防ぎましょう！

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

ラッコ倶楽部 〈妊婦教室〉

対　象　妊婦及びその配偶者や家族　
日　時　11月29日（火）午前9時50分～正午
内　容　妊娠期・出産編
　　　　・妊娠期の生活で気をつけること
　　　　・出産、産後Ｑ＆Ａ
　　　　・リラックスマッサージ法　等
　　　　・親子ではじめる心のふれあい
講　師　助産師　森下智美
　　　　ボランティア
　　　　「お話の会　はっぴぃぶっく」
場　所　たじりふれ愛センター
　　　　1階保健センター
持ち物　母子健康手帳
申込み　11月24日（木）まで　
　　　　（きょうだい保育あり　お申込みください）
※新型コロナウイルス感染症の状況によって、中
　止となる場合があります。
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

　冬から春先にかけては、ノロウイルスが流行
しやすい季節です。ノロウイルスに感染すると
嘔吐や下痢、発熱などの症状が現れます。しか
し、感染しても症状がほとんどない場合もある
ため、知らない間に食品や調理器具にウイルス
をつけてしまい、食中毒を引き起こします。
　ノロウイルス食中毒を起こさないために、次
の点を守りましょう。
・調理時や食事前、トイレの後は石けんを使っ
　てしっかり手を洗う
・カキなどの二枚貝は、中心部分が90℃以上に
　なってから90秒以上加熱する
・使用した調理器具は、洗浄後に煮沸消毒また
　は塩素系漂白剤で消毒する
・嘔吐や下痢、発熱などの症状がある場合は、
　調理に関わらない　
　また、こまめな手洗いはノロウイルスのみな
らず、その他の感染症対策にもなるので、帰宅
時や職場到着時等で手洗いを徹底することで、
自分や周りの人を守ることにもつながります。

問　泉佐野保健所衛生課　Tel 464-9688

　物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガ
ス・食料品等の価格高騰による負担増を踏ま
え、特に家計への影響が大きい住民税非課税世
帯等に対して１世帯あたり5万円を給付します。
（注：非課税世帯であっても課税されている方
に扶養されている場合は対象外となります。）
　現在、住民税非課税世帯で対象と思われる方
への確認書の発送、及び家計急変世帯等の受付
業務の準備を行っていますので、しばらくお待
ちください。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

詳しくはこちら

みんなで考えよう介護について
11月11日は「介護の日」 
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　なごみの里は、どなたも気軽に集えるカフェ
として毎月第２木曜日に吉見集会所でオープン
しています。コロナウイルス感染症の影響で休
止していましたが、10月から再開しています。
　温かい人間関係のある地域を一緒につくって
いきましょう。
なごみの里カフェの開催予定
日　時　11月10日（木）午後1時～4時
場　所　吉見集会所
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

なごみの里カフェ再開しています

　障がい者の自立と社会参加及び府民の障がい
や障がいのある人への正しい理解を目的とした
「第19回共に生きる障がい者展（ともいき）」
を開催します。
　11月19日（土）は、関西テレビ藤本景子アナウ

第19回共に生きる障がい者展

～みんなのこころをつなぐ　気持ちの良いあいさつ～

「おはようございます！」「こんにちは！」

元気の良いあいさつは気持ちがいいですね。

あいさつをしたほうもされたほうも元気がでます。

家族や学校・地域の人、あいさつはたくさんの人のこころをつないでいます。

今日も気持ちのいいあいさつで、大切な誰かを元気にしてみてはどうでしょうか？

■「こころの再生」府民運動　

　Facebookページ：https://ja-jp.facebook.com/kokoronosaisei/

■「こころの再生」府民運動
　ホームページ：https://www.kokoro-saisei.jp/   

　「こころの再生」府民運動では、あいさつ運動に

取り組む府内全ての学校をサポートしています。

問　大阪府教育庁教育総務企画課　Tel 06-6944-8042

11月は「こころの再生」府民運動推進月間です！11月は「こころの再生」府民運動推進月間です！

Facebookはこちら

ホームページはこちら

ンサーを司会に迎え、ミサイルマン西代洋さん
等に参加いただき、知的障がい・発達障がいと
合理的配慮について考えていただけるフォーラ
ムを開催。縁日などが出る「ちょっくらわくわ
くまつり」も同時開催します。20日（日）は、
「大阪府障がい者芸術・文化コンテスト2022」
などを開催します。
　 両 日 と も 、 音 楽 フ ェ ス テ ィ バ ル 「 泉 ヶ 丘
BANDSTAND2022」やビッグバンによるキッチ
ンカー出店などイベントが盛りだくさん。ぜひ
ご来場ください。
日　時　11月19日（土）、20日（日）
　　　　午前10時～午後4時（入場無料）
場　所　国際障害者交流センター
　　　　（ビッグ・アイ）
　　　　泉北高速鉄道「泉ケ丘」駅下車200ｍ

問　府民お問合わせセンターピピッとライン
　　Tel 06-6910-8001　FAX 06-6910-8005
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

 住民票の写しなどの不正請求や不正取得を防止
するため、住民票の写しなどを代理人や第三者
に交付したとき、本人にその事実を通知するも
のです（事前登録が必要です。）。
対象者
・本町の住民基本台帳に記載されている人（た

だし、他市町村に転出してから5年を経過して
いる場合、登録できません。）

・本町が作成した戸籍に記載されている人、ま
たは戸籍に記載されたことがある人

詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

問　住民課　
　　Tel 466-5004　Fax 465-3794

住民票の写しなどの第三者への
交付事実の通知制度

　整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受
ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサー
ジを受ける場合、健康保険を適用できるケース
は限られています。正しくご理解いただき、適
切な受診をすることで医療費の適正化にもつな
がりますので、ご協力をお願いします。

①柔道整復師の施術を受けるとき
［健康保険が使える場合］

・骨折・脱臼・打撲及び捻挫等（いわゆる肉ば
　なれを含む。）
　※骨折・脱臼については、応急手当をする場
　　合を除き、あらかじめ医師の同意を得るこ
　　とが必要です。

柔道整復、はり、きゅう、
あん摩・マッサージのかかり方

住民・戸籍

後期高齢者医療

路上喫煙、たばこのポイ捨ては禁止です
～マナーを守ってきれいな街に～　　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

［施術を受けるときの注意］
 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保
険の対象にならず、全額自己負担になります。
②医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・
　マッサージの施術を受けるとき
［健康保険が使える場合］
●はり、きゅう
　神経痛・リウマチ・頸腕（けいわん）症候
群・五十肩・腰痛症・頸椎（けいつい）捻挫後
遺症・その他慢性的な疼痛（とうつう）を主症
とする疾患
●あん摩・マッサージ
　筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージ
を必要とする症例

［施術を受けるときの注意］
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した

同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾

病予防のためのマッサージなどは保険の対象
とならず、全額自己負担になります。

・保険医療機関（病院、診療所など）で同じ対象
疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう
施術を受けても保険の対象にはなりません。

　柔道整復等の施術を受けられたときは、医療
費控除の対象となりますので、必ず領収書を受
け取りましょう。
　柔道整復師等が患者の方に代わって保険請求
を行うことが認められているため、自己負担を
支払うことで施術を受けることができます。施
術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術
内容等を確認し、署名または押印してください。

問　大阪府後期高齢者広域連合　給付課 
　　Tel 06-4790-2031　Fax  06-4790-2030
　　※受付時間：月～金曜日(祝日を除く)　
　　　午前9時～午後5時30分
　　または
　　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　今年度の特定健診はもう受けられましたか？

　まだの方は、医療機関（個別健診）や人間

ドックでも受診可能です。また、がん検診と一

緒に受診できるふれ愛健診(集団健診)は以下の

日程となります。

年に1度の特定健診を、ぜひ受けましょう！ 

 ふれ愛健診(集団健診)

申込期間　令和5年1月10日（火）～1月16日（月）

申 込 先　健康課（窓口または電話）

　　　　　Tel 466-8811

健 診 日　令和5年2月15日（水）・2月16日（木）
 

 医療機関（個別健診）

　各医療機関に直接ご予約をお願いします。

※受診可能な医療機関は住民課にお問い合わせ

ください。

※受診券のない方は住民課で再発行いたしま

す。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

40歳～74歳の国民健康保険加入者の方へ

　個人事業主の方で、令和3年分（基準期間）

の課税売上が1,000万円を超えている場合や令

和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間

（特定期間）の課税売上高が1,000万円を超え

ている場合には、令和5年分は消費税の課税事

業者に該当します。

　令和5年分から新たに課税事業者となる場合

には、納税地の所轄税務署に届出が必要です。

　特定期間における1,000万円の判定は、課税

売上高に代えて、給与等支払額の合計額による

こともできます。

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

消費税の届出はお済みですか？

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

　国民年金保険料は所得税及び住民税の申告に

おいて全額が社会保険料控除の対象となりま

す。（その年の1月1日から12月31日までに納付

した保険料が該当します）

　この社会保険料控除を受けるためには、支

払ったことを証明する書類の添付が義務付けら

れていますので、令和4年1月1日から9月30日ま

での間に国民年金保険料を納付された方に対

し、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明

書」が11月上旬に日本年金機構から送付されま

す。

　年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書

（又は領収証書）を添付してください。

　なお、10月1日から12月31日までの間に今年

はじめて国民年金保険料を納付された方には、

来年の2月上旬に送付されます。

問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます

国　保

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、

未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、い

つでもご自身の年金記録を確認できるほか、将

来の年金受給見込額について、ご自身の年金記

録を基に様々なパターンの試算をすることもで

きます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機

構のホームページにてご確認いただくか、貝塚

年金事務所にお問合せください。

問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

11月30日は「年金の日です」

年　金

税
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

 住民票の写しなどの不正請求や不正取得を防止
するため、住民票の写しなどを代理人や第三者
に交付したとき、本人にその事実を通知するも
のです（事前登録が必要です。）。
対象者
・本町の住民基本台帳に記載されている人（た

だし、他市町村に転出してから5年を経過して
いる場合、登録できません。）

・本町が作成した戸籍に記載されている人、ま
たは戸籍に記載されたことがある人

詳しくはホームページをご覧くだ
さい。

問　住民課　
　　Tel 466-5004　Fax 465-3794

住民票の写しなどの第三者への
交付事実の通知制度

　整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受
ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサー
ジを受ける場合、健康保険を適用できるケース
は限られています。正しくご理解いただき、適
切な受診をすることで医療費の適正化にもつな
がりますので、ご協力をお願いします。

①柔道整復師の施術を受けるとき
［健康保険が使える場合］

・骨折・脱臼・打撲及び捻挫等（いわゆる肉ば
　なれを含む。）
　※骨折・脱臼については、応急手当をする場
　　合を除き、あらかじめ医師の同意を得るこ
　　とが必要です。

柔道整復、はり、きゅう、
あん摩・マッサージのかかり方

住民・戸籍

後期高齢者医療

路上喫煙、たばこのポイ捨ては禁止です
～マナーを守ってきれいな街に～　　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

［施術を受けるときの注意］
 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保
険の対象にならず、全額自己負担になります。
②医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・
　マッサージの施術を受けるとき
［健康保険が使える場合］
●はり、きゅう
　神経痛・リウマチ・頸腕（けいわん）症候
群・五十肩・腰痛症・頸椎（けいつい）捻挫後
遺症・その他慢性的な疼痛（とうつう）を主症
とする疾患
●あん摩・マッサージ
　筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージ
を必要とする症例

［施術を受けるときの注意］
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した

同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾

病予防のためのマッサージなどは保険の対象
とならず、全額自己負担になります。

・保険医療機関（病院、診療所など）で同じ対象
疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう
施術を受けても保険の対象にはなりません。

　柔道整復等の施術を受けられたときは、医療
費控除の対象となりますので、必ず領収書を受
け取りましょう。
　柔道整復師等が患者の方に代わって保険請求
を行うことが認められているため、自己負担を
支払うことで施術を受けることができます。施
術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術
内容等を確認し、署名または押印してください。

問　大阪府後期高齢者広域連合　給付課 
　　Tel 06-4790-2031　Fax  06-4790-2030
　　※受付時間：月～金曜日(祝日を除く)　
　　　午前9時～午後5時30分
　　または
　　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　今年度の特定健診はもう受けられましたか？

　まだの方は、医療機関（個別健診）や人間

ドックでも受診可能です。また、がん検診と一

緒に受診できるふれ愛健診(集団健診)は以下の

日程となります。

年に1度の特定健診を、ぜひ受けましょう！ 

 ふれ愛健診(集団健診)

申込期間　令和5年1月10日（火）～1月16日（月）

申 込 先　健康課（窓口または電話）

　　　　　Tel 466-8811

健 診 日　令和5年2月15日（水）・2月16日（木）
 

 医療機関（個別健診）

　各医療機関に直接ご予約をお願いします。

※受診可能な医療機関は住民課にお問い合わせ

ください。

※受診券のない方は住民課で再発行いたしま

す。

問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

40歳～74歳の国民健康保険加入者の方へ

　個人事業主の方で、令和3年分（基準期間）

の課税売上が1,000万円を超えている場合や令

和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間

（特定期間）の課税売上高が1,000万円を超え

ている場合には、令和5年分は消費税の課税事

業者に該当します。

　令和5年分から新たに課税事業者となる場合

には、納税地の所轄税務署に届出が必要です。

　特定期間における1,000万円の判定は、課税

売上高に代えて、給与等支払額の合計額による

こともできます。

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

消費税の届出はお済みですか？

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

　国民年金保険料は所得税及び住民税の申告に

おいて全額が社会保険料控除の対象となりま

す。（その年の1月1日から12月31日までに納付

した保険料が該当します）

　この社会保険料控除を受けるためには、支

払ったことを証明する書類の添付が義務付けら

れていますので、令和4年1月1日から9月30日ま

での間に国民年金保険料を納付された方に対

し、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明

書」が11月上旬に日本年金機構から送付されま

す。

　年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書

（又は領収証書）を添付してください。

　なお、10月1日から12月31日までの間に今年

はじめて国民年金保険料を納付された方には、

来年の2月上旬に送付されます。

問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます

国　保

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、

未来の生活設計について考えてみませんか。

　「ねんきんネット」をご利用いただくと、い

つでもご自身の年金記録を確認できるほか、将

来の年金受給見込額について、ご自身の年金記

録を基に様々なパターンの試算をすることもで

きます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機

構のホームページにてご確認いただくか、貝塚

年金事務所にお問合せください。

問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

11月30日は「年金の日です」
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ごみを出す時間は必ず守りましょう！清掃車が来る時間ではありません！

生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794
可燃ごみ、カン・ビン・ペットは午前８時まで、廃プラ、新聞等は正午まで

一貫校への取組を強化します！お知らせ

生活・環境

　年末調整に関する動画やパンフレットは、国
税庁ホームページ「年末調整がよくわかるペー
ジ」をご覧ください。
　年末調整の関係用紙も取得することができま
す。
　なお、納税協会で年末調整説明会を開催して
います。

年末調整

　しない！させない！許さない！
　廃棄物の野焼き、崩れそうなほどに積み上げ
る野積み、不法投棄は、法律で禁止されていま
す。これらを見つけたら、市町村、大阪府また
は警察に通報してください。不適正処理の未然
防止と早期解決にご協力をお願いします。

問　大阪府泉州農と緑の総合事務所　環境指導課
　　Tel 439-3601(内線228）　Fax 439-3810

11月は大阪府産業廃棄物
不適正処理防止推進強化月間です

 廃業、休業または業況不振などの理由により、
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令
和4年11月15日（火）までに「予定納税額の減額申
請書」を所轄の税務署へ提出してください。
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

所得税及び復興特別所得税の
予定納税のお知らせ（第２期分）

大阪府からのお知らせ
～個人事業税の納期限～

（年末調整のページ） （説明会のページ）

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

納期限は、令和４年11月30日（水）です。

 第2期分の納付書は、第1期分の納付書に同封し
ています。年間の税額が1万円以下の場合、第2
期分の納付書はありません。
 口座振替をご利用の場合、納付書は郵送してい
ません。
　納付書を破損・紛失された場合は、府税事務所
へお問い合わせください。

納期限は、令和４年11月30日（水）です。

※納税が困難な場合は、納税の猶予制度がありま
　す。

府税のＨＰ　府税あらかると  →

　　　　　　納税方法等について　を　検索

問　大阪府泉南府税事務所　Tel 439-3601

　たじりっちバス(いずみさの・たじりコミュ
ニティバス)は、全区間、無料でご乗車いただ
けます。町内の公共施設だけでなく、お隣の泉
佐野市内の駅や病院等も巡回していますので、
ぜひ、ご利用ください。
　詳しくは、ホームページか路線図・時刻表を
ご覧ください。
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

無料でご乗車できます！
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

みどりのボランティア大募集！

耐震診断補助
　対 象 者　補助対象建築物の所有者
　補助金額　耐震診断費用の10/11以内で5万円が
　　　　　　限度額（ただし、耐震費用1,100円／㎡
　　　　　　以内）
耐震改修補助
　対 象 者　下記条件をすべて満たす方
　　　　　　・補助対象建築物の所有者（個人）
　　　　　　・所有者の直近の課税所得金額が507
　　　　　　　万円未満の方
　補助金額　耐震改修計画の作成、耐震改修工事に
　　　　　　要する費用で40万円（又は60万円）が限
　　　　　　度額
　補助対象建築物など詳しくはホームページをご覧
いただくか、都市みどり課
までお問い合わせください。

問　都市みどり課　
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

耐震診断・耐震改修の補助制度

　公共施設を花や緑で彩っていただけるみどりのボ
ランティア（グループや個人）を募集しています。
活動場所　役場本庁舎、ふれ愛センター、交流広場、

公民館、道路、公園など
活動内容　花木の植え替え、維持管理（除草及び清

掃を含む）など
町の支援　①ボランティア活動保険への加入
　　　　　②園芸用具（スコップ、軍手、ジョウロな

　ど）の貸与
　　　　　③花木の種苗、腐葉土、肥料など（1団体

　5万円分まで）
応募方法　都市みどり課で受け付けます。

問　都市みどり課

　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

　商工業の経営安定と振興を図るため、次の融資
を受けている町内商工業者が下記対象期間内に元
金返済とともに金融機関に支払った償還利子につ
いて、その一部を補給します。
１ 対象となる融資金の区分
①運転資金及び設備資金
　大阪府が行う大阪府中小企業融資制度に定める

開業サポート資金又は小規模企業サポート資金
の融資を受けているとき

②経営改善資金
　大阪府が行う大阪府中小企業融資制度に定める

経営安定サポート資金又は日本政策金融公庫が
行う小企業等経営改善資金貸付「マルケイ融
資」を受けているとき

利子補給対象者
　代表者が町内に居住し、町内で事業を営んでい
るもの（法人については、町内に本社を有するこ
と。）
融資金の限度額　2,000万円
利子補給限度額
　年１パーセントの利率に相当する利子額
２  利子補給の要件
　※いずれも納期が到来した町税を完納してい　
　ること。
　※複数の融資を受けている場合は、希望する　
　いずれか1件のみが対象
　※コロナ支援により、別途利子補給等を受け　
　ている融資は対象外です。
３  対象期間　
　　令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
４  申請方法　
　　11月1日（火）から産業振興課（役場別館１階）

で申請書類等を配布します。必要な書類をそろ
えて申込期限までに必ず提出してください。

＊ホームページからも申請書のダウンロードは　
可能です。
５  申込期限　11月30日（水）

問　産業振興課
　　Tel  466-5008　Fax 466-5025

田尻町商工業振興資金利子補給制度の
申請受付について
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ごみを出す時間は必ず守りましょう！清掃車が来る時間ではありません！

生活環境課 　Tel 466-5005　Fax 465-3794
可燃ごみ、カン・ビン・ペットは午前８時まで、廃プラ、新聞等は正午まで

一貫校への取組を強化します！お知らせ

生活・環境

　年末調整に関する動画やパンフレットは、国
税庁ホームページ「年末調整がよくわかるペー
ジ」をご覧ください。
　年末調整の関係用紙も取得することができま
す。
　なお、納税協会で年末調整説明会を開催して
います。

年末調整

　しない！させない！許さない！
　廃棄物の野焼き、崩れそうなほどに積み上げ
る野積み、不法投棄は、法律で禁止されていま
す。これらを見つけたら、市町村、大阪府また
は警察に通報してください。不適正処理の未然
防止と早期解決にご協力をお願いします。

問　大阪府泉州農と緑の総合事務所　環境指導課
　　Tel 439-3601(内線228）　Fax 439-3810

11月は大阪府産業廃棄物
不適正処理防止推進強化月間です

 廃業、休業または業況不振などの理由により、
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令
和4年11月15日（火）までに「予定納税額の減額申
請書」を所轄の税務署へ提出してください。
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

所得税及び復興特別所得税の
予定納税のお知らせ（第２期分）

大阪府からのお知らせ
～個人事業税の納期限～

（年末調整のページ） （説明会のページ）

問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

納期限は、令和４年11月30日（水）です。

 第2期分の納付書は、第1期分の納付書に同封し
ています。年間の税額が1万円以下の場合、第2
期分の納付書はありません。
 口座振替をご利用の場合、納付書は郵送してい
ません。
　納付書を破損・紛失された場合は、府税事務所
へお問い合わせください。

納期限は、令和４年11月30日（水）です。

※納税が困難な場合は、納税の猶予制度がありま
　す。

府税のＨＰ　府税あらかると  →

　　　　　　納税方法等について　を　検索

問　大阪府泉南府税事務所　Tel 439-3601

　たじりっちバス(いずみさの・たじりコミュ
ニティバス)は、全区間、無料でご乗車いただ
けます。町内の公共施設だけでなく、お隣の泉
佐野市内の駅や病院等も巡回していますので、
ぜひ、ご利用ください。
　詳しくは、ホームページか路線図・時刻表を
ご覧ください。
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

無料でご乗車できます！
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

みどりのボランティア大募集！

耐震診断補助
　対 象 者　補助対象建築物の所有者
　補助金額　耐震診断費用の10/11以内で5万円が
　　　　　　限度額（ただし、耐震費用1,100円／㎡
　　　　　　以内）
耐震改修補助
　対 象 者　下記条件をすべて満たす方
　　　　　　・補助対象建築物の所有者（個人）
　　　　　　・所有者の直近の課税所得金額が507
　　　　　　　万円未満の方
　補助金額　耐震改修計画の作成、耐震改修工事に
　　　　　　要する費用で40万円（又は60万円）が限
　　　　　　度額
　補助対象建築物など詳しくはホームページをご覧
いただくか、都市みどり課
までお問い合わせください。

問　都市みどり課　
　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

耐震診断・耐震改修の補助制度

　公共施設を花や緑で彩っていただけるみどりのボ
ランティア（グループや個人）を募集しています。
活動場所　役場本庁舎、ふれ愛センター、交流広場、

公民館、道路、公園など
活動内容　花木の植え替え、維持管理（除草及び清

掃を含む）など
町の支援　①ボランティア活動保険への加入
　　　　　②園芸用具（スコップ、軍手、ジョウロな

　ど）の貸与
　　　　　③花木の種苗、腐葉土、肥料など（1団体

　5万円分まで）
応募方法　都市みどり課で受け付けます。

問　都市みどり課

　　Tel 466-5006　Fax 466-5025

　商工業の経営安定と振興を図るため、次の融資
を受けている町内商工業者が下記対象期間内に元
金返済とともに金融機関に支払った償還利子につ
いて、その一部を補給します。
１ 対象となる融資金の区分
①運転資金及び設備資金
　大阪府が行う大阪府中小企業融資制度に定める

開業サポート資金又は小規模企業サポート資金
の融資を受けているとき

②経営改善資金
　大阪府が行う大阪府中小企業融資制度に定める

経営安定サポート資金又は日本政策金融公庫が
行う小企業等経営改善資金貸付「マルケイ融
資」を受けているとき

利子補給対象者
　代表者が町内に居住し、町内で事業を営んでい
るもの（法人については、町内に本社を有するこ
と。）
融資金の限度額　2,000万円
利子補給限度額
　年１パーセントの利率に相当する利子額
２  利子補給の要件
　※いずれも納期が到来した町税を完納してい　
　ること。
　※複数の融資を受けている場合は、希望する　
　いずれか1件のみが対象
　※コロナ支援により、別途利子補給等を受け　
　ている融資は対象外です。
３  対象期間　
　　令和3年10月1日から令和4年9月30日まで
４  申請方法　
　　11月1日（火）から産業振興課（役場別館１階）

で申請書類等を配布します。必要な書類をそろ
えて申込期限までに必ず提出してください。

＊ホームページからも申請書のダウンロードは　
可能です。
５  申込期限　11月30日（水）

問　産業振興課
　　Tel  466-5008　Fax 466-5025

田尻町商工業振興資金利子補給制度の
申請受付について
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　田尻町では、就労を希望しているにもかかわら
ず、就職が難しいと感じている方を支援していま
す。無料で講座を受講することができますので、ぜ
ひ、この機会をご活用ください。

（1）パソコン基礎講座等
講座内容　（①～④のうち一つの講座を受講でき
　ます）
　①パソコン基礎講座
　（50分×6回、テキスト代：1,100円）
　②Word/Excel/PowerPoint基礎講座
　（50分×10回、テキスト代：1,100円）
　＊いずれか1科目選択式
　③MOS Word/Excel/PowerPoint資格取得対策
　　講座（50分×10回、テキスト代：2,310円、
　　PowerPoint資格取得対策講座は2,530円）
　＊いずれか1科目選択式
　④日商PC検定（3級）文書作成/データ活用対
　　策講座（50分×12回、テキスト代3,080円）
受講期間　12月1日（木）～令和5年3月31日（金）
場　　所　ピーシーポートキャリアカレッジ東
　　　　　岸和田駅前校（JR阪和線「東岸和田
　　　　　 駅」徒歩3分）
定　　員　8名
応募条件　〇講座すべてを受講できる方
　　　　　〇パソコン基礎講座等を受講し、就
　　　　　　職又は転職を希望する方
費　　用　講座の受講料は無料
＊ただし、テキスト代、資格取得受験料及び交

通費等は自己負担となります。（生活保護受
給者は、本町がテキスト代も負担します。）

（2）フォークリフト運転技能講習
講座日程　
　①、②のどちらかの日程をお選びください。
　　日程①　1月16日（月）～19日（木）
　　日程②　1月7日（土）、8日（日）、14日（土）、
　　　　　　15日（日）
　午前9時～午後6時30分
　（両日程とも最終日は午後7時30分）

就労支援講座（パソコン基礎講座、フォークリフト運転技能講習）を開催
場　　所　株式会社エース産業（ドライビング
　　　　　スクールかいなん教習所）
　　　　　泉佐野市鶴原309
定　　員　日程①3名、日程②3名
応募条件　〇講座すべてを受講できる方
　　　　　○普通車、準中型車、中型車、大型車、
　　　　　　大型特殊（カタピラ限定）、二種免
　　　　　　許のいずれかを所持している方
　　　　　〇フォークリフト運転技能講習を受講
　　　　　　し、就職又は転職を希望する方
費　　用　講座の受講料は無料
＊ただし、テキスト代（1,500円）、交通費等　

は自己負担となります。（生活保護受給者のテ
キスト代は町が負担します）

◎講座の申込は
申込期間　11月7日（月）～11月22日（火）
　　　　　＊申込期間終了後、受講枠に空き 

　　　　があれば追加申込を受け付けま
　　　　す。

対 象 者　本町に在住の就職困難者で、申込
時に就労相談（15分程度）を受
けられる方（就労意欲の高い人な
ど、受講必要度が高い方を優先し
ます。）

　　　　　＊就職困難者とは、働く意欲があ
りながらさまざまな就労阻害要
因があるために、就労が困難な
方。（ひとり親家庭の方、就労
経験のない若年者等）

申込方法　産業振興課（役場別館1階）に備
え付けの申込書でお申し込みくだ
さい。

＊その他、別機関で実施している就労支援講座
　（有料含む）もございますので、お問い合わせ
　ください。
問　産業振興課　Tel 466-5008　Fax 466-5025
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

　田尻町では、就労を希望しているにもかかわら
ず、就職が難しいと感じている方を支援していま
す。無料で講座を受講することができますので、ぜ
ひ、この機会をご活用ください。

（1）パソコン基礎講座等
講座内容　（①～④のうち一つの講座を受講でき
　ます）
　①パソコン基礎講座
　（50分×6回、テキスト代：1,100円）
　②Word/Excel/PowerPoint基礎講座
　（50分×10回、テキスト代：1,100円）
　＊いずれか1科目選択式
　③MOS Word/Excel/PowerPoint資格取得対策
　　講座（50分×10回、テキスト代：2,310円、
　　PowerPoint資格取得対策講座は2,530円）
　＊いずれか1科目選択式
　④日商PC検定（3級）文書作成/データ活用対
　　策講座（50分×12回、テキスト代3,080円）
受講期間　12月1日（木）～令和5年3月31日（金）
場　　所　ピーシーポートキャリアカレッジ東
　　　　　岸和田駅前校（JR阪和線「東岸和田
　　　　　 駅」徒歩3分）
定　　員　8名
応募条件　〇講座すべてを受講できる方
　　　　　〇パソコン基礎講座等を受講し、就
　　　　　　職又は転職を希望する方
費　　用　講座の受講料は無料
＊ただし、テキスト代、資格取得受験料及び交

通費等は自己負担となります。（生活保護受
給者は、本町がテキスト代も負担します。）

（2）フォークリフト運転技能講習
講座日程　
　①、②のどちらかの日程をお選びください。
　　日程①　1月16日（月）～19日（木）
　　日程②　1月7日（土）、8日（日）、14日（土）、
　　　　　　15日（日）
　午前9時～午後6時30分
　（両日程とも最終日は午後7時30分）

就労支援講座（パソコン基礎講座、フォークリフト運転技能講習）を開催
場　　所　株式会社エース産業（ドライビング
　　　　　スクールかいなん教習所）
　　　　　泉佐野市鶴原309
定　　員　日程①3名、日程②3名
応募条件　〇講座すべてを受講できる方
　　　　　○普通車、準中型車、中型車、大型車、
　　　　　　大型特殊（カタピラ限定）、二種免
　　　　　　許のいずれかを所持している方
　　　　　〇フォークリフト運転技能講習を受講
　　　　　　し、就職又は転職を希望する方
費　　用　講座の受講料は無料
＊ただし、テキスト代（1,500円）、交通費等　

は自己負担となります。（生活保護受給者のテ
キスト代は町が負担します）

◎講座の申込は
申込期間　11月7日（月）～11月22日（火）
　　　　　＊申込期間終了後、受講枠に空き 

　　　　があれば追加申込を受け付けま
　　　　す。

対 象 者　本町に在住の就職困難者で、申込
時に就労相談（15分程度）を受
けられる方（就労意欲の高い人な
ど、受講必要度が高い方を優先し
ます。）

　　　　　＊就職困難者とは、働く意欲があ
りながらさまざまな就労阻害要
因があるために、就労が困難な
方。（ひとり親家庭の方、就労
経験のない若年者等）

申込方法　産業振興課（役場別館1階）に備
え付けの申込書でお申し込みくだ
さい。

＊その他、別機関で実施している就労支援講座
　（有料含む）もございますので、お問い合わせ
　ください。
問　産業振興課　Tel 466-5008　Fax 466-5025
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　11月16日（水）に「全国一斉情報伝達訓練」が
行われます。
 田尻町においても訓練放送が行われますので、
ご理解・ご協力をお願いいたします。
　ただし、皆さまには特に行動していただく必
要はありません。
実 施 日　11月16日（水）　午前11時頃
放送内容　チャイム　⇒　「これは、Jアラートの 
　　　　　テストです。」×３回　⇒　チャイム
問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

Jアラートによる
全国一斉情報伝達訓練の実施

「防災士養成研修講座」受講者募集

　地区会では、昨年に引き続き、11月27日（日）
に行う美化運動にあわせて、災害を想定した
「安否確認訓練」を実施します。
　コロナ禍においても、災害はいつ発生するか
分かりません。有事の時に備え積極的な参加を
お願いします。
  午前9時00分
　訓練開始を知らせる町内放送や避難指示の放
送、緊急速報メール（エリアメール）の配信を
行います。
（まずは自身を守る行動、家族の安否を確認
し、火気の確認、避難の準備・開始）　
　家にいる家族の無事を確認した後、無事を知
らせる「無事印タオルまたは、たじりっちエコ
バック等」を速やかに玄関先に掲げてください。
　その後、自分の隣保班の「一時集合場所」に
行き、隣保班長から点呼を受け、ご近所の方の
「無事」が確認できたら終了です。
  午前10時00分　訓練終了
※転入等の理由により無事印タオルをもらって

いない方は、各地区長または安全安心まちづ
くり推進局まで。

　

問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

「安否確認訓練」を実施

　地域の自主防災活動のリーダーを養成するた
め、NPO法人日本防災士機構が認証する防災士の
資格取得を目指し、防災士養成研修講座を開催し
ます。
※研修日の１ヶ月前に研修実施機関から届くテキ

ストで事前研修が必要です。最終日に資格取得
試験を行います。
日　　時　令和5年1月14日（土）・15日（日）
　　　　　午前9時～午後6時頃　
　　　　　※2日間とも参加必須
会　　場　エブノ泉の森ホール
応募期間　11月1日（火）～11月22日（火）
応募条件
　1．町内に在住、在勤の方
　2．年齢が18歳以上の方
　3．当講座を受講後「田尻町自主防災会防災サ
　　  ポーター」に登録していただける方
定　　員　10名（先着順）
費　　用　無料（防災士資格認証登録料は自己負担）
自主防災会防災サポーター
・主な活動内容
　　防災訓練や地域防災活動の支援、災害時の避
　難所運営支援など
応募方法
　申込書に必要事項を記入の上、安全安心まちづ
くり推進局まで提出してください。
　申込書は、安全安心まちづくり推進局に設置し
ています。
受付時間　午前8時45分～午後5時15分
　　　　　（土・日・祝を除く。）

問　安全安心まちづくり推進局
　　Tel 466-5009　Fax 466-5025

安全・安心トピックス

ぶ じ る し
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玄関付近に備えておこう！
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泉州南消防組合公式マスコットキャラクター「せん助」の着ぐるみが寄贈されました！

119だより

　泉州南消防組合の業務開始から10年目を迎えるにあたり、消防業務のより効果的な広報と住民の防

火・防災意識の高揚や普及啓発を図るため、昨年度に一般公募により誕生した泉州南消防組合公式マス

コットキャラクター「せん助」ですが、この度、泉佐野市内の東京製綱株式会社 いこらも～る泉佐野様

（総支配人　中湖　康光様）から着ぐるみの寄贈を受け、令和4年10月11日（火）に消防本部にて寄贈式

を執り行い、御厚意に対して管理者（山本　優真 泉南市長）から感謝状を贈呈しました。

　消防組合では、管内の消防関係行事に「せん助」を参加させ、広報活動はもとより、住民の皆様に親

しまれるよう活動いたします。

「せん助」の生立ちと名前の由来

　泉州南消防組合の「泉（せん）」と住民を助けるの「助」から名付けられたものであり、

江戸時代からタイムスリップしてきた火消し見習いで、力強いガッツポーズで気合いを入れ

て、みんなに頼られる立派な火消しになるために頑張っています。

※左からせん助、中湖総支配人、原田代表取締役社長、山本管理者、
　千代松副管理者、森本消防長
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　11月9日（水）から15日（火）までの一週間、秋の火災予防運動が実施されます。
　令和3年中の全国の火災による死者1,400人のうち、約65％が住宅火災によるもので、そのうち約75％
が65歳以上の高齢者でした。
　火災の発生しやすいこの時期に、今一度、住宅防火について考えてみてください。

●   寝たばこは絶対にしない、させない
●  ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
●  こんろを使うときは火のそばを離れない
●  コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

●   ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
●   住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
●   寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
●   消火器等を設置し、使い方を確認しておく
●   お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し備えておく
●   防火防災訓練へ参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

秋の火災予防運動が始まります　11月9日（水）～11月15日（火）

『お出かけは　マスク戸締り　火の用心』（全国統一防火標語）

問　泉州南広域消防本部　警防部　予防課　Tel 469-0886（直通）　Fax 460-2119

11月9日は「119番の日」11月9日は「119番の日」

119（局番なし）
【消防車・救急車を呼ぶ】

♯7119 又は
06-6582-7119
【救急安心センターおおさか】
（救急車？病院？  迷ったとき）

072-469－0119
（病院を知りたい時）
【泉佐野市にある
　　　消防指令センター】

072-463-0009
【音声自動応答サービス】

災害案内

～泉州南広域消防本部　警防部指揮司令課～
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　長い歴史を通して「人間らしく生きたい」という人々の願いが「ヒューマンライツ」を生み出しま
した。世界各地で様々な時代に作られた音楽には、「自由になりたい」「平和が欲しい」「差別をな
くしたい」など人々の希望や願望が宿っています。
　今回は、「音楽をとおして人権を考える」をテーマに、松本城洲夫さんのお話とアンサンブル・サ
ビーナの演奏によるトーク＆コンサートを開催します。

企画人権課　人権・男女共生室
Tel 466-5019　Fax 466-8725

問

たじり人権のつどい2022　ヒューマンライツ・トーク＆コンサート　～音楽に込められたメッセージ～

人権のひろば

町制施行70周年記念プレ事業

　人権週間（12月４日～10日）を迎えるに
あたり、下記のとおり人権擁護委員による
特設相談を開設します。
　電話又はFAXでのご相談もお受けします。
お気軽にご相談ください。

人権週間　特設人権相談

相談無料・秘密厳守

日　時　12月2日（金） 午後1時～4時
場　所　ふれ愛センター１階　団体活動室
内　容　なんでもお受けします。

日　　時
12月10日（土）　
午後１時30分～3時30分
（午後1時　開場）

場　　所 田尻町立公民館　１階　ホール

出　　演
松本城洲夫さん
アンサンブル・サビーナの皆さま
（イタリア生活文化交流協会）

演奏予定
クラシック音楽、世界の音楽・民謡、
ゴスペルソング、日本の歌曲

田尻町人権協会・田尻町
岸和田人権擁護委員協議会（田尻町地区）

定　　員 100名（全席自由席）

入 場 料

主　　催

無料

あり

申込期間
11月７日（月）～25日（金）　
受付時間は午前9時～午後5時

申込方法

手話通訳

一時保育

そ の 他

電話・FAX・メール(kijin@town.tajiri.
osaka.jp)で、参加者のお名前・ご住
所・連絡先を企画人権課へお知らせ
ください。(お一人3人まで)。先着順。
定員に達した時点で締切。オンラ
インでの視聴（期間限定）をご希望
の方は、メールで合わせてお知らせ
ください。

先着６名　
希望される方は、11月25日(金)まで
に企画人権課へお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症の感染状
況等により、事業内容を変更したり、
中止したりすることがあります。

アンサンブル・サビーナの皆さん松本城洲夫さん
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　夫やパートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ス
トーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラ
スメントなど女性に対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、決して許されるものではあり
ません。
　このような暴力をなくすため、毎年11月12日～25
日（11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」で
す）の２週間が女性に対する暴力をなくす運動の期間
として取り組みの強化が図られています。
　この機会に女性に対する暴力についてともに考え、
暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さない社会
づくりに取り組んでいきましょう。
今年度もテーマは「性暴力を、なくそう」
　性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行
為であり、心身に長期にわたる深刻な影響を及ぼす
ものです。国においてその根絶に向け、令和２年度
からの３年間が「性犯罪・性暴力対策の集中強化期
間」とされ、性犯罪・性暴力対策の強化の方針が取
りまとめられています。
　田尻町では、女性のための相談や人権相談等の各
種相談をお受けしております。お気軽にご利用くだ
さい（Ｐ. 41をご覧ください）。

　あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な
暴力（DV）について、専門の相談員が一緒に考えま
す。
　「これってDVかな？」「暴力を振るわれている」
「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいい
の？」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」な
ど、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。
　なお、「DV相談ナビ」（#8008（はれれば）)でも
相談を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支
援センターにつながります。

電　　話　0120－279－889　24時間受付
メ ー ル　24時間受付
チャット　正午～午後10時　受付
　　　　　　　　　
　・専門の相談員が対応
　・面談、同行支援などの直接支援も実施
　・安全な居場所も提供
　・24時間電話対応
　・10か国語対応

ＤＶ相談プラス　で　検索

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日

ＤＶ相談＋（プラス）
　ひとりで抱えていませんか？

　性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。
全国共通短縮番号♯８８９１にお電話ください。産婦
人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関
とも連携しています。
 ＃８８９１「はやくワンストップ」と覚えてくださ
い。

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター

　「パープルリボン」は、国際的な女性に対する暴
力根絶運動のシンボルです。
　この運動は、1994年アメリカ・ニューハンプシャー
州のベルリンという小さな町で、近親姦やレイプをう
けた被害者（サバイバー）によって生まれました。その
目的は、この世界を子どもや暴力の被害者にとってよ
り安全なものとすることです。
　紫色のリボンであればどのようなものでもよく、
身につけることでパープルリボン運動への賛同を示
すことができます。また、被害者に対して「あなた
は一人ではないよ！」というメッセージと勇気を与
えることにもなります。
パープルリボンの基本理念
１．暴力は「学習された行動サイクル」です。
２．社会的にも個人的にも、暴力は我慢すること　
　　で広がります。
３．すべての人々が暴力を許さなくなれば、暴力　
　　を減らすことができるでしょう。
４．パープルリボンプロジェクトは物や力ではな　
　　く、人々のエンパワーメントと
　　安全をめざすものです。

　この運動は、どこでも・誰でも・
一人でも始められます。多くのみな
さまのご理解とご協力をお願いいた
します。

パープルリボンを知っていますか？

つなぐ    ・    はやく
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先着６名　
希望される方は、11月25日(金)まで
に企画人権課へお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症の感染状
況等により、事業内容を変更したり、
中止したりすることがあります。

アンサンブル・サビーナの皆さん松本城洲夫さん
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　夫やパートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、ス
トーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラ
スメントなど女性に対する暴力は、女性の人権を著し
く侵害するものであり、決して許されるものではあり
ません。
　このような暴力をなくすため、毎年11月12日～25
日（11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」で
す）の２週間が女性に対する暴力をなくす運動の期間
として取り組みの強化が図られています。
　この機会に女性に対する暴力についてともに考え、
暴力に悩む女性を生み出さない、暴力を許さない社会
づくりに取り組んでいきましょう。
今年度もテーマは「性暴力を、なくそう」
　性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる行
為であり、心身に長期にわたる深刻な影響を及ぼす
ものです。国においてその根絶に向け、令和２年度
からの３年間が「性犯罪・性暴力対策の集中強化期
間」とされ、性犯罪・性暴力対策の強化の方針が取
りまとめられています。
　田尻町では、女性のための相談や人権相談等の各
種相談をお受けしております。お気軽にご利用くだ
さい（Ｐ. 41をご覧ください）。

　あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な
暴力（DV）について、専門の相談員が一緒に考えま
す。
　「これってDVかな？」「暴力を振るわれている」
「今すぐパートナーから逃げたいけどどうしたらいい
の？」「自分だけでなく子どもたちのことも心配」な
ど、どんなご相談もお気軽にご連絡ください。
　なお、「DV相談ナビ」（#8008（はれれば）)でも
相談を受け付けています。最寄りの配偶者暴力相談支
援センターにつながります。

電　　話　0120－279－889　24時間受付
メ ー ル　24時間受付
チャット　正午～午後10時　受付
　　　　　　　　　
　・専門の相談員が対応
　・面談、同行支援などの直接支援も実施
　・安全な居場所も提供
　・24時間電話対応
　・10か国語対応

ＤＶ相談プラス　で　検索

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日

ＤＶ相談＋（プラス）
　ひとりで抱えていませんか？

　性犯罪・性暴力に関する相談窓口です。
全国共通短縮番号♯８８９１にお電話ください。産婦
人科医療やカウンセリング、法律相談などの専門機関
とも連携しています。
 ＃８８９１「はやくワンストップ」と覚えてくださ
い。

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター

　「パープルリボン」は、国際的な女性に対する暴
力根絶運動のシンボルです。
　この運動は、1994年アメリカ・ニューハンプシャー
州のベルリンという小さな町で、近親姦やレイプをう
けた被害者（サバイバー）によって生まれました。その
目的は、この世界を子どもや暴力の被害者にとってよ
り安全なものとすることです。
　紫色のリボンであればどのようなものでもよく、
身につけることでパープルリボン運動への賛同を示
すことができます。また、被害者に対して「あなた
は一人ではないよ！」というメッセージと勇気を与
えることにもなります。
パープルリボンの基本理念
１．暴力は「学習された行動サイクル」です。
２．社会的にも個人的にも、暴力は我慢すること　
　　で広がります。
３．すべての人々が暴力を許さなくなれば、暴力　
　　を減らすことができるでしょう。
４．パープルリボンプロジェクトは物や力ではな　
　　く、人々のエンパワーメントと
　　安全をめざすものです。

　この運動は、どこでも・誰でも・
一人でも始められます。多くのみな
さまのご理解とご協力をお願いいた
します。

パープルリボンを知っていますか？

つなぐ    ・    はやく
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　法務省の人権擁護機関では、「女性の人権ホットライ
ン」が設置され、女性の人権問題の解決に取り組まれて
います。
　今年も「女性の人権ホットライン」強化週間が下記の
とおり実施されます。

電話番号　０５７０-０７０-８１０
　　　　　（女性の人権ホットライン）
　　　　　相談は無料で、秘密は厳守します。
実施期間　11月18日（金）から24日（木）まで
受付時間　午前8時30分から午後7時まで
　　　　　ただし、 11月19日（土）・20日（日）・ 23日　
　　　　　  （水・祝）は午前10時から午後5時まで
相談内容　夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめ 
    　　　　やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー
　　　　　など女性の人権問題
担 当 者　人権擁護委員、法務局職員　

問　大阪法務局人権擁護部第三課
　　Tel  06-6942-9492　Fax 06-6943-7406

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　特定の人種や民族を排斥する差別的言
動、いわゆるヘイトスピーチは人としての
尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつな
がる許されない行為です。
　大阪府では、ヘイトスピーチをなくし、
全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重
しあう共生社会づくりをめざしています。
　私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊
厳を認識し、全ての人の人権が尊重される
豊かな社会を築きましょう。

問　大阪府府民文化部人権局
　　人権擁護課 人権・同和企画グループ
　　Tel 06-6210-9282　
　　Fax 06-6210-9286

ヘイトスピーチゆるさへん！
11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消

推進条例」啓発推進月間

ゼロナナゼロのハートライン

インターネット通販
　トラブルにあわないための注意点　
●事例●
　インターネットサイトで靴を注文し、代金１
万円を個人名義の銀行口座に振り込んだが、い
つまで待っても商品が届かず、販売店に連絡し
ようとしたが電話番号の記載はなく、メールで
問い合わせても返信がない。

●ひとことアドバイス●
　ネット通販を利用して「商品が届かない」
「偽物が届いた」といったトラブルは田尻町で
も報告されています。注文をする前に以下のポ
イントを参考に、冷静にチェックしましょう。
☆事業者の情報をしっかり確認しましょう。
　所在地が空き地や個人宅になっていません

か？電話番号が記載されていますか？記載の

電話番号はつながりますか？
　住所や電話番号をネットで検索してみること

も有効です。
☆一般に流通している価格よりも大幅に安く販

売されている場合など、購入する商品が模倣
品でないか十分に注意しましょう 

☆クレジットカードが利用できず、支払方法が
個人名口座への銀行振込のみしか用意されて
いない場合や代金引換のみの場合は十分に注
意しましょう。

☆返品のために高額な返送料や手数料を要求さ
れるというトラブルもみられます。サイズ違
いなど購入後にトラブルに遭遇することもあ
るため、キャンセル・返品条件、利用規約は
事前に必ず確認しましょう。

問　相談スペース　ほっ…と。Tel 466-5018
　　産業振興課　Tel  466-5008　Fax 466-5025

相談スペース　ほっ…と。便り№50
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

勤務内容　課税事務の補助
募集人数　1名
勤務時間　原則　午前9時～正午（月～金）
　　　　　※変則勤務あり（要相談）
賃　　金　時給1,023円
　　　　　交通費別途支給
任用期間　令和5年1月4日（水）～3月31日（金）
　　　　　（土、日、祝日は休み。）
勤 務 地　住民部税務課（役場本庁舎１階）
　　　　　大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
申込方法　自筆履歴書（写真貼付）を、税務課へ
　　　　　持参。【郵送不可】
選考方法　書類選考及び面接

申込期間　11月1日（火）～11日（金）【平日のみ】

受付時間　午前9時～午後5時

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

会計年度任用職員（非常勤職員）募集中
【課税事務】

公平委員会委員に宮内良雄さんを再任

その他

　令和4年9月定例会におきまして、議会の同意を

いただき、10月1日から公平委員会委員に選任さ

れました。

　宮  内  良  雄（２期目）

【任期】令和4年10月1日から令和8年9月30日まで
　　　　（４年）

令和4年度
田尻町二十歳のつどいのご案内

　田尻町・田尻町教育委員会では、次のとおり
「令和4年度田尻町二十歳のつどい」を開催しま
す。皆様のご出席を心よりお待ちしています。ご
来場に際しては、マスク着用、検温、手指消毒に
ご協力お願いします。
　なお、民法改正により令和4年4月1日から成年
年齢が18歳となりますが、本町ではこれまでどお
り20歳の方を対象に式典を実施します。　　
日　時　令和5年1月8日（日）
　　　　午後１時受付、午後１時30分開式
場　所　田尻町立公民館　大ホール
対象者　平成14年4月2日～平成15年4月1日
　　　　生まれの方
　　　　※対象の方には、12月中旬にハガキで通
　　　　　知します。
問　社会教育課（田尻町教育センター内）
　　Tel 466-5029　Fax 466-5095

選挙管理委員に４名の方が当選

　令和4年9月定例会におきまして、議会にて選挙
を行った結果、次の4名の方が選挙管理委員に当
選されました。
　
　日  下  清  明（2期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）
　
　藏  野  哲  男（2期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

　溝  本  雅  代（1期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

　新  堂  隆  史（1期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

問　選挙管理委員会事務局（総務課内）
　　Tel 466-5021　Fax 466-8725

くさ            か　　    きよ          あき

くら            の           てつ           お

みぞ         もと          まさ          よ     

しん          どう          たか          し     

みや　　 うち           よし            お

固定資産評価審査委員会委員に
大谷晃男さんを再任

　令和4年9月定例会におきまして、議会の同意を

いただき、10月1日から固定資産評価審査委員会

委員に選任されました。

　大  谷  晃  男（２期目）

【任期】令和4年10月1日から令和7年9月30日 まで

　　　     （3年）

おお          たに           あき             お



32

　法務省の人権擁護機関では、「女性の人権ホットライ
ン」が設置され、女性の人権問題の解決に取り組まれて
います。
　今年も「女性の人権ホットライン」強化週間が下記の
とおり実施されます。

電話番号　０５７０-０７０-８１０
　　　　　（女性の人権ホットライン）
　　　　　相談は無料で、秘密は厳守します。
実施期間　11月18日（金）から24日（木）まで
受付時間　午前8時30分から午後7時まで
　　　　　ただし、 11月19日（土）・20日（日）・ 23日　
　　　　　  （水・祝）は午前10時から午後5時まで
相談内容　夫・パートナーからの暴力、職場でのいじめ 
    　　　　やセクシュアル・ハラスメント、ストーカー
　　　　　など女性の人権問題
担 当 者　人権擁護委員、法務局職員　

問　大阪法務局人権擁護部第三課
　　Tel  06-6942-9492　Fax 06-6943-7406

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　特定の人種や民族を排斥する差別的言
動、いわゆるヘイトスピーチは人としての
尊厳を傷つけ、差別意識を生むことにつな
がる許されない行為です。
　大阪府では、ヘイトスピーチをなくし、
全ての人がお互いに違いを認めあい、尊重
しあう共生社会づくりをめざしています。
　私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊
厳を認識し、全ての人の人権が尊重される
豊かな社会を築きましょう。

問　大阪府府民文化部人権局
　　人権擁護課 人権・同和企画グループ
　　Tel 06-6210-9282　
　　Fax 06-6210-9286

ヘイトスピーチゆるさへん！
11月は「大阪府ヘイトスピーチ解消

推進条例」啓発推進月間

ゼロナナゼロのハートライン

インターネット通販
　トラブルにあわないための注意点　
●事例●
　インターネットサイトで靴を注文し、代金１
万円を個人名義の銀行口座に振り込んだが、い
つまで待っても商品が届かず、販売店に連絡し
ようとしたが電話番号の記載はなく、メールで
問い合わせても返信がない。

●ひとことアドバイス●
　ネット通販を利用して「商品が届かない」
「偽物が届いた」といったトラブルは田尻町で
も報告されています。注文をする前に以下のポ
イントを参考に、冷静にチェックしましょう。
☆事業者の情報をしっかり確認しましょう。
　所在地が空き地や個人宅になっていません

か？電話番号が記載されていますか？記載の

電話番号はつながりますか？
　住所や電話番号をネットで検索してみること

も有効です。
☆一般に流通している価格よりも大幅に安く販

売されている場合など、購入する商品が模倣
品でないか十分に注意しましょう 

☆クレジットカードが利用できず、支払方法が
個人名口座への銀行振込のみしか用意されて
いない場合や代金引換のみの場合は十分に注
意しましょう。

☆返品のために高額な返送料や手数料を要求さ
れるというトラブルもみられます。サイズ違
いなど購入後にトラブルに遭遇することもあ
るため、キャンセル・返品条件、利用規約は
事前に必ず確認しましょう。

問　相談スペース　ほっ…と。Tel 466-5018
　　産業振興課　Tel  466-5008　Fax 466-5025

相談スペース　ほっ…と。便り№50
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

勤務内容　課税事務の補助
募集人数　1名
勤務時間　原則　午前9時～正午（月～金）
　　　　　※変則勤務あり（要相談）
賃　　金　時給1,023円
　　　　　交通費別途支給
任用期間　令和5年1月4日（水）～3月31日（金）
　　　　　（土、日、祝日は休み。）
勤 務 地　住民部税務課（役場本庁舎１階）
　　　　　大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
申込方法　自筆履歴書（写真貼付）を、税務課へ
　　　　　持参。【郵送不可】
選考方法　書類選考及び面接

申込期間　11月1日（火）～11日（金）【平日のみ】

受付時間　午前9時～午後5時

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

会計年度任用職員（非常勤職員）募集中
【課税事務】

公平委員会委員に宮内良雄さんを再任

その他

　令和4年9月定例会におきまして、議会の同意を

いただき、10月1日から公平委員会委員に選任さ

れました。

　宮  内  良  雄（２期目）

【任期】令和4年10月1日から令和8年9月30日まで
　　　　（４年）

令和4年度
田尻町二十歳のつどいのご案内

　田尻町・田尻町教育委員会では、次のとおり
「令和4年度田尻町二十歳のつどい」を開催しま
す。皆様のご出席を心よりお待ちしています。ご
来場に際しては、マスク着用、検温、手指消毒に
ご協力お願いします。
　なお、民法改正により令和4年4月1日から成年
年齢が18歳となりますが、本町ではこれまでどお
り20歳の方を対象に式典を実施します。　　
日　時　令和5年1月8日（日）
　　　　午後１時受付、午後１時30分開式
場　所　田尻町立公民館　大ホール
対象者　平成14年4月2日～平成15年4月1日
　　　　生まれの方
　　　　※対象の方には、12月中旬にハガキで通
　　　　　知します。
問　社会教育課（田尻町教育センター内）
　　Tel 466-5029　Fax 466-5095

選挙管理委員に４名の方が当選

　令和4年9月定例会におきまして、議会にて選挙
を行った結果、次の4名の方が選挙管理委員に当
選されました。
　
　日  下  清  明（2期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）
　
　藏  野  哲  男（2期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

　溝  本  雅  代（1期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

　新  堂  隆  史（1期目）
　【任期】令和4年10月1日から
　　　　　令和8年9月30日まで（4年）

問　選挙管理委員会事務局（総務課内）
　　Tel 466-5021　Fax 466-8725

くさ            か　　    きよ          あき

くら            の           てつ           お

みぞ         もと          まさ          よ     

しん          どう          たか          し     

みや　　 うち           よし            お

固定資産評価審査委員会委員に
大谷晃男さんを再任

　令和4年9月定例会におきまして、議会の同意を

いただき、10月1日から固定資産評価審査委員会

委員に選任されました。

　大  谷  晃  男（２期目）

【任期】令和4年10月1日から令和7年9月30日 まで

　　　     （3年）

おお          たに           あき             お
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潮風に心地よいサウンド　音楽とダンスで楽しもう
日　時　11月12日(土)　午後2時～7時
場　所　田尻漁港ヨットハーバー前
参加協力金　一人　500円（１ドリンク付き）
主　催　田尻町観光協会、田尻町まちづくり住民会議　

問　田尻町観光協会　

　　Tel 493-9556

　第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会が東京辰巳国際水泳場において8
月22日から26日まで開催され、田尻町水泳連盟からは標準記録を突破した久野日菜乃選手と印南
海妃選手が出場しました。
　大会の結果、久野日菜乃選手（CSクラス）が400m自由形で自己ベストを2秒以上更新し、見事
優勝しました。
　また、10月1日から2日におい
て、高知市東部総合運動場屋内競
技場にて第43回JSCAブロック対抗
水泳競技大会が行われ、久野日菜
乃選手が出場し、200m自由形・
400自由形・無差別800ｍ自由形に
おいて全種目優勝しました。

掲 示 板掲 示 板掲 示 板み
ん な

の

田尻ヨットハーバーサンセットライブ

田尻町水泳連盟からのお知らせ

久　野　日菜乃
400m自由形
800m自由形

4分14,70秒
8分51,84秒

優勝
5位

問　田尻町スポーツ協会　田尻町水泳連盟　Tel 465-1735　

どなたでも参加可！
雨天の場合はバーベキュー
会場で開催します。

ハートフルコンサート中止のお知らせ
ハートフルコンサート2022は新型コロナウィルス感染防止のため中止します。

第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
東京辰巳国際水泳場　2022.8.22～2022.8.26

久　野　日菜乃
200m自由形
400m自由形

無差別800m自由形

2分03,17秒
4分19,86秒
8分48,08秒

優勝
優勝
優勝

第43回JSCAブロック対抗水泳競技大会
高知市東部総合運動場屋内競技場　2022.10.1～2022.10.2

夜市同時開催
キッチンカー　13：00～
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　シーサイドドームにおいて、硬式テニス教室を開催します。参加希望の方は、申込用紙にご記入
のうえお申し込みください。なお、参加希望者多数の場合は、抽選にて決定します。
主　　催　田尻町スポーツ協会　田尻町硬式テニス連盟
後　　援　田尻町教育委員会
期　　間　令和5年1月～3月（1期　3か月）
開催日時　毎週水曜日（初級者・初中級者）午後7時～9時
　　　　　毎週金曜日（中級者）　　　　　午後7時～9時
会　　場　田尻町多目的グラウンド屋内グラウンド（田尻町シーサイドドーム）
内　　容　【初 級 者（Aクラス）】簡単な試合ができる（ストローク、ボレー、サーブ等）程度まで
　　　  　【初中級者（Bクラス）】基礎練習及び実践的な練習
　　　　  【中 級 者（Cクラス）】試合形式の練習
対　　象　16歳から60歳位までで田尻町在住・在勤の方及び連盟が認める方
定　　員　各クラス8名程度（増減の可能性あり）
会　　費　4,000円／（1期）（ボール代、保険代含む）
募集期間　11月30日（水）～12月9日（金）午後7時まで
申 込 先　 田尻町シーサイドドーム内　田尻町スポーツ協会ポストに投函
　　　　　（申込用紙は田尻シーサイドドーム入口右側にあります。）
申 込 日　 12月11日（日）午後３時（会費をご持参ください。）
　　　　　田尻町シーサイドドーム
そ の 他　詳細は下記へお問い合わせしてください。

問　田尻町スポーツ協会　田尻町硬式テニス連盟　谷川　Mail: akiratect@festa.ocn.ne.jp

硬式テニス教室の開催

　田尻町ソフトテニス協会では、次のとおりソフトテニス教室を開催しますので、ふるってご応募
ください。
主　催   田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会
期　間   令和4年4月から令和5年3月まで１年間、4か月を1期とする3期で構成、通期も可能
募　集　第3期　Ａクラス　12月1日～3月23日　木曜日午前10時～正午　  　募集数　15名
　　　　　　　   Ｂクラス　12月3日～3月25日　土曜日午後6時～9時　　　  募集数　15名
会　場   田尻町多目的グラウンド屋内グラウンド（田尻町シーサイドドーム　Tel 490-2300）
対　象   高校以上の田尻町在住・在勤者。但し，定員に満たない際は町外在住者も対象とします。
参加費   登録料（ボール代・保険料・事務経費等、年間）5,000円   受講料　5,000円（1期分）
締切日   第3期　11月22日（火）  但し，各クラスとも定員になり次第募集を締め切ります。
その他　詳細は下記へお問い合わせしてください。

申込・問　田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会事務局　〆野（Tel 466-2320）

令和4年度シーサイドドームソフトテニス教室（第３期）受講者募集のお知らせ
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　シーサイドドームにおいて、硬式テニス教室を開催します。参加希望の方は、申込用紙にご記入
のうえお申し込みください。なお、参加希望者多数の場合は、抽選にて決定します。
主　　催　田尻町スポーツ協会　田尻町硬式テニス連盟
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　　　  　【初中級者（Bクラス）】基礎練習及び実践的な練習
　　　　  【中 級 者（Cクラス）】試合形式の練習
対　　象　16歳から60歳位までで田尻町在住・在勤の方及び連盟が認める方
定　　員　各クラス8名程度（増減の可能性あり）
会　　費　4,000円／（1期）（ボール代、保険代含む）
募集期間　11月30日（水）～12月9日（金）午後7時まで
申 込 先　 田尻町シーサイドドーム内　田尻町スポーツ協会ポストに投函
　　　　　（申込用紙は田尻シーサイドドーム入口右側にあります。）
申 込 日　 12月11日（日）午後３時（会費をご持参ください。）
　　　　　田尻町シーサイドドーム
そ の 他　詳細は下記へお問い合わせしてください。

問　田尻町スポーツ協会　田尻町硬式テニス連盟　谷川　Mail: akiratect@festa.ocn.ne.jp

硬式テニス教室の開催

　田尻町ソフトテニス協会では、次のとおりソフトテニス教室を開催しますので、ふるってご応募
ください。
主　催   田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会
期　間   令和4年4月から令和5年3月まで１年間、4か月を1期とする3期で構成、通期も可能
募　集　第3期　Ａクラス　12月1日～3月23日　木曜日午前10時～正午　  　募集数　15名
　　　　　　　   Ｂクラス　12月3日～3月25日　土曜日午後6時～9時　　　  募集数　15名
会　場   田尻町多目的グラウンド屋内グラウンド（田尻町シーサイドドーム　Tel 490-2300）
対　象   高校以上の田尻町在住・在勤者。但し，定員に満たない際は町外在住者も対象とします。
参加費   登録料（ボール代・保険料・事務経費等、年間）5,000円   受講料　5,000円（1期分）
締切日   第3期　11月22日（火）  但し，各クラスとも定員になり次第募集を締め切ります。
その他　詳細は下記へお問い合わせしてください。

申込・問　田尻町スポーツ協会　田尻町ソフトテニス協会事務局　〆野（Tel 466-2320）

令和4年度シーサイドドームソフトテニス教室（第３期）受講者募集のお知らせ
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事一 般 記

　文化財は、日本の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた国民共有の貴重な財産で
す。文化財を保護し、後世に伝えていくためには国民全体の協力が不可欠です。地域の皆様が地域の文化財に
対する理解を深め、尊重する心を培っていくことが大切です。
埋蔵文化財包蔵地（遺跡）内で建築工事や土木工事などをする場合は届出が必要です。
　遺跡には町の歴史を知る上で大切な
文化財が地中に埋まっています。貴重
な文化財を守るため、文化財保護法で
は遺跡内で工事をする場合、工事着手
日の60日前までに届出をすることが
定められ、保護のために必要な措置を
とることとなっています。
　郷土の文化財を守るためにも、皆様
のご理解・ご協力をよろしくお願いし
ます。
　なお、遺跡の詳しい場所や届出等の
手続きについては下記までお問合せく
ださい。
　令和4年4月より町内の埋蔵文化財
関係の窓口は泉佐野市で実施していま
す。

問　泉佐野市教育委員会文化財保護課
　　Tel 468-2666

11月1日(火)～11月7日(月)は文化財保護強調週間

認定NPO法人  大阪被害者支援アドボカシーセンターふれあい交流祭りのご案内
　田尻町国際クラブは、関西国際セン
ターにおいて、３年ぶりに各国の民族
衣 装 に よ る 研 修 生 の フ ァ ッ シ ョ ン
ショーを開催いたします。皆様ぜひお
越しください。
日　時　11月23日（水・祝）
　　　　午後1時～
場　所　関西国際センター　
　　　　１階ホール
＊入場無料
＊駐車場はありません

問　田尻町国際クラブ
　　事務局　長山
　　Tel・Fax 465-5270

相談・支援無料　秘密厳守
　「大阪府公安委員会指定　犯罪被害者等早期援助団体　認定NPO
法人　大阪被害者支援アドボカシーセンター」では、事件・事故の
被害にあわれた方への相談、付添いなどの支援を行っています。
相談電話　Tel 06-6774-6365　月～金曜日

　　　　　（祝日、年末年始を除く）　
　　　　　午前10時～午後4時

全国共通ナビダイヤル　0570-783-554
（年末年始を除く午前7時30分～午後10時、
上記相談電話が稼働中は相談電話に自動的
につながります）

問　認定ＮＰＯ法人　大阪被害者支援アドボカシーセンター
　　Tel 06-6771-7600　Fax 06-6771-7650
　　ホームページ：http://www.ovsac.jp/
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事一 般 記
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問　田尻町国際クラブ
　　事務局　長山
　　Tel・Fax 465-5270
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日時　11月20日（日）午前10時～午後4時
場所　浪切ホール　祭りの広場及び岸和田カンカ
　　　ンベイサイドモール一部
内容　不動産無料一般相談、泉州のまちのPRブー 
　　　ス（田尻町も参加！）、泉州のゆるきゃら
　　　大集合！、ビンゴ大会、
　　　こども運転免許証、ちびっこ消防士、ダン
　　　ス大会、屋台　など
　　　イベント盛りだくさん！
　　　泉州エリアの魅力満載です。
　　　ぜひご来場ください！
問　大阪府宅地建物取引業協会
　　泉州支部　Tel 072-438-9001
　　URL：http://www.takken-sensyu.jp
　　イベント収益はすべて寄附させていただきま
　　す。

第39回不動産無料一般相談フェア
　～チャリティイベント～

ハローワーク泉佐野
介護及び保育所・こども園の

面接会等の開催

労働者数301人以上の
事業主のみなさま

　年１回の「男女の賃金の差異」の公表が義務付
けられます！
　女性活躍推進法に係る省令が令和4年7月8日改
正・施行され、労働者数301人以上の事業主は、「男
女の賃金の差異」の公表が必須となりました。
　詳しくは、厚生労働省HP内女性の活躍推進法特
集ページ（ＱＲコード）をご覧ください。

問　大阪労働局雇用環境・均等部指導課
　　〒540-8527
　　大阪市中央区大手前4-1-67
　　大阪合同庁舎第２号館８階
　　Tel 06-6941-8940

　ハローワーク泉佐野・岸和田・泉大津３所合同
での『障害者就職面接会』を開催します。障害者の
雇用に積極的な企業約15社が参加します。
　障害のある方で就職活動中の方、転職を考えて
いる方、お気軽にご参加ください。完全予約制と
なりますので、参加するには事前にハローワーク
で申し込みが必要です。
日　　時　12月9日（金）　午後2時～4時
場　　所　テクスピア大阪　1階　大ホール
　　　　　泉大津市旭町22-45
　　　　　（南海本線　泉大津駅　徒歩3分）
問　ハローワーク泉佐野　専門援助部門
　　Tel 463-0565　部門コード42＃

障害者就職面接会を開催します！

　ハローワーク泉佐野では、「介護就職デイ」と
して「介護のお仕事面接会」を開催します。求人
企業と直接話ができる貴重な機会ですので、経験
者・未経験者を問わず、ぜひご参加ください。
　また、これから介護の仕事を考えている方向け
に「介護のことがいろいろ分かるセミナー」と題
し、仕事内容やキャリアアップ等についてのセミ
ナーを開催します（セミナーのみへの参加も可能
です）。
お気軽にご参加ください。

介護のお仕事のことがいろいろ分かるセミナー
日時　11月8日（火） 午後1時30分～3時
場所　泉佐野商工会議所 さくらホール

介護のお仕事面接会　
日時　11月9日（水）　午前9時30分～11時30分
場所　ハローワーク泉佐野　２階会議室

保育所・こども園のミニ面接会　
日時　11月16日（水） 午後1時30分～3時
場所　ハローワーク泉佐野　２階会議室
 
問　ハローワーク泉佐野　職業相談部門
　　Tel 463-0565　部門コード41＃

「たくっち」
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自衛官等募集
《高等工科学校生徒》
高校同等教育
　・修学年限3年、高卒資格取得
特別職国家公務員の身分と待遇
　・期末手当年2回
　・週休2日制、祝日、年末年始休暇等
　・被服類、寝具、食事、宿舎費は無料
『学び』が仕事
　・中堅技術者育成
応募資格
　・日本国籍を有する男子で中卒（見込含）
　　17歳未満の者
受付期間
　・（推薦）12月2日（金）まで
　・（一般）令和5年1月6日(金)まで
試験日
（推薦）
　・令和5年1月5日（木）～7日（土）
　　※上記日程の指定する1日
（一般）
　・令和5年1月14日（土）、15日（日）
　　※上記日程の指定する1日

資料請求ＱＲコード

受付番号「３２４」

※詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
問　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
　　Tel 426-0902

借金問題解決のための
土・日無料相談会

日　　時　12月10日（土）・11日（日）
　　　　　午前10時～午後4時
場　　 所　近畿財務局
　　　　　（大阪市中央区大手前4-1-76）
相談方法　弁護士による面談【要予約】
問　近畿財務局　相談窓口
　　Tel 06-6949-6523

令和５年度大阪農大
一般入学試験について

　農業を目指す方へ！大阪農大の一般入学試験
の願書受付期間は11月14日（月）～12月5日（月）
です。詳細は「大阪農大」で検索。電話による
ご相談は072-979-7032（直）まで
http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/noudai/

大阪府森林等環境整備事業府民説明会

　大阪府では、森林環境税を活用し、豪雨や猛

暑から府民を守るための対策を実施していま

す。

　府民の皆さんに事業の状況報告と森林などへ

の関心を高めていただくため、府内４カ所で説

明会を開催します。

日時　11月16日（水）午後2時～3時30分

場所　泉南府民センター

　　　（南海「岸和田駅」より徒歩15分）

定員　50人【申込先着順】

申込　電話・FAX・メール（大阪府HP）

問　大阪府泉州農と緑の総合事務所　

　　地域政策室

　　Tel  439-3601　Fax 438-2069
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第30回KIX泉州国際マラソン参加ランナー追加募集

令和5年2月12日（日）
フルマラソン・チャレンジラン　午前10時30分スタート

浜寺公園（堺市）スタート、りんくう公園
（泉佐野市）をフィニッシュとするコース
（日本陸連公認コース）

浜寺公園（堺市）スタート、岸和田城（岸和
田市）をフィニッシュとするコース（非公
認コース）

5,000人
※先着順

1,000人
※先着順

大会当日18歳以上の健康な人で、制限時
間内に完走可能な人。高校生不可。

大会当日18歳以上の健康な人で、制限時
間内に完走可能な人。高校生可。

フルマラソン（42.195km） チャレンジラン（20.4km）

5時間 2時間30分

16,000円

インターネット申込のみ　令和4年11月30日(水)まで　※定員に達し次第〆切

8,000円

日　　時

種　　目

コ ー ス

制限時間

募集人数

参加資格

参 加 費
申込方法・
追加募集の期間

問　KIX泉州ツーリズムビューロー（マラソン事務局）　Tel 479-3620　Fax 479-3621
　　※詳しくは、KIX泉州国際マラソンホームページをご覧ください。

関西国際空港　新国内線エリアがオープン！
　2022年10月26日、関西国際空港の新国内線エリア
がオープンしました！
　新たな国内線エリアでは、保安検査後の商業エリア
を大幅に拡充し、関西色豊かな６つの店舗や国内線ラ
ウンジがオープン。ご搭乗までの待ち時間をより楽し
く快適にお過ごしいただけます。また、飛行機を利用
になられない方もご利用いただける保安検査前の一般
エリアにも、フードコートをはじめとする店舗がオー
プンいたしました。新しくなった関西国際空港の国内
線エリアをお楽しみください。
　さらに、2023年の冬には国際線の新商業エリアが拡大オープン予定！グ
ランドオープンは2025年春を予定しています。今後も、生まれ変わる関西
国際空港にご期待ください。
※新国内線エリアオープンにともない、各航空会社のチェックインカウン

ターならびに出発口・到着口等の位置が変更となりました。詳しくは関西
国際空港のウェブページをご覧ください。

フードコート（イメージ図）
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自衛官等募集
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暑から府民を守るための対策を実施していま
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の関心を高めていただくため、府内４カ所で説

明会を開催します。

日時　11月16日（水）午後2時～3時30分

場所　泉南府民センター

　　　（南海「岸和田駅」より徒歩15分）
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く快適にお過ごしいただけます。また、飛行機を利用
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場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室・軽体育室／２階　アトリエ　
対象者　田尻町在住の60歳以上の方
下記の講座・サークルは現在参加者を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

※囲碁・将棋は再開しました。     

 
編み物講座
筆ペン・ボールペン講座
園芸
民謡
男の脳トレ体操
やさしい太極拳

絵はがき
習字サークル
まんでーディスコン
リフレッシュ体操
きずなサークル（運動）
ほほえみ健康クラブ（運動）
健康手品
童謡専科

11月の老人福祉センター  問　田尻町社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899

教養講座・高齢者生きがい事業

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【教養講座・高齢者生きがい事業】 【サークル活動】

　普段体を動かさない方でも参加できる
内容です。
日時　毎週木曜日　
　　　午前9時30分～11時　
　　　11月17日より開始　※全12回
場所　ふれ愛センター３階
　　　教養娯楽室②③④
対象　田尻町在住の60歳以上の方
費用　無料
定員　20名
　　　※先着順です

【やさしい太極拳】新規講座の
ご案内

　令和4年10月12日(水)、泉佐野社協、熊取町社
協、田尻町社協と泉佐野青年会議所との間で、
「災害等における協力体制に関する協定書」を
締結しました。　　　　　　　　　　　　　　
　これにより災害等が発生した場合、泉佐野青
年会議所から物的及び人的支援等を受けて、迅
速かつ総合的な支援活動ができるようになりま
した。　　　　　　　　　

　月・水・金曜日の午前10時から午後2時ごろま
で活動しています。
　また地域支援活動として、売り上げの一部を
使って教育、子ども関係施設へ資材を寄贈して
います。
　更にはボランティア活動として、防災訓練等
のイベントに参加しています。　

　地域の居場所づくりを目的としたコミュニ
ティサロンです。運営スタッフとしてボラン
ティアに参加しませんか？

「災害等における協力体制に関する協定書」
を締結しました

町内のボランティア紹介　第２弾

※左から泉佐野社協、熊取町社協、田尻町社協、
　泉佐野青年会議所の各代表者

コミュニティサロン「チョボラッタ」
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　（ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

11月24日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

11月24日（木）
午後1時～3時

【面談による相談】
毎週水曜日
午前10時～正午

【電話による相談】
随時

ふれ愛センター 1 階
ボランティアビューロー

大阪府岸和田
子ども家庭センター
生活福祉課内
はーと・ほっと相談室
電話 430－4321
FAX 430－4322

開 設 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

ふれ愛センター   1 階
相談室

公民館　2階
小会議室

公民館　2階
講座室

都市みどり課

こども課
電話 466－5013
FAX 466－8841

企画人権課　
電話 466－5019
FAX 466－8725

都市みどり課
電 話 466－5006
FAX 466－5025

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。
ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

健康課
電 話 466－8811
FAX 466－8841

毎週火曜日
午前10時～午後 3 時

ふれ愛センター   1 階
たじりカウンセリング
ルーム・教育センター

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

指導課
電 話 466－5024
FAX 466－5095

教育センター

健康課 

専門相談員（保健師）がお受け
します。
電話による相談も受け付けて
います。

原則奇数月第4木曜日に実施。
申込多数の場合は次回になり
ます。ご了承ください。

原則奇数月第4木曜日に実施
行政相談委員による相談

無料相談　・各種相談については内容をご確認のうえ、実施機関までお問い合わせください。

児童家庭相談

住 宅 相 談

こころの健康相談

進路選択支援相談

行 政 相 談

教 育 相 談
【要予約】

生 活 困 窮 に
関 す る 相 談

【要予約】

弁 護 士 相 談
【要予約】

【要予約】

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

地域包括支援センター
花みずきふれ愛センター 1 階

花みずき 電話 465-3755
FAX 465-3368

地域包括支援センター
花みずきによる相談

高齢者・障害者
相 談

産業振興課

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

産業振興課
電話 466-5018
FAX 466-5025

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時
毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

就 労 相 談 ・
消費生活相談

地域就労支援コーディネータ
ーなどの資格をもった相談員
が就労相談や消費生活相談を
お受けします。

11月16日（水）
午後1時～4時

企画人権課
企画人権課
電 話 466-5019
FAX 466-8725

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

ふれ愛センター
相談スペースほっ…と。

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

毎週月・木曜日
午前10時～正午
午後1時～2時30分

毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

人権相談員がお受けします。

人権相談員がお受けします。

人 権 相 談
（生活なんでも相談）

女性のための相談
【要予約】 ふれ愛センター

相談スペースほっ…と。

いずれも祝日年末年始を除く

11月30日（水）
午前10時～午後1時

毎月第4水曜日に実施
専門女性カウンセラーによる
相談（お一人50分）11/25（金）午後3時締切

　地域包括支援センター「花みずき」は、高齢
者・障害のある方がいつまでも住み慣れた地域で
安心して生活を続けることができるように、介
護、福祉、健康、医療などさまざまな面から高齢
者・障害のある方やその家族を支えています。
　高齢分野と障害分野両方の相談ができる総合相
談窓口となっていますので、お困りごとがある方
はお気軽にご相談ください。

高齢者・障害者相談

日　時　　毎週月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前９時～午後５時
場　所　　ふれ愛センター１階
　
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841
　　地域包括支援センター　花みずき
　　　　　　Tel 465-3755　Fax 465-3368
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場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室・軽体育室／２階　アトリエ　
対象者　田尻町在住の60歳以上の方
下記の講座・サークルは現在参加者を募集しています。お気軽にお問い合わせください。

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

※囲碁・将棋は再開しました。     

 
編み物講座
筆ペン・ボールペン講座
園芸
民謡
男の脳トレ体操
やさしい太極拳

絵はがき
習字サークル
まんでーディスコン
リフレッシュ体操
きずなサークル（運動）
ほほえみ健康クラブ（運動）
健康手品
童謡専科

11月の老人福祉センター  問　田尻町社会福祉協議会　Tel 466-5015　Fax 466-8899

教養講座・高齢者生きがい事業

社会福祉協議会からのお知らせ
● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

【教養講座・高齢者生きがい事業】 【サークル活動】

　普段体を動かさない方でも参加できる
内容です。
日時　毎週木曜日　
　　　午前9時30分～11時　
　　　11月17日より開始　※全12回
場所　ふれ愛センター３階
　　　教養娯楽室②③④
対象　田尻町在住の60歳以上の方
費用　無料
定員　20名
　　　※先着順です

【やさしい太極拳】新規講座の
ご案内

　令和4年10月12日(水)、泉佐野社協、熊取町社
協、田尻町社協と泉佐野青年会議所との間で、
「災害等における協力体制に関する協定書」を
締結しました。　　　　　　　　　　　　　　
　これにより災害等が発生した場合、泉佐野青
年会議所から物的及び人的支援等を受けて、迅
速かつ総合的な支援活動ができるようになりま
した。　　　　　　　　　

　月・水・金曜日の午前10時から午後2時ごろま
で活動しています。
　また地域支援活動として、売り上げの一部を
使って教育、子ども関係施設へ資材を寄贈して
います。
　更にはボランティア活動として、防災訓練等
のイベントに参加しています。　

　地域の居場所づくりを目的としたコミュニ
ティサロンです。運営スタッフとしてボラン
ティアに参加しませんか？

「災害等における協力体制に関する協定書」
を締結しました

町内のボランティア紹介　第２弾

※左から泉佐野社協、熊取町社協、田尻町社協、
　泉佐野青年会議所の各代表者

コミュニティサロン「チョボラッタ」
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　（ふれ愛センターでは受付を行っていないものもあります。）

11月24日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

11月24日（木）
午後1時～3時

【面談による相談】
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はーと・ほっと相談室
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電話 466－5013
FAX 466－8841

企画人権課　
電話 466－5019
FAX 466－8725

都市みどり課
電 話 466－5006
FAX 466－5025

ご希望の方は事前に連絡をお
願いします。

相談支援員がお受けします。
まずはお電話ください。
ご希望の方は、ご家庭にもう
かがいます。

日　　　時 場　　　所 お問い合わせ 備　　考
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　地域包括支援センター「花みずき」は、高齢
者・障害のある方がいつまでも住み慣れた地域で
安心して生活を続けることができるように、介
護、福祉、健康、医療などさまざまな面から高齢
者・障害のある方やその家族を支えています。
　高齢分野と障害分野両方の相談ができる総合相
談窓口となっていますので、お困りごとがある方
はお気軽にご相談ください。

高齢者・障害者相談

日　時　　毎週月～金曜日
　　　　　（祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前９時～午後５時
場　所　　ふれ愛センター１階
　
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841
　　地域包括支援センター　花みずき
　　　　　　Tel 465-3755　Fax 465-3368
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ワイドアングルワイドアングルワイドアングル

　令和4年9月30日をもって選挙管理委員としての
任期を満了された大門敏人氏に対し、田尻町長か
ら感謝状を贈呈い
たしました。
　大門氏は4期16
年にわたり選挙管
理委員としての職
責を全うされ、各
種選挙の公正で適
正な執行にご尽力
くださいました。

感謝状を贈呈

　窓口や庁舎内の施設等をわかりやすくするた
め、役場本庁舎の案内表示等をリニューアルしま
した。見やすく、そして利用しやすい役場をめざ
します。

問　総務課　Tel 466-5002　Fax 466-8725

役場本庁舎の案内表示を
リニューアルしました

　日本競泳界を代表する次世代選手として、田尻
町水泳連盟の久野日菜乃選手、担当コーチとして
立石巌氏が、パリオリンピック及びロサンゼルス
オリンピックの代表に向けた強化選手合宿に選考
され、表敬訪問されました。
　今後も益々のご活躍を期待しています。

田尻町水泳連盟
ナショナル強化選手合宿に選考

されました！

広

　
　
　
　告吉見の里教室（月・木）

指導者：中小路

080-6124-6931／吉見719-1

嘉祥寺教室（火・金）
指導者：大須賀

070-5650-1303／嘉祥寺851-1-102

田尻町２教室で
お待ちしております

　「安全・安心なまちづくり」に関して大きく
貢献した功績をたたえ、大阪府警察本部長・大
阪府防犯協会連合会会長による連名表彰とし
て、田尻町地区連合会会長　伊藤仁氏が防犯功
労者表彰を受賞されました。
　今後、益々のご活躍をお祈り申し上げます。

防犯功労者表彰受賞
　8月号に続き、田尻町で活躍・活動していただ
いている皆さまを紹介していきます。今回は第3
弾になります。春日神社で24、25年にわたり掃
除をしていただいている丘井德子さんを紹介し
ます。

活 動のきっかけは？
　朝散歩していたら、以前から掃除をしていた
赤松さんに手伝ってほしいと声をかけられたの
がきっかけです。それが24、25年前の話でそこ
からほぼ毎日掃除をし続けています。赤松さん
は数日間手伝ってもらう感じで声をかけたのだ
と思いますが、今までずっと続けています。

や りがいは？
　朝決まった時間に起きて、掃除に行く。毎日
目的があって起きることで規則正しい生活習慣
ができているので、自分の健康のために行って
います。
　また、お参りに来てくれた方が、掃除のお礼
を言ってくれるので、それがうれしく、とても
やりがいになっています。

田 尻町について
　住みやすいまちだと思います。新しい家も増
えて子どもたちも元気に過ごしている。
　町民の皆さんの距離が近く、横のつながりが
強いと思います。皆さんの顔がわかるぐらい小
さいまちだと思います。

今 後の目標は？
　吉見ノ里駅の下がりなど、たまにごみが落ち
ているときがあります。町内をきれいに清潔に
保ち、皆さん気持ちよく生活できるような田尻
町を作りましょう！

43

掃除をして自分の健康を保つ！掃除をして自分の健康を保つ！

繋 あなたもまちづくりの主役にあなたもまちづくりの主役に

　日頃から町内の
掃除をしていただ
きありがとうござ
います。
　今後も引き続
き、活動を行って
いただき、ともに
田尻町を住みやす
いまちにしていき
ましょう！

丘井德子さんを

ご紹介！
おか  い   のり   こ

問　企画人権課　Tel 466-5019　Fax 466-8725
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日

6 7 8 9 10 11 12

13 14 16 17 18 19

20 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉
〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

勤労感謝の日

〈ふれ愛センター
　　　休館日〉
〈公民館休館日〉

文化の日

〈公民館休館日〉

ふ  障害者のための
　 茶話会ルリエin
　 たじり　　
    午後１時～

ふ  1歳6か月児健康
　  診査
　（P.19）
　  時間は個別通知
Jアラート訓練
（P.21）
午前11時～

田尻町　令和4年  11月  行事カレンダー

10月 11月

21

30 131 432 5

15

※Ｐ.○は、広報○ページを参照してください。 
【略称】　ふ ＝ ふれ愛センター　　公 ＝ 公民館　　相 ＝ 相談スペースほっ・・・と　　
　　　　　た ＝ たじり健康ポイント対象事業（ふれ愛センター）
　　

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～
ふ  ヘルス・栄養相談
　（P.19）
    午後１時30分～

日曜昼市
午前10時～
公　公民館まつり
　   午前10時～
公  オータムクラシ
     ックコンサート
　  午後2時30分～

親子茶道体験教室
（P.15）
午前10時30分～

ウッドバーニング体
験会
（P.15）
午後1時30分～

チョークアート体
験会
（P.15）
午後1時30分～

サンセットライブ
午後2時～
（P.34）

SDGs田尻川
クリーン作戦
（P.12）
午前9時～

環境美化運動

12月

た 健活プラス（P.19）
   午前10時～

ふ ラッコ倶楽部
  （P.20）
    午前9時50分～ 相 女性のための相談

  （P.41）
    午前10時～

公  公民館まつり
　  午前10時～

公　おはなし会
      午前11時～
公 公民館講座
  「クリスマスフレ
    ームアレンジ」
    午前10時～

議　会 議　会

11月11日（金）から17日（木）は、「税を考える週間」です！11月11日（金）から17日（木）は、「税を考える週間」です！

た 健活ウォーキン
　 グ教室（P.19）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.19）
     午前11時～

た なごみの里カフェ
    （P.21）
    午後1時～
    吉見集会所

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

公  公民館講座
　「キッズ向け英会話」
　  午後7時～

ふ　特設人権相談
　　（P.30）
　　午後1時～

ウッドバーニング&
　　チョークアート展
ウッドバーニング&
　　チョークアート展


