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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

問

　新型コロナウイルス感染症対策のため、次の方々よりご
寄贈いただきました。町内の学校園への配布や各公共施設
での使用等に活用させていただきます。
　誠にありがとうございました。

　例年、敬老会の開催について、多くの皆様に
ご参加いただき、ありがとうございます。
　長年にわたり、地域社会の発展のために尽力
されてこられました方々に心より敬意と感謝を
申し上げます。
　令和2年度の敬老会につきましては、9月5日
（土）に開催を予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の収束が依然として見通せな

　7月20日付けで農業委員会委員の改選があり
ました。任期は、令和2年7月20日から令和5年
7月19日までです。

写真上段左側から　
　角委員　小林委員　明貝好治委員　紀納委員
　明貝種一委員　犬星委員　〆野仁美会長
写真下段左側から　
　向井委員　古淵職務代理　冨田委員　菰池委員
　〆野美行委員　仁部委員

　　農業委員会事務局（産業振興課内）
　　電話 466-5008　FAX466-5025

新型コロナウイルス感染症対策にかかるご寄贈

敬老会を中止します

農業委員会委員が改選されました！！

　片岡啓子さんが厚生労働大臣より特別表彰さ
れました。片岡さんは、21年間にわたり民生委
員・児童委員活動にご尽力され、昨年11月に任
期満了に伴い退任されるまで地域の方々より厚
く信頼され活躍されました。

厚生労働大臣特別表彰受賞

ご寄贈くださった方 ご寄贈いただいたもの
泉佐野市薬剤師会　様／
泉佐野市
バンドー化学株式会社
南海工場　様／泉南市

消毒用アルコール

飛沫防止用シート巻きロール
（透明ビニールシート） 泉佐野市薬剤師会　様 

い状況が続いていることから、参加される町民
の皆様の安全、健康を第一に考慮し、開催を中
止することになりました。
　開催を心待ちにされていた皆様には大変申し
訳ございませんが、ご理解くださいますようお
願いいたします。

　　福祉課　電話466-8813　FAX466-8841

あなたも対象！！

詳しくは３ページをご覧ください
固定資産税（第３期分）の納期限は９月30日（水）です固定資産税（第３期分）の納期限は９月30日（水）です



人のうごき人のうごき人のうごき人のうごき
8月1日現在（　）前月比

世帯数　4,170世帯（－ 163）
総人口　8,717人（－ 158） 　男 4,362人（－ 121） 　女 4,355人（－ 37）
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田尻町

危機管理課　電話 466-5009　FAX 466-8725

J:COMから貸与される戸別受信機
サイズ：8㎝×8㎝×8㎝

問

防災情報サービス（戸別受信機）利用希望の方は、
J:COMへお問合せください。

防災情報サービス（戸別受信機）を
月額 55円、 J:COM加入者は月額 33円で各ご家庭に！

フリーコール　0120-999-000　
　　　　　　　 午前9時～午後6時（年中無休）

特設ダイヤル　072-477-9392　
　　　　　　　 午前10時～午後5時（火・水曜日は定休）

《今月の表紙》
「ただいま保存修理工事中！！（田尻歴史館）」
10月３日（土）・４日（日）に工事現場を公開し
ます。見学申し込みは９月19日（土）まで。　
　　社会教育課
　　電話466-0030　FAX466-0853
問

※ご住所や建物によってはご利用いただけない場合や、割引の提供条件・期間などが異なる場合があります。

＊金額は税込み価格です。 ２年目以降田尻町から９割助成後の利用料！
設置工事費無料、利用料１年間無料！

株式会社ジェイコムウエスト りんくう局
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問　　田尻町役場国勢調査実施本部（総務課内）　電話 466-5002　FAX 466-8725

●【あなたも対象】
　　国勢調査は、10月１日現在で日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。

●【回答はぜひインターネットで】
　　回答は、できる限りインターネット（パソコンやスマートフォン）でお願いします。回答

期限は10月７日（水）です。
　　インターネットが利用できない場合は、調査票（紙）の郵送も可能です。

●【調査員がお宅を訪問します】
　　９月中旬から、調査員がお宅を訪問し、調査書類を郵便受けやドアポストに入れるなどし

てお配りします。
　　10月７日（水）までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺います。

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、できる限り、みなさんと調査員が対面しない
非接触の方法で行うようにしています。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

●【大切な調査です】
　　国勢調査の結果は、わたしたちの生活の身近なところに役立てられています。
　（例：災害時に必要な物資を備える・コンビニの出店計画に利用する　等）

●【お問い合わせは田尻町総務課まで】
　　以下の場合は総務課へご連絡ください。
　・調査書類が届いていない
　・追加の調査票が必要（５人以上の世帯など）
　・調査員による調査票（紙）の回収を希望する

令和2年国勢調査を実施します
回答はかんたん便利なインターネットで！

あなた
も対象

！

総務省・大阪府・田尻町

国勢調査については、「国勢調査2020総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

9 /14 10 /7㊊ ㊌
10 /1 10 /7㊍ ㊌

インターネット回答期間 調査票（紙）での回答期間
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健　康

～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
　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841問

項　　　　目 対　　　　象 内容・持参品日　時・受　付
受　付　場　所

3 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

9月16日（水)午後　※時間は個別通知します
ふれ愛センター　1階　保健センター

9月11日（金)　午後1時30分～3時
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）、尿検査
持ち物：母子健康手帳・質問票・バスタオル・
　　　　早朝尿

平成28年12月1日生～
平成29年1・2・3月生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス

日　時　10月2日(金)　要予約　各定員10名　※9月1日より申し込み可
　　　　①午前9時30分～10時30分　②午前10時45分～11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　9月18日(金)　要予約　各定員24名　※9月1日より申し込み可 
　　　　①午前9時30分～10時30分　②午前10時45分～11時45分　
場　所　ふれ愛センター　4階　研修室
　　　　※熱中症予防のため室内でのウォーキング教室となります
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
※次回は、10月16日（金）実施（10月1日より申し込み可）

健康カフェ

日　時　9月18日(金)　
　　　　①午前10時30分～11時　②午前11時45分～午後0時15分 
場　所　ふれ愛センター　1階　検査室
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　豆乳プリン柿ソース添え
※9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。

お気軽にどうぞ

乳幼児健康診査

問

　プレママ・プレパパのみなさん、集まって交

流しませんか。アットホームな雰囲気の中、み

んなで楽しく交流いただけます。

　また、妊娠中・産後の生活や子育てのポイン

トなどをわかりやすくお伝えします。

　ご家族の方もぜひご参加ください。

【対　象】妊婦及びその配偶者や家族　

【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】9月24日(木)まで　

　　　　　　きょうだい保育あり　

　　　　　　お申し込みください

ラッコ倶楽部<妊婦教室>

子育て・食育編
★赤ちゃんを知ろう！
★母親・父親になるって！？
　～子育てに役立つ関わり・
　　　　　　生活のヒント～
★親子ではじめる心のふれあい
★妊娠期からの食育
（バランス、減塩、栄養等）
おだしのきき比べ
★試食おしゃべりタイム
（妊娠中でもおいしく食べられ
　るスイーツ）
健康課　保健師　管理栄養士

9月30日（水）
午前9時50分
～正午

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

（　　　　　　　　）

日　時 内　　　容

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

過去の病気ではありません！
　結核は、全国で毎年およそ16,000人の新しい患者が
発生している重大な感染症です。大阪府では、罹患率
全国ワースト１の状況が続いています。高齢者の発生
が目立ち、70歳以上の割合は約６割を占めています。
予防のポイント
①２週間以上咳や痰が続く場合は、早めに医療機関を

受診しましょう。（高齢者では微熱や食欲低下、体
のだるさ等、咳や痰の症状がなくても結核と診断さ
れることがあります。）

②早期発見のため、年に１回は胸部エックス線検査を
受けましょう。

③乳児は予防接種（ＢＣＧ）を受けましょう。
　
　結核を予防するため、ふだんから健康的な生活を心
がけましょう。　
　　泉佐野保健所　電話 462-7703

9月24日～30日は「結核予防週間」

問

問

　新型コロナウイルス感染症の影響で、

令和元年度に下記の定期予防接種を接種

できなかった方につきましては、健康課

までご相談ください。接種できる場合が

あります。

〈定期接種〉

【Ａ類】Ｂ型肝炎、ヒブ感染症、

　　　　小児の肺炎球菌感染症、

　　　　四種混合、麻しん・風しん、

　　　　水痘、日本脳炎

【Ｂ類】高齢者肺炎球菌感染症
　

　　健康課　

　　電話 466-8811　FAX 466-8841

令和元年度予防接種対象者の
みなさんへ

誰かが見ています！不法投棄はやめましょう！
～ごみを違法に捨てた者は、処罰されます～　　生活環境課 ☎466-5005
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健康応援講座　～生活習慣病予防講座～ 健康ポイント対象

新型コロナウイルス感染症予防対策について
　〇当日、自宅での体温及び体調チェックをお願いします。発熱の他体調不良の場合は参加をご遠慮ください。
　〇マスク着用のうえ、講座にご参加ください。
　〇手指消毒や、部屋の換気、距離の確保にご協力ください。

日　時

場　所

持ち物

内　容

【講座1回目　運動編】　各定員10名　申込締切9月25日(金)

9月29日（火） ①午後1時30分～午後3時15分 ②午後2時～午後3時45分

動きやすい服装、室内履きの運動靴、水分、タオル

しっかり動いて、ストレス発散＆健康力アップ！
～楽しく動いて気分も体もスッキリしよう～

運動講座　 [1時間]
健康運動指導士　松下 裕子先生

食べ方で変わる運動の効果！！
～①②とも運動後に健康メニューの試食があります～

ミニ食講座　[30分]
健康課栄養士

ふれ愛センター
　（受付）3階軽体育室
　運動講座→ミニ食講座(試食)

　（受付）1階検査室
ミニ食講座(試食) → 運動講座

日　時

場　所

持ち物

内　容

【講座2回目　食事編】　定員20名　申込締切10月1日(木)

10月5日（月）  午後1時30分～3時30分 筆記用具

味覚・体質を知って、健康づくりに役立てよう ！
～味覚の閾値、アルコールパッチ体験など(高血圧予防レシピ試食あり)～

血管若返り大作戦！
～血管年齢測定のうえ、血管若返りのポイントをお伝えします～

食育講座　　　 [1時間]
　　　　　　　　健康課栄養士

健康セミナー　 [1時間]　　
        (株)近畿中央ヤクルト販売

ふれ愛センター　1階検査室
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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
　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841問

項　　　　目 対　　　　象 内容・持参品日　時・受　付
受　付　場　所

3 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
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　　　　早朝尿

平成28年12月1日生～
平成29年1・2・3月生
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お気軽にどうぞ

乳幼児健康診査

問

　プレママ・プレパパのみなさん、集まって交

流しませんか。アットホームな雰囲気の中、み

んなで楽しく交流いただけます。
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　るスイーツ）
健康課　保健師　管理栄養士

9月30日（水）
午前9時50分
～正午

　　健康課　電話 466-8811　FAX 466-8841

（　　　　　　　　）

日　時 内　　　容
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過去の病気ではありません！
　結核は、全国で毎年およそ16,000人の新しい患者が
発生している重大な感染症です。大阪府では、罹患率
全国ワースト１の状況が続いています。高齢者の発生
が目立ち、70歳以上の割合は約６割を占めています。
予防のポイント
①２週間以上咳や痰が続く場合は、早めに医療機関を
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れることがあります。）
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がけましょう。　
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問

問
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令和元年度予防接種対象者の
みなさんへ

誰かが見ています！不法投棄はやめましょう！
～ごみを違法に捨てた者は、処罰されます～　　生活環境課 ☎466-5005

5

健康応援講座　～生活習慣病予防講座～ 健康ポイント対象
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～味覚の閾値、アルコールパッチ体験など(高血圧予防レシピ試食あり)～
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・対象の方は、誕生月以外でも受診可能です。

・住民税非課税世帯、生活保護
　を受給している方（事前に健
　康課へ申請が必要）

・70歳以上の方・65歳以上で後
　期高齢者医療制度対象の方

今
月
の
お
知
ら
せ

健

　
　康

7

　自殺で亡くなる人の数は、全国で年間20,169人と
なっており、大阪府でも1,231人の方が亡くなってい
ます。さまざまな悩みを抱えている方は、一人で悩ま
ず、専門の相談機関にご相談ください。また、身近な
方の悩みに気づいたら、温かく寄り添いながら、専門
家への相談をすすめ、じっくり見守りましょう。
 こころの健康に不安を感じたら
●こころの健康相談統一ダイヤル
　【電話番号】0570-064-556
　【受付期間】９月１日（火）午前9時30分～
　　　　　　　９月30日（水）午後5時（24時間体制）
※一部のIP電話等からは接続できません。ご注意く
　ださい。
●こころの電話相談
　【電話番号】06-6607-8814
　【受付日時】月・火・木・金曜日（祝日を除く）
　　　　　　　午前９時30分～午後５時
●若者専用電話相談（わかぼちダイヤル）
　【電話番号】06-6607-8814
　【受付日時】水曜日（祝日を除く）
　　　　　　　午前９時30分～午後５時

９月10日～16日は「自殺予防週間」
●最寄りの大阪府の保健所の精神保健福祉相談
　【受付日時】平日／午前９時～午後５時45分
●関西いのちの電話
　【電話番号】06-6309-1121（24時間、365日）
  大阪府こころのほっとライン-新型コロナ専用
　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、こころの健康に関する相談にLINE（文字
チャット）でお応えします。
【受付日時】水・土・日曜日
　　　　　　午後５時30分～午後10時30分
　　　　　　（受付は午後10時まで）

※10月以降の相談は大阪府のWebページでご確認
下さい

  相談窓口一覧
　（大阪府こころの健康総合
　センターWebページ）

LINEアプリから
「友だち登録」を
してください

9月の老人福祉センター 問  田尻町社会福祉協議会　電話 466-5015　FAX 466-8899

■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　    

※ヒップホップダンス・フェイシャルヨガ・お抹茶サークル・友遊の集いは当面の間お休みです。

～高齢者のための教養講座・サークルを開催しています～

■場　所　ふれ愛センター３階 ■対象者　田尻町在住の60歳以上の方

＊囲碁・将棋については調整中です。
＊老人福祉センターでは、高齢者のみなさんが健康で明るい生活を送っていただけるよう、さまざまな行事を通
　しての生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりを応援しています。
　日頃抱える悩みごと等の相談も随時行っていますので、お気軽にご相談ください。

　休止していた講座・サークルは、新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、再開しています。
　なお、現在は３密を避けるため新規の募集を行っておりません。大変ご不便をお掛けいたしますが、ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

嘉祥寺の方　　　　 火・金（祝日は除く）午後1時～5時（受付は4時30分まで）
吉見・りんくうの方　月・木（祝日は除く）午後1時～5時（受付は4時30分まで）

福 　 祉 　 風 　 呂

～高齢者のための憩いの場、ふれあいの場　ユーユーサロンに参加しませんか～

 
編み物講座 
筆ペン・ボールペン講座 
園芸 
ディスコン 
民謡 
生きがい体操教室①②  
男の筋トレ教室 

【教養講座・高齢者生きがい事業】
さくらクラブ（体操） 
絵はがき 
ピアノサークル 
着物リフォーム 
リフレッシュ体操 
コミュニティ（軽運動） 
健康手品 

習字サークル①② 

卓      球 
きずなサークル（運動） 
ダンスいろいろサークル 
ほほえみ健康クラブ（運動） 
童謡専科 　

【サ ー ク ル 活 動】

福　祉
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内　容　体重や身長等の計測、子育て全般、保健、栄養相談等をおこなっています。
　　　　助産師・栄養士は、午後のみ相談を受け付けます。ぜひ、ご利用ください！
日　時　９月17日（木）　午前10時～正午・午後１時～3時
予　約　電話で受付をします。希望時間と相談の有無をお伝えください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、休止している事業（教室・イベント）があります。
すべての事業が、事前予約制（人数制限あり）になります。
なお、今後の状況によっては予定していた事業の日程変更・休止・内容の変更等もありますので、ご了承
ください。

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。

・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（子ども・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。

すくすくセンターは、田尻町立幼稚園・保育所の２階にありま
すが、出入りは、子育て支援センター玄関から  になります。
開所時間は、午前９時～午後５時 ですが何らかの事業がある
場合は開所時間を変更します。

★計測相談★ 要予約

要予約

要予約

〒
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

内容　すくすくセンターで親子で自由に遊びましょう！
日時　月曜～金曜のうち、教室のない時間帯。　午前の部（10時～正午）・午後の部（2時～5時）
予約　受付は当日の午前９時から、電話での受付になります。午前、午後それぞれ先着10組の親子で締
　　　め切ります。
　　　※大人数を避け安全に遊んでいただくために、人数制限を設けています。
　　　　原則として１日１回の利用ですが、定員に満たない場合は利用できますので、お問い合わせください。

★わんぱくオープン★ 

★わんぱく教室★

★ママほっと★ 要予約

対　　　象
日　　　程
時　　　間
定員・締切

内　　　容：子どもと離れて、ママ達だけでゆっくりお話しましょう！子どもたちは、別室で保育士が
　　　　　　保育します。
日　　　時：9月30日（水）午後１時30分～3時
定員・締切：10組になり次第、締め切ります。

★来月のすくすくあそび★ 要予約

内　　　容：畑にお芋ほりへ行こう！自然に触れて楽しもう。
日　　　時：10月2日（金）午前10時～11時30分頃　　
　　　　　　（予備日）10月9日（金）・・・天候にかかわらず午前中は閉館になります。
定員・締切：15組になり次第、締め切ります。　　　　

わんぱく０
９月９日（水）

午前10時～11時
各10組になり次第、締め切ります。

わんぱく１
9月16日（水）

わんぱく２
9月23日（水）

年齢別の親子のあそび教室です。今月のあそびは「新聞紙あそび」です。
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問　　こども課　
　　電話 466-5013　FAX 466-8841

令和３年度保育所入所のご案内

　保育所入所を希望される方は、下記受付期間中に
申し込みの手続をしてください。

○児童と同一敷地内に居住している65歳未満（令
和３年４月１日時点）の祖父母についても、上記
事由により、保育することができないと認められ
ることを証明する書類を提出してください（上記
事由に該当しない場合でも、申し込みはしていた
だけますが、入所選考の際の優先度合いは低くな
ります）。

配布日時

9月14日（月）～（土日・祝日を除く）
午前９時～午後５時 　　　　　
ホームページからもダウンロードで
きます。

受付日時

10月12日（月）～16日（金）      
午前９時～午後５時 　　　　　
10月19日（月）～23日（金）
午前９時～午後７時 　　　　　
 ※午後５時15分以降は、和歌山側入
　口から入館してください。 

場　　所 こども課（ふれ愛センター内）

●申込書の配布・受付 　

①平成27年４月２日～令和２年10月１日までの
　間に生まれ、本町に在住する児童
②保護者のいずれもが下記事由により、児童を保
　育することができないと認められる場合

●入所の資格（①及び②を満たすこと）

●その他

【保育することができないと認められる事由】

・月64時間以上児童と離れて労働することを常
としていること。 

・妊娠中、または出産後間がないこと。（出産
予定日の前６週間、後８週間） 

・疾病・負傷中、または精神もしくは身体に障
害を有していること。

・同居又は長期入院等している親族を常時介護
または看護していること。 

・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあ
たっていること。 

・求職活動を継続的に行っていること。

※10月26日（月）以降も受付できますが、入所に
ついては欠員補充扱いとなりますので、あらか
じめご了承ください（必要提出書類に不備があり
期間内に申し込みができなかった場合を含む）。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
企業等で在宅勤務（テレワーク）やローテー
ション勤務等の推進が行われていることを受け
て、例年より早期の申込書配布を行うことで、
申込書作成の期間を長めに設けております。受
付期間内に提出できるよう申込書を早めにご準
備ください。

※現在、保育所に入所されている方で、令和3年
度も引き続き入所を希望される方は、入所保育
所より申込書を配布しますので、受付期間内に
こども課まで提出してください。 　

※令和３年３月31日までに本町に転入予定の方
も申し込みしていただけます（入所決定は転入
確認後）。

※申込書配布期間内で保育所の見学が可能です。
ただし、希望者が多い場合や、行事の都合、新
型コロナウイルス感染拡大防止等の理由で、見
学ができないことがありますので、ご了承くだ
さい。

※入所の資格でご質問等がありましたら、お問い
合わせください。

　※１入所後90日以内に就労を証明する旨の入
　所理由証明書を提出してください。

　※２就労予定の方は、内定書等、予定が確認
　できる書類を提出してください。　　　

・学校等の教育施設に在学していること。 
・職業訓練施設にて職業訓練を受けていること。
・虐待やＤＶの恐れがあると認められること。
・育児休業取得時に、既に入所している児童が

いて、継続利用が必要であると認められること。

0～2歳児
所得に応じて保育料を決定します。
住民税非課税世帯に属する方は無料
となります。

3～5歳児 無料

●保育料　

※ただし、延長保育料、教材費等の実費負担はあり
　ます。
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・来館する方（子ども・保護者ともに）は来館前にご家庭で検温し、
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すが、出入りは、子育て支援センター玄関から  になります。
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　　　　原則として１日１回の利用ですが、定員に満たない場合は利用できますので、お問い合わせください。

★わんぱくオープン★ 

★わんぱく教室★

★ママほっと★ 要予約
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時　　　間
定員・締切

内　　　容：子どもと離れて、ママ達だけでゆっくりお話しましょう！子どもたちは、別室で保育士が
　　　　　　保育します。
日　　　時：9月30日（水）午後１時30分～3時
定員・締切：10組になり次第、締め切ります。

★来月のすくすくあそび★ 要予約

内　　　容：畑にお芋ほりへ行こう！自然に触れて楽しもう。
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申し込みの手続をしてください。
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和３年４月１日時点）の祖父母についても、上記
事由により、保育することができないと認められ
ることを証明する書類を提出してください（上記
事由に該当しない場合でも、申し込みはしていた
だけますが、入所選考の際の優先度合いは低くな
ります）。
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きます。
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 ※午後５時15分以降は、和歌山側入
　口から入館してください。 
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●申込書の配布・受付 　

①平成27年４月２日～令和２年10月１日までの
　間に生まれ、本町に在住する児童
②保護者のいずれもが下記事由により、児童を保
　育することができないと認められる場合

●入所の資格（①及び②を満たすこと）

●その他

【保育することができないと認められる事由】

・月64時間以上児童と離れて労働することを常
としていること。 

・妊娠中、または出産後間がないこと。（出産
予定日の前６週間、後８週間） 

・疾病・負傷中、または精神もしくは身体に障
害を有していること。

・同居又は長期入院等している親族を常時介護
または看護していること。 

・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあ
たっていること。 

・求職活動を継続的に行っていること。

※10月26日（月）以降も受付できますが、入所に
ついては欠員補充扱いとなりますので、あらか
じめご了承ください（必要提出書類に不備があり
期間内に申し込みができなかった場合を含む）。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
企業等で在宅勤務（テレワーク）やローテー
ション勤務等の推進が行われていることを受け
て、例年より早期の申込書配布を行うことで、
申込書作成の期間を長めに設けております。受
付期間内に提出できるよう申込書を早めにご準
備ください。

※現在、保育所に入所されている方で、令和3年
度も引き続き入所を希望される方は、入所保育
所より申込書を配布しますので、受付期間内に
こども課まで提出してください。 　

※令和３年３月31日までに本町に転入予定の方
も申し込みしていただけます（入所決定は転入
確認後）。

※申込書配布期間内で保育所の見学が可能です。
ただし、希望者が多い場合や、行事の都合、新
型コロナウイルス感染拡大防止等の理由で、見
学ができないことがありますので、ご了承くだ
さい。

※入所の資格でご質問等がありましたら、お問い
合わせください。

　※１入所後90日以内に就労を証明する旨の入
　所理由証明書を提出してください。

　※２就労予定の方は、内定書等、予定が確認
　できる書類を提出してください。　　　

・学校等の教育施設に在学していること。 
・職業訓練施設にて職業訓練を受けていること。
・虐待やＤＶの恐れがあると認められること。
・育児休業取得時に、既に入所している児童が

いて、継続利用が必要であると認められること。

0～2歳児
所得に応じて保育料を決定します。
住民税非課税世帯に属する方は無料
となります。

3～5歳児 無料

●保育料　

※ただし、延長保育料、教材費等の実費負担はあり
　ます。
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住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794問

　入院したときは、診療費、薬代のほかに食費や居住費がかかります。住民税非課税世帯に属する人は、
申請により標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関等の窓口に提示すると、
入院時の食費が減額されます。

入院時の食費・居住費

所　得　区　分
※1　指定難病患者は260円  
※2　90日までの入院（過去12ヶ月以内）  
※3　90日を超える入院（過去12ヶ月以内）  

※1　一部医療機関では420円
※2　90日までの入院（過去12ヶ月以内）
※3　90日を越える入院（過去12ヶ月以内）      
   

●現役並み所得者
●一般課税世帯

●非課税世帯
●低所得者Ⅱ
●低所得者Ⅰ

●現役並み所得者
●一般課税世帯

●非課税世帯
●低所得者Ⅱ
●低所得者Ⅰ

食費
（1食につき）

460円 ※1 

210円 ※2  

160円 ※3
100円

所　得　区　分

 

食費（1食につき） 居住費（1日につき）

右記以外の人 入院医療の
必要性が高い人

指定難病患者 右記以外の人 指定難病
患者

460円 ※1

210円   

130円 

460円 ※1

210円 ※2

100円 

260円

210円 ※2

160円 ※3 160円 ※3
   

100円 

370円 0円

○入院時の食事代

○65歳以上の人が療養病床に入院した時の食事代・居住費

問　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794　
　　貝塚年金事務所　電話 431-1122　FAX 431-3038

２０歳から国民年金

　公的年金制度では、すべての制度に
共通して使用される基礎年金番号が用
いられています。
　国民年金や厚生年金に加入すると基
礎年金番号が記載された年金手帳が交
付され、加入記録や保険料の納付状況
などがこの番号で管理されます。
　年金手帳は、年金に関する手続きの
際に必要となりますので、大切に保管
してください。

　　住民課　
　　電話 466-5004　
　　FAX 465-3794

年金手帳は大切に保管しましょう

問

　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気
やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなった
ときなどに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。
ただし、加入の届出や保険料の納付を忘れると年金が受
けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔す
る前に、国民年金に加入しましょう。
　加入手続きは、住民課窓口または貝塚年金事務所へお
尋ねください（20歳になる前に就職して厚生年金等に加
入中の方は、加入手続きは不要です）。
　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な
方は、保険料の支払いを猶予する制度（「学生納付特例」
や「納付猶予制度」など）がありますので、国民年金の加
入の手続きと併せて申請してください。

国　保

年　金
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戸籍謄抄本等を郵送で請求できます！

　戸籍謄抄本等は、本籍地でのみ発行が可能で

す。本籍地が遠方にあり、窓口での請求が困難

な場合は、下記の要領で郵便により取り寄せる

ことができます。

１．郵送による請求の方法は？
①申請書　に必要事項を記入してください。

　（住民課に申請書があります。また、ウェブ

サイト等からダウンロード・印刷することも

可能です）

②手数料　を同封してください。

　（必ず定額小為替（郵便局で販売）によりお

願いします。）

　※戸籍謄抄本　１通450円

　　除籍（改製原戸籍）謄抄本　１通750円

③返信用の封筒　を同封してください。

　（返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を

貼ってください。なお、申請者が住民登録を

している住所にしか返送できません。）

④本人確認資料　のコピーを同封してください。

　　【運転免許証/顔写真付きのマイナンバー

カード/顔写真付きの住民基本台帳カード/そ

の他公的機関の発行した証明書で現住所及び
顔写真の記載があるもの】

※上記の書類をお持ちでない方は、本籍地の市

区町村の戸籍担当者にお問い合わせくださ

い。

⑤上記の「①②③④」の書類を封筒に入れ、本

籍地の戸籍担当までご請求ください。

２．誰でも請求できるの？
　戸籍は個人情報の記載されたものであるた

め、請求できる方は以下の場合に限られます。

・当該戸籍に記載されている方
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問

問

　　住民課　電話466-5004 　FAX465-3794

住民・戸籍
住民票の写しが全国どこの市区町村でも

取得できます

　本人や世帯全員の住民票の写し（本籍・筆頭
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問　　住民課　

　　電話 466-5004　

　　FAX 465-3794

生活・環境
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住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794問

　入院したときは、診療費、薬代のほかに食費や居住費がかかります。住民税非課税世帯に属する人は、
申請により標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。認定証を医療機関等の窓口に提示すると、
入院時の食費が減額されます。
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所　得　区　分
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※3　90日を超える入院（過去12ヶ月以内）  
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●非課税世帯
●低所得者Ⅱ
●低所得者Ⅰ

●現役並み所得者
●一般課税世帯

●非課税世帯
●低所得者Ⅱ
●低所得者Ⅰ

食費
（1食につき）

460円 ※1 

210円 ※2  
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100円

所　得　区　分

 

食費（1食につき） 居住費（1日につき）
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必要性が高い人
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210円 ※2
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160円 ※3 160円 ※3
   

100円 

370円 0円

○入院時の食事代

○65歳以上の人が療養病床に入院した時の食事代・居住費

問　　住民課　電話 466-5004　FAX 465-3794　
　　貝塚年金事務所　電話 431-1122　FAX 431-3038

２０歳から国民年金

　公的年金制度では、すべての制度に
共通して使用される基礎年金番号が用
いられています。
　国民年金や厚生年金に加入すると基
礎年金番号が記載された年金手帳が交
付され、加入記録や保険料の納付状況
などがこの番号で管理されます。
　年金手帳は、年金に関する手続きの
際に必要となりますので、大切に保管
してください。

　　住民課　
　　電話 466-5004　
　　FAX 465-3794

年金手帳は大切に保管しましょう

問

　国民年金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気
やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなった
ときなどに、あなたやあなたの家族を守ってくれます。
ただし、加入の届出や保険料の納付を忘れると年金が受
けられないこともありますので、「あの時に…」と後悔す
る前に、国民年金に加入しましょう。
　加入手続きは、住民課窓口または貝塚年金事務所へお
尋ねください（20歳になる前に就職して厚生年金等に加
入中の方は、加入手続きは不要です）。
　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な
方は、保険料の支払いを猶予する制度（「学生納付特例」
や「納付猶予制度」など）がありますので、国民年金の加
入の手続きと併せて申請してください。

国　保

年　金
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　9月21日（月）から9月30日（水）までの期間で

秋の全国交通安全運動が実施されます。

●この運動の目的

〇広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図

り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの

実践を習慣付ける。

〇府民自身による道路交通環境の改善に向けた

取り組みを推進することにより、交通事故防

止の徹底を図る。

　交通安全運動スローガン

交さ点　命のきけんが　かくれんぼ

　運動の一つとして、交通安全に対する意識を

高めていただくため、交通安全運転者講習会を

行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のため中止することといたしました。

　そのため、９月１日（火）から泉佐野警察署 

交通課にて、自宅で交通ルールや交通マナー等

について学習していただけるよう自宅講習資料

を配布し、併せて交通安全講習の受講カードを

お渡しする予定です。

　詳しくは泉佐野警察署へお問い合わせくださ

い。

秋の交通安全運動

問 土木下水道課　
電話466-5007　FAX466-5025
泉佐野警察署　交通課　
電話464-1234

「元気なたじりっ子」
募集中

「元気なたじりっ子」
募集中

　田尻町の元気で愛らしいお子様の写真掲載のお申し込みを
お待ちしております。
　応募締切　掲載希望月の前月１日〈必着〉
　　企画人権課　電話466-5019　FAX 466-8725

耐震診断・耐震改修の補助制度があります！

・補助の内容

（1）耐震診断補助

【対象建築物】

　１．昭和56年5月31日以前に建築基準法第６

条第1項の規定により確認を受けて建築

された木造住宅

　２．現に居住又は使用しているもの

【対象者】

　補助対象建築物の所有者

【補助金の額】

　　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）

（2）耐震改修補助

【対象建築物】

　１．昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条

第1項の規定により確認を受けて建築さ

れた木造住宅

　２．耐震診断で上部構造評点1.0未満のもの

　３．現に居住又は使用しているもの

【補助対象者】

　１．補助対象建築物の所有者（個人）

　２．所有者の直近の課税所得金額が507万円

未満の方

【補助金の額】

　　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

　　都市みどり課　

　　電話 466-5006　

　　FAX 466-5025

問
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　家庭系可燃ごみ有料化に伴う令和元年度の収支の概要がまとまりましたので、お知らせします。
　この表は、指定ごみ袋の販売総額9,884,900円が、ごみ有料化の目的である、ごみの減量化に関連する事
業としてどのように使われたかを表した指標です。

１．入居者募集の概要

２．配付期間及び受付期間　9月23日（水）から10月5日（月）まで（土・日曜日は除く。）
　　　　　　　　　　　　　午前8時45分から午後5時15分まで
　　　　　　　　　　　　　※郵送による受付は行いません。
３．申込用紙配布・受付場所　田尻町役場別館　　都市みどり課
４．その他　
　　〇今回は、単身の方は申込みできません｡
　　〇入居予定時期は、令和２年11月中旬以降です。
　　〇１世帯１通しか申込むことができません。２通以上申込まれた場合は、申込まれた分のすべてが失格
　　　となります。
　　〇募集等に関する詳しい内容は、配布する『町営住宅申込みのしおり』をご覧ください。

　　　都市みどり課　電話 466-5006　FAX 466-5025

令和元年度家庭系可燃ごみ有料化の収支の概要

町営住宅のあき家の入居者募集

問

問

50㍑袋
20㍑袋
10㍑袋

103,030枚
206,630枚
60,080枚

5,151,500円
4,132,600円

600,800円
9,884,900円

種　類 販売数量

歳　　入

収入金額

3,033,815円

1,933,507円

4,917,578円

9,884,900円

有料化実施経費

ごみ減量化事務経費

再資源化業務委託
及び補助金経費

合　　　計

指定袋の作製・保管配送・取扱委託料及び取扱事務経費並びに指定袋
減免に要した費用です。

指定袋取扱関係以外の有料化・再資源化に係る人件費などのごみ減量
化事務に要した経費の一部です。

カン・ビン・ペットボトル本体の選別及び再資源化委託料、プラスチ
ック製容器包装再資源化事務委託料及び集団回収奨励金など再資源化
に要した経費です。

区　　分 支出金額

歳　　出

内　　　　　　　容

  　 生活環境課　電話 466-5005　FAX 465-3794

※なお、ごみ事業全般に係る費用との関係を示した詳細については、町ホームページに掲載していますのでご覧ください。

合　　　　計

　住宅名
所　在　地
建 設 年 度
住戸タイプ
階　　　数
戸　　　数
募 集 区 分

　
吉見849番地
平成11年度

３ＤＫ
３階部分

１戸
一般

３階部分
１戸

子育て世帯

４階部分
１戸
一般

砂山住宅 　子育て世帯とは、中学生以下の子ど
もを含む親子を中心とした2人以上の
親族からなる世帯です。
　詳しい資格要件は、配布する『町営
住宅申込みのしおり』もしくは田尻町
のホームページをご覧ください。

高砂住宅
嘉祥寺375番地1

平成17年度
３ＤＫ
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野良ネコで困っているとの相談が多数寄せられ
ています
　
　ネコにエサを与えることは、そのネコの一生に深
くかかわることです。「自分が飼い主になる」とい
うくらいの自覚を持って行動しましょう。
　ネコにエサを与えているだけの行動は、その場
所にネコが居つくようになり、食べ残しやフン尿
などで近隣住民の方にとても迷惑をかけていま
す。その行動で、ネコを好きな人全体のイメージ
が悪くなり、うとまれる不幸なネコを増やすこと
になります。
　困っている方の相談内容はさまざまで、エサ場
になっている近隣の方からの相談は切実です。
(「食べ残しのエサが散らかって汚れている」「ネ
コのフンや尿の臭いが臭くてたまらない」「ネコ
が自宅にまで入り込んで、庭や部屋を荒らした
り、フンや尿をして逃げていく」など)
ネコは、自分の家で面倒を見ることが必要です
　「かわいそうだから」「エサを与えるのが好き
だから」という理由だけで、エサを与えるだけの
行動は周囲の理解を得ることはできません。エサ
を与えるより、「自分自身が飼い主になる」「里

野良ネコにエサを与える人にお願い！

問

親を探してあげる」などを考えてみることが、そ
のネコの一生に関わる必要なことではないでしょ
うか。
田尻町の不妊去勢手術助成制度
　田尻町では飼い主のいないネコの不妊去勢手術
の費用を助成しています。（オス８千円、メス１
万５千円）
※誓約書にサインをしていただく
　必要がありますので、必ず事前
　に生活環境課までお問い合わせ
ください。
大阪府のネコ譲渡制度
　大阪府では、救える命は救いたいと考え、そん
なネコたちの新しい飼い主さんを募集していま
す。一匹でも多くのネコが幸せに暮らせるよう、
譲渡にご協力ください。

　 （不妊去勢手術に関するお問い合わせ）
　　生活環境課　電話466-5005　FAX465-3794
　 （譲渡に関するお問い合わせ）
　　大阪府環境農林水産部　
　　動物愛護管理センター　管理指導課　
　　電話 072-958-8212

除菌や消毒をうたった商品
正しく知って感染症対策を！

●事例●
　 新型コロナウイルス感染症対策として通販サイ

トで除菌アルコール液等とうたう消毒液を購入
したが、アルコール濃度が低く効果のないもの
だった。

●ひとことアドバイス●
　☆除菌や消毒をうたう商品を購入する際は、必ず

以下の４点をチェックするようにしましょう。
　　①使用方法
　　②有効成分
　　③濃度
　　④使用期限
【感染症対策のポイント】
　☆こまめな手洗いを心がけましょう。

相談スペース　ほっ…と。便り№24

問 相談スペース　ほっ…と。電話466-5018
産業振興課　電話466-5008　FAX466-5025

　　石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗い
　　を行うことで、十分にウイルスを除去できま
　　す。追加で消毒剤等を使用する必要はありま
　　せん。
　☆物品のウイルス対策をしましょう
　　テーブル、ドアノブなどの身近な物の消毒に
　　は塩素系漂白剤や、一部の家庭用洗剤等が　
　　有効です。
　☆空間のウイルス対策をしましょう
　　定期的に換気してください。
　　消毒や除菌効果をうたう商品の空中噴霧は、周

　りに人がいないことを確認して行いましょう。

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 ☎466-5005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
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問

防災について学ぼう（避難所編）

危機管理課　電話 466-5009　FAX 466-8725

不審者・不審車両を見かけたら、110番に通報しましょう！
泉佐野警察署　電話 464－1234

　一口に避難所というけれど・・・　田尻町の避難所について正しく知っておきましょう！

Q １　「（一時）避難場所」と「避難所」ってど
うちがうの？

A １　「（一時）避難場所」とは、洪水や津波な
どの災害から『取り急ぎ命を守る』ため一
時的に安全な場所に逃げることです。です
から災害の種類によって逃げる場所は変わ
ります。公共施設や民間のビルなど、町で
あらかじめ指定しています（ホームページ
や田尻町津波ハザードマップ参照）。

　　　次に「避難所」は、一時的に命を守った
後、ご自宅等に戻って生活することができ
なくなった場合に仮に生活するところで
す。本町では、た
じ り ふ れ 愛 セ ン
ターと田尻町立小
学校を「指定避難
所」として定めて
います。

Q ３　避難所には何を持っていけばいいの？
A ３　災害の種類や規模にもよります。台風など

一時的かつ自主的な避難の場合は、毛布な
どは町でご用意していますが、水分や食
糧、個人のお薬などは必ずお持ちください。

　　　一方、避難勧告や避難指示（緊急）の発
令、あるいは災害が発生した場合は、避難
所において水分や食糧、寝具等の必要物資
を一定備蓄していますが、可能な範囲で各
自お持ちいただきたいです。

　　　特に新型コロナウイルスなどの感染症対策
にもなるマスクや消
毒液なども含め、平
時から「非常持ち出
し袋」などにご用意
しておいてくださ
い。（自助）

Q ２　避難所にはいついけばいいの？
A ２　災害の種類によってタイミングは違います

が、大原則は・・・
　　　①気象庁や消防庁から、特別警報や国民保

護情報などが発表されたとき
　　　②町役場から、避難準備・高齢者等避難開

始《警戒レベル3》や避難勧告または避
難指示（緊急）《警戒レベル４》を発令
したとき

　　　　・・・ですが、ここで重要なことは、台
風など事前に予想される場合の避難につ
いては、①風雨が強くなる前または②暗
くなる前に避難しておかないとかえって
危険です。

　　　　台風接近時に、大雨や暴風警報の発表
後、町役場から「自主避難スペース（ふ
れ愛センター）を開設しました。」とお
知らせすることもあり
ますので、たじりっち
メールや町内放送にご
留意ください。

Q４　新型コロナウイルス感染症などが拡大して
いる時の避難所は心配だけど？

A４　そのような中でも災害が発生した場合、必
要がある人は避難所にいかなくてはなりま
せん。その場合は、間隔をあけたり、間仕
切りをしたり、部屋を分けたりなど感染症
拡大防止のための対策により入所できる人
数は少なくなります。そこで・・・

　　　①指定避難所以外でも町内で使用可能な公
共施設等も活用します。

　　　②町民の皆さんも避難所以外の避難場所
（安全な場所の親戚・知人宅など）も含
めて考えておき、できるだけ避難所に集
中しないようにする。

　　　　・・・などの「分散避難」を行うなど、
町と住民の皆さ
ん、みんなでし
の い で い き ま
しょう！

避難場所

➡
➡

➡

分散避難



14

野良ネコで困っているとの相談が多数寄せられ
ています
　
　ネコにエサを与えることは、そのネコの一生に深
くかかわることです。「自分が飼い主になる」とい
うくらいの自覚を持って行動しましょう。
　ネコにエサを与えているだけの行動は、その場
所にネコが居つくようになり、食べ残しやフン尿
などで近隣住民の方にとても迷惑をかけていま
す。その行動で、ネコを好きな人全体のイメージ
が悪くなり、うとまれる不幸なネコを増やすこと
になります。
　困っている方の相談内容はさまざまで、エサ場
になっている近隣の方からの相談は切実です。
(「食べ残しのエサが散らかって汚れている」「ネ
コのフンや尿の臭いが臭くてたまらない」「ネコ
が自宅にまで入り込んで、庭や部屋を荒らした
り、フンや尿をして逃げていく」など)
ネコは、自分の家で面倒を見ることが必要です
　「かわいそうだから」「エサを与えるのが好き
だから」という理由だけで、エサを与えるだけの
行動は周囲の理解を得ることはできません。エサ
を与えるより、「自分自身が飼い主になる」「里

野良ネコにエサを与える人にお願い！

問

親を探してあげる」などを考えてみることが、そ
のネコの一生に関わる必要なことではないでしょ
うか。
田尻町の不妊去勢手術助成制度
　田尻町では飼い主のいないネコの不妊去勢手術
の費用を助成しています。（オス８千円、メス１
万５千円）
※誓約書にサインをしていただく
　必要がありますので、必ず事前
　に生活環境課までお問い合わせ
ください。
大阪府のネコ譲渡制度
　大阪府では、救える命は救いたいと考え、そん
なネコたちの新しい飼い主さんを募集していま
す。一匹でも多くのネコが幸せに暮らせるよう、
譲渡にご協力ください。

　 （不妊去勢手術に関するお問い合わせ）
　　生活環境課　電話466-5005　FAX465-3794
　 （譲渡に関するお問い合わせ）
　　大阪府環境農林水産部　
　　動物愛護管理センター　管理指導課　
　　電話 072-958-8212

除菌や消毒をうたった商品
正しく知って感染症対策を！

●事例●
　 新型コロナウイルス感染症対策として通販サイ

トで除菌アルコール液等とうたう消毒液を購入
したが、アルコール濃度が低く効果のないもの
だった。

●ひとことアドバイス●
　☆除菌や消毒をうたう商品を購入する際は、必ず

以下の４点をチェックするようにしましょう。
　　①使用方法
　　②有効成分
　　③濃度
　　④使用期限
【感染症対策のポイント】
　☆こまめな手洗いを心がけましょう。

相談スペース　ほっ…と。便り№24

問 相談スペース　ほっ…と。電話466-5018
産業振興課　電話466-5008　FAX466-5025

　　石けんやハンドソープを使った丁寧な手洗い
　　を行うことで、十分にウイルスを除去できま
　　す。追加で消毒剤等を使用する必要はありま
　　せん。
　☆物品のウイルス対策をしましょう
　　テーブル、ドアノブなどの身近な物の消毒に
　　は塩素系漂白剤や、一部の家庭用洗剤等が　
　　有効です。
　☆空間のウイルス対策をしましょう
　　定期的に換気してください。
　　消毒や除菌効果をうたう商品の空中噴霧は、周

　りに人がいないことを確認して行いましょう。

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 ☎466-5005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

今
月
の
お
知
ら
せ

生
活
・
環
境

15

問

防災について学ぼう（避難所編）

危機管理課　電話 466-5009　FAX 466-8725

不審者・不審車両を見かけたら、110番に通報しましょう！
泉佐野警察署　電話 464－1234

　一口に避難所というけれど・・・　田尻町の避難所について正しく知っておきましょう！

Q １　「（一時）避難場所」と「避難所」ってど
うちがうの？

A １　「（一時）避難場所」とは、洪水や津波な
どの災害から『取り急ぎ命を守る』ため一
時的に安全な場所に逃げることです。です
から災害の種類によって逃げる場所は変わ
ります。公共施設や民間のビルなど、町で
あらかじめ指定しています（ホームページ
や田尻町津波ハザードマップ参照）。

　　　次に「避難所」は、一時的に命を守った
後、ご自宅等に戻って生活することができ
なくなった場合に仮に生活するところで
す。本町では、た
じ り ふ れ 愛 セ ン
ターと田尻町立小
学校を「指定避難
所」として定めて
います。

Q ３　避難所には何を持っていけばいいの？
A ３　災害の種類や規模にもよります。台風など

一時的かつ自主的な避難の場合は、毛布な
どは町でご用意していますが、水分や食
糧、個人のお薬などは必ずお持ちください。

　　　一方、避難勧告や避難指示（緊急）の発
令、あるいは災害が発生した場合は、避難
所において水分や食糧、寝具等の必要物資
を一定備蓄していますが、可能な範囲で各
自お持ちいただきたいです。

　　　特に新型コロナウイルスなどの感染症対策
にもなるマスクや消
毒液なども含め、平
時から「非常持ち出
し袋」などにご用意
しておいてくださ
い。（自助）

Q ２　避難所にはいついけばいいの？
A ２　災害の種類によってタイミングは違います

が、大原則は・・・
　　　①気象庁や消防庁から、特別警報や国民保

護情報などが発表されたとき
　　　②町役場から、避難準備・高齢者等避難開

始《警戒レベル3》や避難勧告または避
難指示（緊急）《警戒レベル４》を発令
したとき

　　　　・・・ですが、ここで重要なことは、台
風など事前に予想される場合の避難につ
いては、①風雨が強くなる前または②暗
くなる前に避難しておかないとかえって
危険です。

　　　　台風接近時に、大雨や暴風警報の発表
後、町役場から「自主避難スペース（ふ
れ愛センター）を開設しました。」とお
知らせすることもあり
ますので、たじりっち
メールや町内放送にご
留意ください。

Q４　新型コロナウイルス感染症などが拡大して
いる時の避難所は心配だけど？

A４　そのような中でも災害が発生した場合、必
要がある人は避難所にいかなくてはなりま
せん。その場合は、間隔をあけたり、間仕
切りをしたり、部屋を分けたりなど感染症
拡大防止のための対策により入所できる人
数は少なくなります。そこで・・・

　　　①指定避難所以外でも町内で使用可能な公
共施設等も活用します。

　　　②町民の皆さんも避難所以外の避難場所
（安全な場所の親戚・知人宅など）も含
めて考えておき、できるだけ避難所に集
中しないようにする。

　　　　・・・などの「分散避難」を行うなど、
町と住民の皆さ
ん、みんなでし
の い で い き ま
しょう！

避難場所

➡
➡

➡

分散避難



16

https://www.senshu-minami119.jp/

携帯電話・プッシュ回線……………＃7119
IP電話・ダイヤル回線…06－6582－7119
携帯電話・プッシュ回線……………＃8000
IP電話・ダイヤル回線…06－6765－3650

医療機関照会・救急相談は
「救急安心センターおおさか」）

「小児救急電話相談」 ）

火災・救急・救助は局番なしの………………………… 119番
携帯電話からも局番なしの……………………………… 119番
（固定電話の方が発信場所を特定できるので確実です！）
火災問い合わせ専用電話………………………… 463－0009
救急問い合わせ電話 ……………………………… 469－0119

泉州南広域消防本部ホームページアドレス

　9月9日は「救急の日」です。
　AED（自動体外式除細動器）を設置している事業所では、いざという時、きちんと
使えるようにAEDの日常点検をお願いします。
［日常の点検］
　AED本体の作動状況を表示するインジケータのランプの色や表示により、正常に
動く状態かを確認し、記録してください。
［消耗品の管理］
　電極パッドやバッテリーは使用期間が決まっているので、交換時期等を記載した表示ラベルを取り付け、
期限が切れないよう適切に交換してください。
　特に点検の担当者が代わった時は注意が必要です。点検の必要性を十分に認識するとともに、しっかり引
き継ぎをしましょう。
［サポートサービスの活用］
　日常の点検が難しい場合、製造・販売会社が提供しているサポートサービスを活用する方法もあります。
また、AEDの管理自体を委託する方法もあるので、お持ちのAEDの製造・販売会社に問い合わせてください。
［設置情報の登録］
　AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造・販売会社が設置場所を登録・管理してい
ますので、廃棄や譲渡する時は、必ず製造・販売会社に連絡してください。　
　　泉州南広域消防本部　警防部警備課　
　　電話 462-1080（直通）469-0119（代表）　FAX 460-2119

AED（自動体外式除細動器）設置事業所様へ

　住宅用火災警報器は、平成18年に火災予防条例が改正され、新築住宅から設置が義務付けられました。ま
た、平成23年6月からは既存の住宅にも設置が必要となりました。この時期に設置された住宅用火災警報器
は、10年以上経過しているものが多くなっています。
　よく電化製品は10年が買い替えの目安と言われます。住宅用火災警報器も、同様に電池も含め本体の交換
目安は10年と言われています。 
　火災の際、確実に作動するように点検ボタンを押す又は点検ひもをひっぱるなど、定期的に作動の確認を
行ってください。 （機種によっては、電池切れが近づくと警報音が鳴るものもあります。）
　作動しない場合、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により故障しているかもしれない
ため、製品メーカーに問い合わせるか、若しくは本体の交換をご検討ください。 
　大切な家族の命を守るため、適切な維持管理をお願いいたします。
 
　　泉州南広域消防本部　警防部予防課　電話 469-0886（直通）469-0119（代表）FAX 460-2119
 

点検していますか？　住宅用火災警報器

問

問

ストレッサー(ストレスの原因)

会社の倒産
近親者の死

昇進・妊娠・夫婦の問題
事故・災害など

不眠・イライラ・怒り
うつ・意欲の低下など

胃痛・肩こり・頭痛・動悸・
血圧上昇・免疫機能の低下など
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特別な病気ではありません　こころの病に関すること

人権のひろば

こころの病とは
　「こころの病」と言っても、種類も症状もさま
ざまで、原因が分かっていないものが多くありま
す。例えば、うつ病と診断された場合でも、スト
レスがきっかけの場合もあれば、身体の病気と関
係していることもあります。
誰でもかかりうる病気です
　こころの病で通院や入院をしている人たちは、
国内で419万人（平成29（2017）年厚生労働省
患者調査）です。また、生涯を通じて5人に1人が
かかるとも言われています。
　しかし「こころの病は特別な人がかかるもの」
という古くからの慣習や風評などから生じる先入
観や偏見が解消されたとは言えず、また、このた
め生きづらさや生活のしづらさに苦しんでいる人
たちがいます。

企画人権課　人権・男女共生室
電話 466－5019　FAX 466－8725

問

　こころの病は誰でもかかりうる病気であり、こ
うした先入観や偏見にとらわれないことが大切で
す。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染
への恐怖や外出制限などで変化した日常、将来へ
の不安などから、うつ病の兆候を示す人や精神面
での不調を訴える人が増えています。
　こころの健康について、気になることがあれ
ば、かかりつけ医に相談したり、専門の医療機関
を受診したりしましょう。
　田尻町ではこころの健康相談・人権相談をお受
けしています。相談者の気持ちを受け止め、じっ
くりとお話しをお聞きします。お気軽にご利用く
ださい。（費用は無料です。25ページの一覧をご
覧ください。） 

主なこころの病とその症状

こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。幻覚や妄想、意欲の低下や感情表
現が少なくなるなどの症状があります。まわりの人には聞こえない声が聞こえたり、話が
まとまらなくなったりします。

ストレスとは？
　ストレスとはもともと「歪み」という意味。過剰なストレッサー（ストレスの原因）はこころと身体を
　歪ませ、ストレス反応を起こします。これがストレスです。

眠れない、食欲がない、一日中落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続
いてしまう場合、うつ病の可能性があります。ものの見方が否定的になり、自分はダメな
人間だと感じてしまうことがあります。

大麻、シンナー、覚せい剤などの薬物、アルコールなどの使用を自分ではコントロールで
きなくなり、日常生活に支障を来す病気です。ギャンブル等や買い物、インターネットなど
への依存もあります。

脳の機能が低下し、記憶や思考への影響がみられる病気です。アルツハイマー型認知
症、血管性認知症などがあります。

震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害など圧倒的な体験の影響で、突然怖い
体験を思い出す、不安や緊張が続く、眠れないなどの症状が出てきます。このような状態
が何か月も続くときにはＰＴＳＤの可能性があります。

ハイテンションで活動的な躁（そう）状態と、憂（ゆう）うつで無気力なうつ状態を繰り返
します。

突然理由もなく不安になり、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発
作を起こし、そのために生活に支障が出ている状態です。

統合失調症

うつ病

躁うつ病
（双極性障害）

パニック障害

依存症

認知症

ＰＴＳＤ
(心的外傷後
ストレス障害)

人　間

こころ

からだからだ

参考：大阪府発行『大阪府人権白書　ゆまにてなにわ34』

ストレスの反応
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https://www.senshu-minami119.jp/

携帯電話・プッシュ回線……………＃7119
IP電話・ダイヤル回線…06－6582－7119
携帯電話・プッシュ回線……………＃8000
IP電話・ダイヤル回線…06－6765－3650

医療機関照会・救急相談は
「救急安心センターおおさか」）

「小児救急電話相談」 ）

火災・救急・救助は局番なしの………………………… 119番
携帯電話からも局番なしの……………………………… 119番
（固定電話の方が発信場所を特定できるので確実です！）
火災問い合わせ専用電話………………………… 463－0009
救急問い合わせ電話 ……………………………… 469－0119

泉州南広域消防本部ホームページアドレス

　9月9日は「救急の日」です。
　AED（自動体外式除細動器）を設置している事業所では、いざという時、きちんと
使えるようにAEDの日常点検をお願いします。
［日常の点検］
　AED本体の作動状況を表示するインジケータのランプの色や表示により、正常に
動く状態かを確認し、記録してください。
［消耗品の管理］
　電極パッドやバッテリーは使用期間が決まっているので、交換時期等を記載した表示ラベルを取り付け、
期限が切れないよう適切に交換してください。
　特に点検の担当者が代わった時は注意が必要です。点検の必要性を十分に認識するとともに、しっかり引
き継ぎをしましょう。
［サポートサービスの活用］
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点検していますか？　住宅用火災警報器

問

問

ストレッサー(ストレスの原因)

会社の倒産
近親者の死

昇進・妊娠・夫婦の問題
事故・災害など

不眠・イライラ・怒り
うつ・意欲の低下など

胃痛・肩こり・頭痛・動悸・
血圧上昇・免疫機能の低下など
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特別な病気ではありません　こころの病に関すること

人権のひろば

こころの病とは
　「こころの病」と言っても、種類も症状もさま
ざまで、原因が分かっていないものが多くありま
す。例えば、うつ病と診断された場合でも、スト
レスがきっかけの場合もあれば、身体の病気と関
係していることもあります。
誰でもかかりうる病気です
　こころの病で通院や入院をしている人たちは、
国内で419万人（平成29（2017）年厚生労働省
患者調査）です。また、生涯を通じて5人に1人が
かかるとも言われています。
　しかし「こころの病は特別な人がかかるもの」
という古くからの慣習や風評などから生じる先入
観や偏見が解消されたとは言えず、また、このた
め生きづらさや生活のしづらさに苦しんでいる人
たちがいます。

企画人権課　人権・男女共生室
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への恐怖や外出制限などで変化した日常、将来へ
の不安などから、うつ病の兆候を示す人や精神面
での不調を訴える人が増えています。
　こころの健康について、気になることがあれ
ば、かかりつけ医に相談したり、専門の医療機関
を受診したりしましょう。
　田尻町ではこころの健康相談・人権相談をお受
けしています。相談者の気持ちを受け止め、じっ
くりとお話しをお聞きします。お気軽にご利用く
ださい。（費用は無料です。25ページの一覧をご
覧ください。） 

主なこころの病とその症状

こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。幻覚や妄想、意欲の低下や感情表
現が少なくなるなどの症状があります。まわりの人には聞こえない声が聞こえたり、話が
まとまらなくなったりします。

ストレスとは？
　ストレスとはもともと「歪み」という意味。過剰なストレッサー（ストレスの原因）はこころと身体を
　歪ませ、ストレス反応を起こします。これがストレスです。

眠れない、食欲がない、一日中落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが続
いてしまう場合、うつ病の可能性があります。ものの見方が否定的になり、自分はダメな
人間だと感じてしまうことがあります。

大麻、シンナー、覚せい剤などの薬物、アルコールなどの使用を自分ではコントロールで
きなくなり、日常生活に支障を来す病気です。ギャンブル等や買い物、インターネットなど
への依存もあります。

脳の機能が低下し、記憶や思考への影響がみられる病気です。アルツハイマー型認知
症、血管性認知症などがあります。

震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害など圧倒的な体験の影響で、突然怖い
体験を思い出す、不安や緊張が続く、眠れないなどの症状が出てきます。このような状態
が何か月も続くときにはＰＴＳＤの可能性があります。

ハイテンションで活動的な躁（そう）状態と、憂（ゆう）うつで無気力なうつ状態を繰り返
します。

突然理由もなく不安になり、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発
作を起こし、そのために生活に支障が出ている状態です。

統合失調症

うつ病

躁うつ病
（双極性障害）

パニック障害

依存症

認知症

ＰＴＳＤ
(心的外傷後
ストレス障害)

人　間

こころ

からだからだ

参考：大阪府発行『大阪府人権白書　ゆまにてなにわ34』

ストレスの反応
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学 校 だ よ り 小学校・中学校の情報をどんどん発信していきます。

指導課　電話466-5022　FAX466-5095問

田尻小だより
「畑で育てた野菜が子どもたちの生きる力に！」

いつも心に太陽を！(田尻中だより)

 つくし学級の畑で、トマト、ミニトマト、なすび、ピーマンなどをたくさん収穫しま
した。その野菜を品物にして、「よってって」というお店を開き、教職員がお客に
なって買い物をしました。つくし学級の子どもたちは、店員になって本物さながらの
体験学習に挑戦しました。わずかですが、収益金は次の苗の購入に充てます。

 日本の夏は「平和を考える夏」です。お盆で親族や親せきが一同に集まり、笑顔で過
ごせる時にこそ、おじいさんやおばあさんに戦争のことを自分から聞くことは、平和
を守り、築いていくことの一つではないでしょうか。戦争体験者の方々の多くは、
「今の生活こそが有難い（めったにない）こと」であり、住む家があり、着る服に恵
まれ、毎日食事にありつけること、そして、家族や
友人と日々過ごせることだけでも有難いことだとお
話しされます。お話を伺うことで、少しでも今の生
活や家族・仲間とのかかわり方を振り返ることが
「身近な平和をつくり上げる」ことにつながるのだ
と考えます。

「平和について考える」

小・中学校の様々な取り組みを、田尻町のホームページからでも知る
ことができます。保護者の方以外にも、子どもたちの活躍や取り組み
に関心を寄せていただければ幸いです。

「小・中学校ホームページのご紹介」

田尻町トップページ　→　各課の案内　→　教育委員会　→　指導課
田尻町立小学校

田尻町立中学校
→→

H P

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。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15分までの間にお願いします。

問 田尻町立公民館

キッズ向け英会話（小学校高学年対象）〈全6回〉キッズ向け英会話（小学校高学年対象）〈全6回〉キッズ向け英会話（小学校高学年対象）〈全6回〉
語学講座

今回は、小学校５・６年生の皆さんを対象にキッズ英会話を開催します。
これまでのキッズ向け英会話から内容をステップアップし、昨年度受講された皆さんもより一層楽しく
英語に親しみ・楽しく学んでいただけるよう丁寧に教えますので、ぜひご参加ください！
【日　　　　時】10月9日(金)～11月20日（金）（全６回)　午後6時30分～7時30分
　　　　　　　　※11月6日（金）を除きます。
【場　　　　所】公民館　3階　視聴覚室
【講　　　　師】村田　都
【参　加　費】100円
【対　象　者】田尻町に在住･在学する小学校５・６年生の児童
【定　　　　員】12名　※先着順
【用意するもの】筆記用具、マスク
【申 込 期 間】9月5日(土)～19日(土)
※申込期間後の返金はできません。
※申し込みは、午後５時までにお願いします。

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、図書室で手に取ってください。
【教養・実用書】　
　　〇『極上ずぼら飯』 / だれウマ / ワニブックス
　　〇『忙しい人でもすぐに作れるあると便利なお漬けもの』 / 大原千鶴 / 家の光協会
　　〇『カミキィの季節のおりがみ―飾る・使う・贈る』 / カミキィ / 日本文芸社
　　〇『絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理』 / 大谷義夫 / 日経ＢＰ
　　〇『おかあさんの扉』 / 伊藤理佐 / オレンジページ　　　　　　　
【文芸書・小説】　
　　〇『カケラ』 / 湊かなえ / 集英社
　　〇『発注いただきました！』 / 朝井リョウ / 集英社
　　〇『告解』 / 薬丸岳 / 講談社
　　〇『きたきた捕物帖』 / 宮部みゆき / ＰＨＰ研究所
　　〇『鯖猫長屋ふしぎ草紙〈７〉・〈8〉』 / 田牧大和 / ＰＨＰ研究所 
　　〇『本所おけら長屋』 / 畠山健二 / ＰＨＰ研究所 
【児童書・絵本】　
　　〇『さらにざんねんないきもの事典 - おもしろい！進化のふしぎ』 / 今泉忠明・下間文恵 / 高橋書店 
　　○『名探偵コナンの10才までに覚えたい難しいことば1000』 / 青山剛昌【原作】・戸谷述夫【監修】 / 小学館
　　〇『バーバパパえほん バーバパパのさがしもの』 / チゾン・アネット，テイラー・タラス / 講談社
　　〇『なんだろうなんだろう』 / ヨシタケシンスケ / 光村図書出版
　　〇『ガストンのきぶんをととのえるえほん　おこりたくなったらやってみて！』 / オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ
　　　【文・絵】　垣内磯子【訳】 / 主婦の友社
　　〇『ぼくらの七日間戦争』 / 宗田理【作】・はしもとしん【絵】 / 角川書店
このほか、今話題の図書を揃えています。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。
また、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ご相談ください。
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（水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853
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今回は、小学校５・６年生の皆さんを対象にキッズ英会話を開催します。
これまでのキッズ向け英会話から内容をステップアップし、昨年度受講された皆さんもより一層楽しく
英語に親しみ・楽しく学んでいただけるよう丁寧に教えますので、ぜひご参加ください！
【日　　　　時】10月9日(金)～11月20日（金）（全６回)　午後6時30分～7時30分
　　　　　　　　※11月6日（金）を除きます。
【場　　　　所】公民館　3階　視聴覚室
【講　　　　師】村田　都
【参　加　費】100円
【対　象　者】田尻町に在住･在学する小学校５・６年生の児童
【定　　　　員】12名　※先着順
【用意するもの】筆記用具、マスク
【申 込 期 間】9月5日(土)～19日(土)
※申込期間後の返金はできません。
※申し込みは、午後５時までにお願いします。

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、図書室で手に取ってください。
【教養・実用書】　
　　〇『極上ずぼら飯』 / だれウマ / ワニブックス
　　〇『忙しい人でもすぐに作れるあると便利なお漬けもの』 / 大原千鶴 / 家の光協会
　　〇『カミキィの季節のおりがみ―飾る・使う・贈る』 / カミキィ / 日本文芸社
　　〇『絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理』 / 大谷義夫 / 日経ＢＰ
　　〇『おかあさんの扉』 / 伊藤理佐 / オレンジページ　　　　　　　
【文芸書・小説】　
　　〇『カケラ』 / 湊かなえ / 集英社
　　〇『発注いただきました！』 / 朝井リョウ / 集英社
　　〇『告解』 / 薬丸岳 / 講談社
　　〇『きたきた捕物帖』 / 宮部みゆき / ＰＨＰ研究所
　　〇『鯖猫長屋ふしぎ草紙〈７〉・〈8〉』 / 田牧大和 / ＰＨＰ研究所 
　　〇『本所おけら長屋』 / 畠山健二 / ＰＨＰ研究所 
【児童書・絵本】　
　　〇『さらにざんねんないきもの事典 - おもしろい！進化のふしぎ』 / 今泉忠明・下間文恵 / 高橋書店 
　　○『名探偵コナンの10才までに覚えたい難しいことば1000』 / 青山剛昌【原作】・戸谷述夫【監修】 / 小学館
　　〇『バーバパパえほん バーバパパのさがしもの』 / チゾン・アネット，テイラー・タラス / 講談社
　　〇『なんだろうなんだろう』 / ヨシタケシンスケ / 光村図書出版
　　〇『ガストンのきぶんをととのえるえほん　おこりたくなったらやってみて！』 / オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ
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このほか、今話題の図書を揃えています。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。
また、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ご相談ください。
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222　　　　　吉見紡織の拡充と戦時下の変容

　吉見紡織株式会社は大正13（1924）年5月に『工
場現況』を刊行しました。恐らく創業10周年を記念
したものでしょう。内容は、田尻村の本社・工場と
樽井村の支店・工場の施設や製品等の紹介です。機
械設備に加えて、寄宿舎、食堂、汚物浄化処理槽、
託児所、修学所、娯楽室、病院、社宅等を写真付き
で解説しています。修学所は階下に教室、階上に作
法・裁縫室、娯楽室にはピンポン室、割烹実習室が
あります。
　吉見紡織の社長谷口房蔵の伝記である『谷口房蔵
翁伝』（昭和6年）によれば、大正7年に谷口綿布会
社が吉見紡織会社になり（資本金200万円）、同9年
に400万円に増資、同10年には樽井紡績を合併して
資本金は500万円になります。『大阪府統計書』で
は、大正7年から同15年までの間に職工数は8倍、綿
糸製造高は30倍、石炭消費量は50倍です（〈145〉
参照）。同『統計書』〈大正7年版〉に吉見紡織株式
会社吉見支店として初登場しますが、〈大正11年
版〉からは吉見紡織株式会社本社工場と記されま
す。昭和期の吉見紡織について、『田尻町史』〈歴
史編〉(平成18年）は、恐慌期の昭和5（1930）年6
月10日から樽井工場で織機二部制を一部制に縮小
し、同時に織機40台余を減じていること（吉見工場
では5日にこの措置を断行）、昭和10年6月下旬から

7月上旬にかけての吉見工場での赤痢騒ぎ、12年1月
樽井工場での罷業・臨時休業騒ぎ、13年3月のブロ
ーカーによる吉見紡への女工不正周旋事件を、新聞
資料をもとに記しています。昭和16年、戦時体制下
の企業整理統合による業界再編成で吉見紡織は東洋
紡績の傘下に入り、ついで吉見工場は大阪機工、樽
井工場は東洋クロスの工場となります。
　『大阪機工五十年史』（昭和41年）では、吉見製
造所は昭和19年に軍需工場に指定され、海軍の機関
銃弾等を生産、旧制中学校・高等女学校の学徒勤労
動員もあり、米軍機の機銃掃射を受けることがあっ
たといいます（〈112〉〈114〉〈132〉参照）。一
方、『東洋クロス100年史』（令和元年）によれ
ば、主力の吉祥院工場（京都）も軍需工場への転用
を迫られ、東洋紡績グループ内の樽井工場への移転
が決定します。クロス・レザーなど軍需品生産へと
転換し、やはり米軍機の機銃掃射をうけることがあ
ったといいます。特筆すべきなのが風船爆弾用気球
の原紙加工を行っていることです。同書には「ボイ
ラー室外壁に残る米軍機銃掃射弾痕」や「終戦当時
の樽井工場」などの貴重な写真が掲載されており、
当時を窺うことができます。
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問

■関西国際空港
　国際線出発口に「自動化ゲート」を設置
　7月27日（月）より、関西国際空港　第1ターミナ
ルビルの国際線出発口（保安検査場前）において、
「自動化ゲート」の運用を開始しました。これまで
は検査員が搭乗券をお預かりして確認しておりまし
たが、お客様ご自身で搭乗券をスキャンし、ゲート
を通過して保安検査場に入っていただくようになり
ます。これは、関西エアポートが取り組む「ファス
トトラベル」を促進するための新たな取り組みで、
自動化により、お客様の
スムーズな出発手続きを
実現します。また、非接
触のため感染症の拡大防
止にもつながります。

【場　所】本庁舎3階　議場

【時　間】いずれも午前10時から

【開催日】

　  ９月３日（木）本会議（開会日）

　        ４日（金）本会議（第２日）

　　　     ※３日（木）に審議が終了しなかっ

　　　　　  た場合のみ開催

　        ７日（月） 総務建設常任委員会

　        ８日（火） 文教厚生常任委員会

　       10日（木） 決算特別委員会（第１日）

　       11日（金） 決算特別委員会（第２日）

　       14日（月） 委員会予備日

　　　　  ※上記委員会の審議が終了しなか

　　　　　  った場合のみ開催

　　　 23日（水）本会議（閉会日）

令和２年
第３回定例会（９月議会）の日程
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自衛官等募集
《幹部自衛官・医師・看護師に挑戦》

★防衛大学校学生
　広大なキャンパスと充実した施設
　【修学年限】 ４年　卒業後約1年で幹部に任官
　【応募資格】 日本国籍を有する高卒（見込含）18歳以上 
　　　　　　　 21歳未満の者
　【受付期間】（推　　薦）９月５日～９月11日
　　　　　　　（総合選抜）９月５日～９月11日
　　　　　　　（一　　般）10月22日まで
★防衛医科大学校医学科学生
　他の大学にない魅力あふれる学生生活
　【修学年限】６年　医師免許取得
　【応募資格】日本国籍を有する高卒（見込含）18歳以上 
　　　　　　　 21歳未満の者
　【受付期間】10月７日まで
★防衛医科大学校看護学科学生（自衛官候補看護学生）
　【修学年限】４年　看護師免許取得
　【応募資格】日本国籍を有する高卒（見込含）18歳以上 
　　　　　　　 21歳未満の者
　【受付期間】10月１日まで
★自衛官候補生（任期制）
　【教育期間】３ケ月　所要の教育を経て
　　　　　　　２等陸・海・空士に任用
　【応募資格】日本国籍を有する18歳以上33歳未満の者
　【受付期間】通年

 　　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
 　　電話・FAX 072-426-0902

町内事業者の方々へ
「感染防止宣言ステッカー」を

発行しています
　新型コロナウイルスとの「共存」を前提とし
て、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両
立を図るためには、事業者（店舗・施設等）の
皆様に、業種ごとに定められた「新型コロナウ
イルス感染拡大予防ガイドライン（業種別ガイ
ドライン）」を遵守していただくことが非常に
重要です。 大阪府では、事業者の皆様を対象
とし、ガイドラインを遵守している施設（店
舗）であることを府民の皆様に示す「感染防止
宣言ステッカー」を発行しています（７月１日
より運用中）。ガイドラインを遵守している事
業者の皆様が、必要事項（ガイドライン遵守宣
言等）を登録していただくことで「感染防止宣
言ステッカー」を取得できる仕組みです。 
  この「感染防止宣言ステッカー」を店舗等の
目立つところに掲示していただくことで、府民
の皆様が安心して利用できる施設であることを
お知らせすることができます。事業者の皆様は
府民の皆様への安心の提供による利用促進と感
染拡大防止のため、ぜひこの取組にご協力くだ
さい。
◆対象
〇業種別ガイドラインが策定されている施設。 
※特に、過去にクラスターが発生した施設（ラ
イブハウス・カラオケ・スポーツクラブ・接待
を伴う飲食店）及び飲食店（居酒屋等）につい
ては、ステッカーの導入を強く推奨します。 
 

　　〈感染防止宣言ステッカーに関すること〉

　　　専用電話 06-4397-3268

　　（平日午前9時～午後5時30分）

 　　http://www.pref.osaka.lg.jp/

　　　　　  shobobosai/sengensticker/

                 index.html

問

問

問

自転車を盗難から守りましょう

　大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。（令和元
年中24,907件）、全刑法犯中の約29％を占めます。自転車の
盗難の約半数（約53％）は、鍵をかけ
ないで被害にあっています。
　大切な財産を守るため、自転車から
離れる時は必ず鍵をかけましょう。
○シリンダー錠や、ディンプル錠など開けられにくく、防犯性 
　能の高い鍵を取り付けましょう。
○ワイヤー錠などで二重にロックしましょう。
○防犯登録をしておくと、万が一の盗難に遭った時の早期発
　見、回復に役立ちます。
○自転車防犯登録は法律上の義務です。（自転車の安全利用
　の促進及び自転車等の駐車対策の総合的
　推進に関する法律）
　自転車防犯登録は自転車盗難の予防と早
　期回復に役立ちます。

　　大阪府自転車商防犯協力会　電話　06-6629-0750
　　URL:http://bouhankun.com/
　　（ＱＲコードからアクセスできます）
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令和２年
第３回定例会（９月議会）の日程
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　　　　　　　 21歳未満の者
　【受付期間】10月１日まで
★自衛官候補生（任期制）
　【教育期間】３ケ月　所要の教育を経て
　　　　　　　２等陸・海・空士に任用
　【応募資格】日本国籍を有する18歳以上33歳未満の者
　【受付期間】通年

 　　自衛隊大阪地方協力本部　岸和田地域事務所
 　　電話・FAX 072-426-0902

町内事業者の方々へ
「感染防止宣言ステッカー」を

発行しています
　新型コロナウイルスとの「共存」を前提とし
て、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両
立を図るためには、事業者（店舗・施設等）の
皆様に、業種ごとに定められた「新型コロナウ
イルス感染拡大予防ガイドライン（業種別ガイ
ドライン）」を遵守していただくことが非常に
重要です。 大阪府では、事業者の皆様を対象
とし、ガイドラインを遵守している施設（店
舗）であることを府民の皆様に示す「感染防止
宣言ステッカー」を発行しています（７月１日
より運用中）。ガイドラインを遵守している事
業者の皆様が、必要事項（ガイドライン遵守宣
言等）を登録していただくことで「感染防止宣
言ステッカー」を取得できる仕組みです。 
  この「感染防止宣言ステッカー」を店舗等の
目立つところに掲示していただくことで、府民
の皆様が安心して利用できる施設であることを
お知らせすることができます。事業者の皆様は
府民の皆様への安心の提供による利用促進と感
染拡大防止のため、ぜひこの取組にご協力くだ
さい。
◆対象
〇業種別ガイドラインが策定されている施設。 
※特に、過去にクラスターが発生した施設（ラ
イブハウス・カラオケ・スポーツクラブ・接待
を伴う飲食店）及び飲食店（居酒屋等）につい
ては、ステッカーの導入を強く推奨します。 
 

　　〈感染防止宣言ステッカーに関すること〉

　　　専用電話 06-4397-3268

　　（平日午前9時～午後5時30分）

 　　http://www.pref.osaka.lg.jp/

　　　　　  shobobosai/sengensticker/

                 index.html

問

問

問

自転車を盗難から守りましょう

　大阪で最も被害の多い犯罪は自転車の盗難です。（令和元
年中24,907件）、全刑法犯中の約29％を占めます。自転車の
盗難の約半数（約53％）は、鍵をかけ
ないで被害にあっています。
　大切な財産を守るため、自転車から
離れる時は必ず鍵をかけましょう。
○シリンダー錠や、ディンプル錠など開けられにくく、防犯性 
　能の高い鍵を取り付けましょう。
○ワイヤー錠などで二重にロックしましょう。
○防犯登録をしておくと、万が一の盗難に遭った時の早期発
　見、回復に役立ちます。
○自転車防犯登録は法律上の義務です。（自転車の安全利用
　の促進及び自転車等の駐車対策の総合的
　推進に関する法律）
　自転車防犯登録は自転車盗難の予防と早
　期回復に役立ちます。

　　大阪府自転車商防犯協力会　電話　06-6629-0750
　　URL:http://bouhankun.com/
　　（ＱＲコードからアクセスできます）
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問

ザ・ワークフェア2020
～合同企業就職面接会～

　若年求職者（おおむね40歳未満）や、来年卒
業予定の方を対象にした「合同企業就職面接会」
を開催します。※申込不要、参加費無料
日　　時　10月14日（水）午後１時～５時
場　　所　関西エアポート　ワシントンホテル
　　　　　１階　リヴァージュ
内　　容　①企業面接エリア
　　　　　②若年者就労相談
　　　　　③ハローワークコーナー
　　　　　④労働相談・情報コーナー
　　　　　⑤農業コーナー
　　　　　⑥証明写真撮影コーナー
　　　　　　※先着20名・要事前申込（web）
　　　　　⑦簡単な性格検査でわかる！
　　　　　　自己PRポイント発見セミナー
　　　　　⑧印象UP！
　　　　　　ワンポイントメイクアップコーナー
参加企業　泉佐野市から岬町までの事業所
　　　　  （約35社程度）
主　　催　泉佐野商工会議所、熊取町商工会、
　　　　　泉南市商工会、阪南市商工会、
　　　　　岬町商工会
共　　催　大阪府、泉佐野市、
　　　　　ハローワーク泉佐野

　　泉佐野商工会議所　電話 462-3128

Ｇ１３（グルメ・サーティーン）
泉州ご当地グルメナイトを開催します！

　KIX泉州ツーリズムビューローでは、泉南ロン
グビーチで開催される「泉州光と音の夢花火」に
合わせて、「Ｇ13泉州ご当地グルメナイト」を
開催します。海の幸や山の幸が豊富な泉州地域
13自治体（Ｇ13）の味自慢が一堂に会する花火
とグルメのイベントです。
日　時　10月３日（土）～４日（日）
　　　　午前11時～午後７時
場　所　泉南ロングパーク周辺 泉州夢花火会場
　　　　（泉南市りんくう南浜）
料　金　ひとり1,200円（1,000円の食券付き）

　　一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー
　　電話 072-436-3440

大阪府立弥生文化博物館　催事案内

●夏季企画展
　「とんぼ玉100人展－煌めく技、艶めく心－」
　開 催 日　９月27日（日）まで
●夏季企画展とんぼ玉制作実演（全３回）
　いずれの回も定員170名、申込不要、要入館料
　○第１回「ライン置きで作る帯留」
　　日　時　９月６日（日）午後１時～３時
　　講　師　西川友敬氏
　○第２回「中級者向けの技とコツ」
　　日　時　９月21日（月祝）午後１時～３時
　　講　師　﨑山高輝氏
　○第３回「楽しいバーナーワーク」
　　日　時　９月22日（火祝）午後１時～３時
　　講　師　増井敏雅氏
●やよいミュージアムコンサート2020（全３回）
　いずれの回も申込不要、要入館料
　○Vol.１「陰山裕美子　大槻知世デュオコンサー
　　ト～心温まる名曲の数々を～」
　　出演　陰山裕美子（ソプラノ）
　　　　　大槻知世（ピアノ）
　　内容　小さな空（武満徹）、竹とんぼに（木下
　　　　　牧子）、英雄ポロネーズ（ショパン）ほか
　　日時　９月13日（日）午後２時～３時30分
　○Vol.２　「ラララ　ダンス！」
　　出演　中地聖子（サックス）
　　　　　竿下和美（ピアノ）
　　内容　ルーマニア民俗舞曲（バルトーク）、剣
　　　　　の舞（ハチャトゥリアン）、サウンド・
　　　　　オブ・ミュージックメドレーほか
　　日時　９月20日（日）午後２時～３時30分
　○Vol.３「管と弦とピアノの饗宴」
　　出演　アンサンブル大阪（ヴァイオリン、ビオ
　　　　　ラ、チェロ、コントラバス、フルート、
　　　　　クラリネット、ホルン、ファゴット、ピ
　　　　　アノ）
　　内容　管と弦のための八重奏曲（シューベルト）
　　　　　ほか
　　日時　10月４日（日）午後２時～３時30分

入 館 料　一般430円／65歳以上・高大生330円
開館時間　午前９時30分～午後５時
　　　　　（入館受付は午後４時30分まで）
休 館 日　毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌火曜日
　　　　　休館）、12月27日～1月4日

　　大阪府立弥生文化博物館　電話0725-46-2162
　　ホームページ
　　　http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/
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問

問
問

被爆二世健康診断

対 象 者　府内に在住する被爆二世で受診を希望
　　　　　される方。
申込期間　９月１日（火）～10月30日（金）
申込方法　最寄りの保健所で受付。
必要な物　実父母の被爆者健康手帳の番号
　　　　　受診申込者の印鑑
実 施 日　申し込み後本人に直接通知
費　　用　無料
　　大阪府健康医療部保健医療室地域保健課
　　疾病対策・援護グループ
　　電話 06-6944-9172　

大阪府の「労働相談センター」のご案内

　労働相談センターでは「賃金を払ってくれな
い」「職場でのハラスメントに悩んでいる」等、
労働する方・雇用する方からのさまざまな労働相
談を受け付けています。

●労働相談
●セクハラ・女性相談
　〇女性相談員の対応も可能
●専門相談（要予約）
　〇弁護士・社会保険労務士による相談
　〇精神科医・心理カウンセラー・産業カウンセ
　　ラーによるメンタルヘルス相談
　日時　月～金曜日　午前９時～午後６時
　　　　（午後０時15分～１時を除く）
　　　　※木曜日は、午後８時まで受付
　場所　府立労働センター（エル・おおさか）
　　　　南館　３階
　　　　大阪市中央区石町2-5-3
●出張相談（前日までに要予約）
　日時　第１・３・５火曜日
　　　　午前10時～午後１時
　　　　第２・４火曜日
　　　　午後１時30分～４時30分
　場所　泉北府民センタービル　2階
　　　　堺市西区鳳東町4-390-1

　　府立労働センター（エル・おおさか）
　　【労働相談／専門相談】電話06-6946-2600
　　【セクハラ・女性相談】電話06-6946-2601

アイヌの人々に対する相談窓口

　公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、
アイヌの方々の悩みを受け付ける相談窓口を開設
しております。嫌がらせ、差別、プライバシー侵
害などの相談も受け付けます。お気軽にご相談く
ださい。※相談無料・匿名可・秘密厳守

●電話による相談
　受付日時　月～金曜日　午前９時～午後５時
　　　　　　（祝日、12/29～1/3を除く）
●来訪による相談（要予約）
　受付日時　月～金曜日　午後１時～５時

　　公益財団法人　人権教育啓発推進センター
　　電話0120-771-208（専用フリーダイヤル）
　　FAX 03-5777-1803
　　東京都港区芝大門2-10-12KDX
　　芝大門ビル4階

毎日の生活のちょっとした悩みや周りに話せないことを誰かに聞いてもらいたい。
気になること、もやもやする気持ちを安心して話したいときに
専門の女性カウンセラーがじっくりお話しを聴き、あなたにとって
よりよい方法をいっしょに考えます。お気軽にご利用ください。
日　時　毎月第１金曜日　午前10時～午後１時　
　　　　（相談時間はお一人50分。１日３名）
場　所　ふれ愛センター１階　相談スペース　ほっ…と。
申　込　企画人権課に電話等で予約　（電話 466-5019　FAX 466-8725）　　　　　　　　　　 
＊一時保育をご希望の方は、相談日の１週間前までにお申し込みください。

女性総合相談 相談無料・秘密厳守
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ザ・ワークフェア2020
～合同企業就職面接会～

　若年求職者（おおむね40歳未満）や、来年卒
業予定の方を対象にした「合同企業就職面接会」
を開催します。※申込不要、参加費無料
日　　時　10月14日（水）午後１時～５時
場　　所　関西エアポート　ワシントンホテル
　　　　　１階　リヴァージュ
内　　容　①企業面接エリア
　　　　　②若年者就労相談
　　　　　③ハローワークコーナー
　　　　　④労働相談・情報コーナー
　　　　　⑤農業コーナー
　　　　　⑥証明写真撮影コーナー
　　　　　　※先着20名・要事前申込（web）
　　　　　⑦簡単な性格検査でわかる！
　　　　　　自己PRポイント発見セミナー
　　　　　⑧印象UP！
　　　　　　ワンポイントメイクアップコーナー
参加企業　泉佐野市から岬町までの事業所
　　　　  （約35社程度）
主　　催　泉佐野商工会議所、熊取町商工会、
　　　　　泉南市商工会、阪南市商工会、
　　　　　岬町商工会
共　　催　大阪府、泉佐野市、
　　　　　ハローワーク泉佐野

　　泉佐野商工会議所　電話 462-3128

Ｇ１３（グルメ・サーティーン）
泉州ご当地グルメナイトを開催します！

　KIX泉州ツーリズムビューローでは、泉南ロン
グビーチで開催される「泉州光と音の夢花火」に
合わせて、「Ｇ13泉州ご当地グルメナイト」を
開催します。海の幸や山の幸が豊富な泉州地域
13自治体（Ｇ13）の味自慢が一堂に会する花火
とグルメのイベントです。
日　時　10月３日（土）～４日（日）
　　　　午前11時～午後７時
場　所　泉南ロングパーク周辺 泉州夢花火会場
　　　　（泉南市りんくう南浜）
料　金　ひとり1,200円（1,000円の食券付き）

　　一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー
　　電話 072-436-3440

大阪府立弥生文化博物館　催事案内

●夏季企画展
　「とんぼ玉100人展－煌めく技、艶めく心－」
　開 催 日　９月27日（日）まで
●夏季企画展とんぼ玉制作実演（全３回）
　いずれの回も定員170名、申込不要、要入館料
　○第１回「ライン置きで作る帯留」
　　日　時　９月６日（日）午後１時～３時
　　講　師　西川友敬氏
　○第２回「中級者向けの技とコツ」
　　日　時　９月21日（月祝）午後１時～３時
　　講　師　﨑山高輝氏
　○第３回「楽しいバーナーワーク」
　　日　時　９月22日（火祝）午後１時～３時
　　講　師　増井敏雅氏
●やよいミュージアムコンサート2020（全３回）
　いずれの回も申込不要、要入館料
　○Vol.１「陰山裕美子　大槻知世デュオコンサー
　　ト～心温まる名曲の数々を～」
　　出演　陰山裕美子（ソプラノ）
　　　　　大槻知世（ピアノ）
　　内容　小さな空（武満徹）、竹とんぼに（木下
　　　　　牧子）、英雄ポロネーズ（ショパン）ほか
　　日時　９月13日（日）午後２時～３時30分
　○Vol.２　「ラララ　ダンス！」
　　出演　中地聖子（サックス）
　　　　　竿下和美（ピアノ）
　　内容　ルーマニア民俗舞曲（バルトーク）、剣
　　　　　の舞（ハチャトゥリアン）、サウンド・
　　　　　オブ・ミュージックメドレーほか
　　日時　９月20日（日）午後２時～３時30分
　○Vol.３「管と弦とピアノの饗宴」
　　出演　アンサンブル大阪（ヴァイオリン、ビオ
　　　　　ラ、チェロ、コントラバス、フルート、
　　　　　クラリネット、ホルン、ファゴット、ピ
　　　　　アノ）
　　内容　管と弦のための八重奏曲（シューベルト）
　　　　　ほか
　　日時　10月４日（日）午後２時～３時30分

入 館 料　一般430円／65歳以上・高大生330円
開館時間　午前９時30分～午後５時
　　　　　（入館受付は午後４時30分まで）
休 館 日　毎週月曜日(祝日の場合は開館、翌火曜日
　　　　　休館）、12月27日～1月4日

　　大阪府立弥生文化博物館　電話0725-46-2162
　　ホームページ
　　　http://www.kanku-city.or.jp/yayoi/
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被爆二世健康診断

対 象 者　府内に在住する被爆二世で受診を希望
　　　　　される方。
申込期間　９月１日（火）～10月30日（金）
申込方法　最寄りの保健所で受付。
必要な物　実父母の被爆者健康手帳の番号
　　　　　受診申込者の印鑑
実 施 日　申し込み後本人に直接通知
費　　用　無料
　　大阪府健康医療部保健医療室地域保健課
　　疾病対策・援護グループ
　　電話 06-6944-9172　

大阪府の「労働相談センター」のご案内

　労働相談センターでは「賃金を払ってくれな
い」「職場でのハラスメントに悩んでいる」等、
労働する方・雇用する方からのさまざまな労働相
談を受け付けています。

●労働相談
●セクハラ・女性相談
　〇女性相談員の対応も可能
●専門相談（要予約）
　〇弁護士・社会保険労務士による相談
　〇精神科医・心理カウンセラー・産業カウンセ
　　ラーによるメンタルヘルス相談
　日時　月～金曜日　午前９時～午後６時
　　　　（午後０時15分～１時を除く）
　　　　※木曜日は、午後８時まで受付
　場所　府立労働センター（エル・おおさか）
　　　　南館　３階
　　　　大阪市中央区石町2-5-3
●出張相談（前日までに要予約）
　日時　第１・３・５火曜日
　　　　午前10時～午後１時
　　　　第２・４火曜日
　　　　午後１時30分～４時30分
　場所　泉北府民センタービル　2階
　　　　堺市西区鳳東町4-390-1

　　府立労働センター（エル・おおさか）
　　【労働相談／専門相談】電話06-6946-2600
　　【セクハラ・女性相談】電話06-6946-2601

アイヌの人々に対する相談窓口

　公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、
アイヌの方々の悩みを受け付ける相談窓口を開設
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日

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 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〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

ふ 女性総合相談
　 （P.22・25）
　午前10時～
介 健  健活プラス
①午前9時30分～
②午前10時45分～

介 オレンジカフェ
　 午後1時30分～

健 健康応援講座
　（P. 5）
　①午後1時30分～
　②午後2時～

ふ 3歳６か月児健診
　  (P.4）
　 時間は個別通知

ふ 障害者のための
　　茶話会
　　ルリエinたじり
　   午後1時～

※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　　
　　　　　介 ＝ 介護予防ポイント対象事業（ふれ愛センター）
　　　　   健 ＝ 健康ポイント

田尻町　令和2年 9月 行事カレンダー

21

30 31 1 2 3 4 5
〈公民館休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　　休館日〉

8月

10月

敬老の日 秋分の日

議会（P.20）

議会（P.20）

議会（P.20）

議会（P.20）

議会（P.20） 議会（P.20） 議会（P.20）

議会（P.20）

介 健  健活ウォーキ
ング教室（P. 4）
  ①午前9時30分～
  ②午前10時45分～
介 健  健活カフェ
（P. 4）
  ①午前10時30分～
  ②午前11時45分～

介 健  健活プラス
        （P.4）
①午前9時30分～
②午前10時45分～
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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。）

9月24日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

9月24日（木）
午後1時～3時

9月23日（水）
午後1時～4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 441－2760
FAX 444－9008

開 設 相 談

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

ふれ愛センター   1 階
相談室

公民館　2階
小会議室

役場別館
2階　会議室

都市みどり課

企画人権課

産業振興課

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 466－5022
FAX 466－5095

企画人権課
電 話 466－5019
FAX 466－8725

産業振興課
電 話 466－5008
FAX 466－5025
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

ふれ愛センター   1 階
団体活動室

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）
毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

毎週月～金曜日
午前9時～午後5時

（祝日年末年始を除く）

指導課・学事課
電 話 466－5022
FAX 466－5095

ふれ愛センター   1 階
相談室

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。

奇数月第4木曜日に実施。多数
の場合は次回になります。ご了
承ください。

奇数月第4木曜日に実施
行政相談委員による相談

毎月第4水曜日に実施
人権擁護委員による相談

生活なんでも相談は
毎週月・木曜日に実施

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

人 権 相 談

就 労 相 談
消費生活相談

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】

たじりふれ愛センター1階　案内図

▼

▼

女性のためのなんでも相談（要予約）

日時　 9月4日（金）【次回は10月2日（金）】
　　　午前10時～午後１時
電話　466－5019（企画人権課）
※原則毎月第 1 金曜日　

（専門女性カウンセラー）
▼

相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

相談スペース　ほっ…と。

（生活なんでも相談）

毎週月～金曜日
午前９時～午後５時

（祝日年末年始を除く）

地域包括支援センター
花みずきふれ愛センター２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
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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

問

　新型コロナウイルス感染症対策のため、次の方々よりご
寄贈いただきました。町内の学校園への配布や各公共施設
での使用等に活用させていただきます。
　誠にありがとうございました。

　例年、敬老会の開催について、多くの皆様に
ご参加いただき、ありがとうございます。
　長年にわたり、地域社会の発展のために尽力
されてこられました方々に心より敬意と感謝を
申し上げます。
　令和2年度の敬老会につきましては、9月5日
（土）に開催を予定していましたが、新型コロ
ナウイルス感染症の収束が依然として見通せな

　7月20日付けで農業委員会委員の改選があり
ました。任期は、令和2年7月20日から令和5年
7月19日までです。

写真上段左側から　
　角委員　小林委員　明貝好治委員　紀納委員
　明貝種一委員　犬星委員　〆野仁美会長
写真下段左側から　
　向井委員　古淵職務代理　冨田委員　菰池委員
　〆野美行委員　仁部委員

　　農業委員会事務局（産業振興課内）
　　電話 466-5008　FAX466-5025

新型コロナウイルス感染症対策にかかるご寄贈

敬老会を中止します

農業委員会委員が改選されました！！

　片岡啓子さんが厚生労働大臣より特別表彰さ
れました。片岡さんは、21年間にわたり民生委
員・児童委員活動にご尽力され、昨年11月に任
期満了に伴い退任されるまで地域の方々より厚
く信頼され活躍されました。

厚生労働大臣特別表彰受賞

ご寄贈くださった方 ご寄贈いただいたもの
泉佐野市薬剤師会　様／
泉佐野市
バンドー化学株式会社
南海工場　様／泉南市

消毒用アルコール

飛沫防止用シート巻きロール
（透明ビニールシート） 泉佐野市薬剤師会　様 

い状況が続いていることから、参加される町民
の皆様の安全、健康を第一に考慮し、開催を中
止することになりました。
　開催を心待ちにされていた皆様には大変申し
訳ございませんが、ご理解くださいますようお
願いいたします。

　　福祉課　電話466-8813　FAX466-8841

あなたも対象！！

詳しくは３ページをご覧ください
固定資産税（第３期分）の納期限は９月30日（水）です固定資産税（第３期分）の納期限は９月30日（水）です




