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「たじりワイワイフェスタ2022」を
Youtubeで動画配信中！

　3月6日（日）に田尻町立公民館で無観客で開催
した「たじりワイワイフェスタ2022」の模様を
動画配信しています。
　「たじりワイワイフェスタ
2022」で検索、又は右のQR
コードを読み取っていただく
と動画をご覧いただけますの
で、イベントの雰囲気を是非
お楽しみください！

０３　　町の財政状況
０４　　たじり健康ポイントに参加しよう
０７　　スマイル元気トライ教室
０８　　ふれ愛健診・歯科健診
０９　　郵便ポストのデザイン投票
１０　　選挙事務従事職員募集
１１　　学校だより
１２　　公民館だより
１３　　すくすくセンター
１４　　お知らせ（各種）
２２　　人権のひろば
２３　　ＫＩＸニュース
２４　　１１９だより
２７　　新人職員紹介
２８　　行事カレンダー
２９　　無料相談
３０　　ワイドアングル

目次

4月1日現在（　）前月比

世帯数　3,835世帯（▲11）
総人口　8,281人（▲ 48）   
　男 　   4,041人（▲ 23）   
　女        4,240人（▲ 25）

人の
うごき
人の
うごき

参加者募集！田尻町町制施行70周年記念事業実行委員会委員

　町では、“田尻町町制施行70周年”を迎える令和５年に記念事業を実施するにあたり、住民の皆さま

といっしょに事業の企画・立案をともに考えるワークショップ方式による実行委員会を開催します。

次のとおり委員を募集いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしております。

ワークショップとは

話し合いの手法の１つで、参加者一人ひとりが自ら参加し、みんなで意見を出し合います。相互

作用によって、より良い問題解決や提案をグループで目指すものです。

日　　程　７月より複数回開催予定

開催場所　ふれ愛センター４階研修室（予定）

募集定員　３名程度

　　　　　・応募者多数の場合は、抽選とします。

　　　　　・実行委員会は、一般公募のほか、各

　　　　　　種団体の皆さまの参加を予定してい

　　　　　　ます。

応募条件　田尻町にお住まいで複数回参加できる方

応募方法　申込書に必要事項を記入し、下記申込

　　　　　先までメール、FAX又は直接ご持参く

　　　　　ださい。申込書は、下記申込先で配布

　　　　　するほか、ホームページからもダウン

　　　　　ロードできます。

問・申込　企画人権課

　　　　　電話 466-5019　FAX 466-8725

　　　　　メール kijin@town.tajiri.osaka.jp

　令和３年度の町の予算額は、「一
般会計」及び「特別会計」を合わせ
て、90億962万円となっております。
　「一般会計」の予算額は、当初55
億2,200万円から10億4,786万円増の
65億6,986万円となりました。
　令和３年度３月末現在の一般会計
の「歳入」は、町税や使用料及び手
数料をはじめとして、予算額の98.8％
にあたる64億8,815万円が収入済みで
す。
　一方、「歳出」では、新型コロナ
ウイルス感染症対応支援策などに支
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3年度下半期（令和4年3月31日現在）の状況をお知らせします。
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●会計別予算執行状況

●町債現在高

一般会計

国民健康保険

介護保険

後期高齢者医療

下水道事業

656,986

84,067

84,461

13,337

62,111

648,815

65,376

59,152

10,393

9.337

475,251

74,054

72,925

11,637

53,837

98.8％

77.8％

70.0％

77.9％

15.0％

72.3％

88.1％

86.3％

87.3％

86.7％

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）

900,962

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
消防費
教育費
公債費
その他

469,235

570,597

126,136
164,553
60,933
35,463
32,085

111,604
8,260

31,563

23,094

161,891

3,145
17,190
2,759

184,985

793,073 88.0% 687,704 76.3%

問　総務課　Tel 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

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

125,740

183,721

105,059

137,056

59,300

50,751

87,129

29,538

28,608
26,723

130,139

92,955

35,469

26,289

6,880
6,880

町の財政状況をお知らせします

3,146

6,152

31,630

39,699

地方譲与税 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税など

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

7,724

7,258

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

380,470
390,826

337
51,219

52,080

59,693

56,106

町税 町民税、固定資産税、たばこ税など

94,339

86,442

27,904
11,113
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たじり健康ポイントに参加しよう！

600
500
400
300
200
100
0

R１ R２ R３

192
299

528

R４

（人数）たじり健康ポイント参加者

申
請
者

　現在、令和4年度のたじり健康
ポイントを開始しています。3月
末時点で、申請者618名でスター
トしています。
　参加者が増加しています！

　健康ポイントと介護予防ポイントが再編され、
ウォーキングの歩数などによるポイントを介護保険に
寄付することができます。今回は、皆様から
11,481,644ポイントの寄付を頂きました。このポイン
トで今後の保険料を抑制することが可能ですので、引
き続きウォーキングなど継続して取り組みましょう。

健康ポイントに参加し
て、－12kg痩せた。背
中がすっきりして姿勢
が良くなった。

　1日8000歩程度の運動の実践
を心がけ、手軽に健康づくりが
できるようになっています。こ
の制度を利用して、ウォーキン
グを始めてみませんか。

〈令和3年度　新「たじり健康ポイント」について〉
〈令和3年度の参加者の皆様からの声〉

毎日のウォーキングで
体力や脚力がついた.。
以前は、すぐ車を利用
していたが歩く習慣が
ついた。

ウォーキングする
と内面が凄くすっ
きりして気持ちよ
く過ごせるように
なった。

毎年、健診で引っか
かっていた項目（血液
データ）の結果が改善
した！

多くの方が、ウォーキングを開始してご自身の健康の変化を感じられています。
さぁ、今すぐ歩数計、スマホで歩数を記録！

疲れるのか、夜、スッ
キリ眠れるようになっ
た。深い睡眠がとれて
いるように感じる。



5

〈たじり健康ポイントに参加するには？〉

〈さらにポイント貯めるには？ボーナス型を活用しよう！〉

①申込み

対　象　者：20歳以上の田尻町住民の方
必要なもの：歩数計またはスマートフォン等の歩数が記録
　　　　　　できる機器
受　　　付：ふれ愛センターへ
　　　　　　電話：福祉課　466-8813または健康課　466-8811
　　　　　　FAX：466-8841
　　　　　　Mail：kenkou@town.tajiri.osaka.jp

②貯めよう（歩こう！・参加しよう！）

貯める期間：令和４年12月末まで
ポイント：100歩で1ポイント、各事業で100ポイント押印等

①健康診断ポイント（1,000ポイント付与）

②紹介ポイント（1人につき500ポイント付与）

本事業に参加されていない方を紹介していただくと、
1人紹介ごとに500Pを付与します！※ただし、1,000ポイント毎の交換

③スタートポイント（1,000ポイント）

スタートポイントとして、新規参加者には、
1,000ポイント付与します！

③ポイント交換

申請期間：令和5年1月10日（火）～1月末
申請先：ふれ愛センター　福祉課　健康課窓口
※土日祝日を除く

〈やくそく①〉
　交通ルールを守ろう！
〈やくそく②〉
　防犯ベスト（黄色のベスト）
　を着用し、歩こう！　　　
　町内をみんなで見守り！
〈やくそく③〉
　早寝・早起き・朝ごはん

歩数のデータがあれば、
今からでもさかのぼって
申請をすることができます。

皆さん、交換まで
　　頑張りましょう！

令和2年度までに健康ポイントと介護予防ポイ
ントのいずれも参加されていない新規の方は、
131名いらっしゃいました。
皆さん、是非、誘い合ってご参加ください。

春のふれ愛健診を利用
しよう！
また、ご自身の会社で
受診した健康診断の結
果や人間ドックの結果
でも付与します！

⬅

⬅

健康診断を受けた結果を持参すると1,000ポイントを付与します！
対象：特定健診・後期高齢者の医療健診・会社での健康診断の結果等

友人、知人等紹介
してみんなで健康
になろう！
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参加する方が多いほど、町全体では、大きな成果が生まれます。
是非、この機会を利用して健康づくりに取り組みませんか？

〈健康ポイントにはメリットがたくさん！〉

〈大阪府　おおさか健活マイレージ　アスマイル　Wでお得〉

健康ポイント事業は、町の健康課題「高血圧」に対する予防の取り組みです。
メリット①健康づくりに取り組むきっかけにしよう！
メリット②歩数が見える化され、自分自身で成果を確認できる！
メリット③運動習慣が身につき、血圧が下がり、医療費削減効果！
メリット④社会貢献ができる！介護保険特別会計に寄付ができる！

　「アスマイル」は、大阪府民のためのお得な健康アプリです。田尻町の健康ポイントと併用可能で
す。健康活動を記録することで健康管理だけでなく、ポイントが貯まって電子マネーが当たるなど、
嬉しい機能付き。詳しくは、「大阪府　アスマイル」で検索を。役場「住民課」、ふれ愛センター
「健康課・福祉課」窓口で、チラシの配布も行っています。5月15日（日）～7月31日（日）
の期間「田尻スカイブリッジを渡るシーサイドウォーキング」のイベントを行います。是
非、健康ポイントとアスマイルを併用し、ウォーキングを行ってください。
問　福祉課　Tel 466-8813　　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

　上記の方以外にも、令和3年度健康ポイント事業において目標を達成された方は、「健活ウォー
カー」として認定書と令和3年度限定の健活ウォーカーバッチをお渡しさせていただきました。令和
４年度は、たじり健康ポイント事業として、自分自身の健康のためにも、多くの方の参加を期待して
います。近々、ふれ愛センターに掲示予定です。

西　阪　節　男　様
菰　池　忠　夫　様
〆　野　桂　子　様
髙　橋　　　攻　様
奥　野　スミ子　様
堀　江　正　也　様
西　野　尚　子　様
松　下　聡　司　様
藤　本　信　昭　様
橘　　　扶美子　様

4,395,946
4,388,174
4,043,085
4,033,245
4,032,219
3,969,711
3,963,868
3,896,642
3,810,173
3,788,015

 11位
 12位
 13位
 14位
 15位
 16位
 17位
 18位
19位
20位

たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名
＜健康ポイント部門＞
　令和3年1月から令和３年12月までの1年間に健康ポイント事業のウォーキングポイントで、
歩数が多かった上位20名の方は、次のとおりです。

※一部の方については、氏名の公表を控えさせていただいております。

井　上　陸　夫　様
村　瀬　秀　一　様
栗　城　富　市　様
竹　友　　　弘　様
井　上　洋　子　様
明　知　貴　子　様
田　中　崇　雄　様
西　田　　　勉　様
松　本　美由紀　様
辻　　　アサ子　様

9,584,615
6,035,414
5,600,972
5,346,633
5,257,310
5,089,050
5,013,297
4,822,563
4,437,726
4,411,406

  1位
  2位
  3位
  4位
  5位
  6位
  7位
  8位
  9位
10位
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　田尻町立中学生が考案したコースです。
　潮風を感じながら関空アイスアリーナまで
ウォーキングを楽しみませんか？
日　　程　5月25日(水)
集合時間　午前10時（時間厳守）
　　　　　※午後2時頃解散予定
　　　　　※小雨決行
　　　　　※雨天時、6月 1日 (水）に順延
集合場所　ふれ愛センター横　交流広場
行 き 先　関空アイスアリーナ
　　　　　歩行距離約4.4km、
　　　　　歩行時間合計約2時間程度
持 ち 物　お弁当・飲み物・タオル・帽子・雨具・

レジャーシート・ゴミ袋・マスク(着
用してきてください。)・水分

　　　　　※申込時、お弁当（550円）の注文・
　集金もおこないます。

参 加 費　無料
コ―ス　交流広場（準備体操）
　　　　➡りんくう公園到着（写真撮影）
　　　　➡アイスパーク（昼食休憩・啓発）
　　　　➡関空アイスアリーナ見学
　　　　➡ふれ愛センター
定　　員　30名
申込期限　5月18日(水)まで 
注 意 点　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。

春のウォーキング教室のお知らせ
【この教室の開催にあたって】
　田尻町立中学生がSDGｓの授業で、町民の健康
増進のために田尻町周辺のウォーキングコースを
考案されました。

　上記の活動を受け、今回、スマイル元気トライ
教室で、このコースをウォーキングすることとな
りました。このコースは、1日の歩数をもう少し
補いたい方また、ウォーキングを始めたい方にお
勧めです。この機会に、是非、ご参加ください。

　田尻町立中学校
　令和3年度中学2年生SDGｓグループ
　「じつこてきょい」メンバーより
　メッセージ
　田尻町では、高血圧の方が多く、改善する
には適度な運動が必要とされていることを知
りました。そのことを受け、「楽しみながら
健康づくりをできるように」という思いから
ウォーキングコースを考案しました。是非、
ウォーキング教室に参加して、「運動の楽し
みを感じてほしい。楽しみながら生活習慣病
の予防ができることを知ってほしい。」「海
沿いの景色を見て、ウォーキングを楽しんで
ほしい。」と思います。

問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

たじり健康ポイント参加者には500ポイント押印
します！
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　上記の方以外にも、令和3年度健康ポイント事業において目標を達成された方は、「健活ウォー
カー」として認定書と令和3年度限定の健活ウォーカーバッチをお渡しさせていただきました。令和
４年度は、たじり健康ポイント事業として、自分自身の健康のためにも、多くの方の参加を期待して
います。近々、ふれ愛センターに掲示予定です。

西　阪　節　男　様
菰　池　忠　夫　様
〆　野　桂　子　様
髙　橋　　　攻　様
奥　野　スミ子　様
堀　江　正　也　様
西　野　尚　子　様
松　下　聡　司　様
藤　本　信　昭　様
橘　　　扶美子　様

4,395,946
4,388,174
4,043,085
4,033,245
4,032,219
3,969,711
3,963,868
3,896,642
3,810,173
3,788,015

 11位
 12位
 13位
 14位
 15位
 16位
 17位
 18位
19位
20位

たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名たじり健康ポイント総ポイント歩数上位20名
＜健康ポイント部門＞
　令和3年1月から令和３年12月までの1年間に健康ポイント事業のウォーキングポイントで、
歩数が多かった上位20名の方は、次のとおりです。

※一部の方については、氏名の公表を控えさせていただいております。

井　上　陸　夫　様
村　瀬　秀　一　様
栗　城　富　市　様
竹　友　　　弘　様
井　上　洋　子　様
明　知　貴　子　様
田　中　崇　雄　様
西　田　　　勉　様
松　本　美由紀　様
辻　　　アサ子　様

9,584,615
6,035,414
5,600,972
5,346,633
5,257,310
5,089,050
5,013,297
4,822,563
4,437,726
4,411,406

  1位
  2位
  3位
  4位
  5位
  6位
  7位
  8位
  9位
10位

7

　田尻町立中学生が考案したコースです。
　潮風を感じながら関空アイスアリーナまで
ウォーキングを楽しみませんか？
日　　程　5月25日(水)
集合時間　午前10時（時間厳守）
　　　　　※午後2時頃解散予定
　　　　　※小雨決行
　　　　　※雨天時、6月 1日 (水）に順延
集合場所　ふれ愛センター横　交流広場
行 き 先　関空アイスアリーナ
　　　　　歩行距離約4.4km、
　　　　　歩行時間合計約2時間程度
持 ち 物　お弁当・飲み物・タオル・帽子・雨具・

レジャーシート・ゴミ袋・マスク(着
用してきてください。)・水分

　　　　　※申込時、お弁当（550円）の注文・
　集金もおこないます。

参 加 費　無料
コ―ス　交流広場（準備体操）
　　　　➡りんくう公園到着（写真撮影）
　　　　➡アイスパーク（昼食休憩・啓発）
　　　　➡関空アイスアリーナ見学
　　　　➡ふれ愛センター
定　　員　30名
申込期限　5月18日(水)まで 
注 意 点　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。
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特 定 健 診
後 期 高 齢 者 健 診
結核・肺がん検診
胃 が ん 検 診
大 腸 が ん 検 診
肝炎ウイルス検診
子 宮 頸 が ん 検 診
乳 が ん 検 診
骨粗しょう症検診
歯 科 健 診
保育(無料・要予約)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

午前
9時15分

～
正午

健（検）日程

時間

6月
28日（火）

8月3日(水)・4日（木）
29日（水）30日（木）

健診結果説明会

ふれ愛健診　がん検診と特定健診が同日受診できます！

今年度は、ふれ愛健診で体組成分析を実施します！！

※10月・2月にもふれ愛健診実施予定
　です。

詳しくは広報4月号の折込をご確認ください。
健診場所　たじりふれ愛センター1階
定　　員　1日 約80名
申込期間　5月9日（月）～13日（金）
　　　　　午前9時～午後5時（土日祝除く）
申込方法　健康課窓口または電話
　　　　　（466-8811）で申し込み
※健診結果説明会は、特定健診を申込みさ

れた方のみ対象。（ただし、協会けんぽ
被扶養者を除く）

※費用の減免制度や検診実施対象者につい
ての詳細は健康だよりをご確認くださ
い。

　ふれ愛健診受診者でご希望の方は、無料で体組成測定と健康運動指導士
による結果に基づいたアドバイスが受けられます。

体組成測定で分かること

・部位別体脂肪率　　　・部位別筋肉量
・水分量　・推定骨量　・内臓脂肪レベル

ご家庭では測定できない項目が多数あります！
この機会にぜひ、検診をうけてみませんか？

対　　　象　田尻町在住の20歳以上または、妊婦の方
　　　　　（ただし、後期高齢者医療制度対象者を除く）　　
費　　　用　無料　
内　　　容　問診、口腔内検査
実 施 期 間　4月1日～令和5年3月31日
　　　　　　※年度内1回のみ受診可
持　ち　物　健康保険証、健康手帳または母子手帳
健診の予約　右記の医療機関へ直接お申込みください。 
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

歯科健診（個別健診）

このような帳票もお渡しします➡

岩谷歯科
クリニック

瀧川歯科

村正歯科医院 田尻町吉見831-1

田尻町嘉祥寺657-3
サンライズ38　1F

田尻町吉見602-1
コスミックビル　2F

465-8143

歯科医院名 住　所 電話番号

466-6480

465-3944

みんなで創るきれいなまち！　～ごみのポイ捨てはやめましょう～
生活環境課　Tel 466-5005　Fax465-3794

※上記以外にも、泉佐野市でも受診できる医療機
　関があります。詳しくは健康課までお問合せくだ
　さい。
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吉見ノ里駅の郵便ポストのデザインについて
　現在進めている吉見ノ里駅前周辺整備事業により、吉見ノ里駅の郵便ポストが新設されます。新設に
あたり、ポストのデザインには駅前の賑わいを創出できるようなものを考えており、デザイン作成にあ
たっては、田尻町立中学校のSDGsの学習の一環として協力をいただいています。3月には、中学校から
以下の５つのデザインの提案をいただきました。
　そこで、５つの提案の中から人気投票で最終案を決めたいと考えています。町のホームページでも投
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③

⑤
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参議院議員通常選挙における会計年度任用職員（事務補助員）の募集について
　令和4年7月執行の参議院議員通常選挙における会計年度任用職員（事務補助員）について、次のとおり募集します。
勤務内容等

申込方法　履歴書（写真貼付）を持参のうえ、選挙管理委員会事務局に備えています「会計年度任用職員登録申込書」
　　　　　に必要事項を記入して提出してください。
締 切 日　5月16日（月）

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

申込方法　選挙管理委員会事務局に備えています「登録申込書」に必要事項を記入して提出してください。また、「登録
　　　　　申込書」は、田尻町ホームページからダウンロードできます。
締 切 日　随時、受け付けています。
令和４年・令和５年の選挙の予定
（令和４年）  7月　 参議院議員通常選挙 任期満了日　令和4年  7月25日
（令和５年）  4月　 大阪府知事選挙 任期満了日　令和5年  4月  6日
 　　　　　 大阪府議会議員選挙 任期満了日　令和5年  4月29日
 　　　　     田尻町議会議員選挙 任期満了日　令和5年  4月30日
　　　　　　11月　田尻町長選挙　　　　  任期満了日　令和5年11月30日

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

職種・人数 事務補助員・１人
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応 募 資 格 特になし
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時間・報酬

6月13日から7月15日まで（土・日・祝日除く。）
※現時点では、選挙期日が未定のため、勤務期間が変更する場合があります。
　あらかじめご了承ください。

時間：午前9時～午後5時（うち１時間休憩）時給：992円～1,008円（源泉徴収を行います。）
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応 募 資 格 田尻町の選挙人名簿に登録されている方　※選挙運動に従事する方は応募できません。
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※応募人数等により、勤務していただく日数に変更あり
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①午前8時30分～午後2時30分（休憩なし）　②午後2時～8時（休憩なし）
時給992円～1,008円（源泉徴収を行います。）

応 募 資 格 田尻町の選挙人名簿に登録されている方　※選挙運動に従事する方は応募できません。
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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
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　4月6日(水)に入学式が行われました。在
校生代表、新入生代表からは「思いや
り」のある中学校生活について立派な挨
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も大きく成長しますが、心も大きく育て
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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

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・実用書】　
　ヴァイオレット・エヴァーガーデン（上・中・下・外伝）／暁佳奈・高瀬亜貴子／京都アニメーション
　千年の読書　人生を変える本との出会い／三砂慶明／誠文堂新光社
　もし幕末に広報がいたら／鈴木正義・金谷俊一郎／日経BP
　ミス・サンシャイン／吉田修一／文芸春秋
　作家と珈琲／平凡社編集部／平凡社
　今を生きるあなたへ／瀬戸内寂聴・瀬尾まなほ／SBクリエイティブ
　
【絵本・児童書】　
　小学生からのSDGｓ／深井宣光・伊藤ハムスター／KADOKAWA
　世界でいちばん優しいロボット／岩貞るみこ・片塩広子／講談社
　ほんやねこ／石川えりこ／講談社
　ルーミーとオリーブの特別な10か月／ジョーンバウアー・杉田七重／小学館

　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。

12

（水曜・祝日休館）電話 466-0030　FAX 466-0853

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、皆様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、参加者の皆様にマスクの着用や検温にご協力お願いします。
　日　　時　5月21日（土）　午前11時から（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　5月10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。）
　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。
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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

５月19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
助産師は午前・午後、栄養士は、
午後のみ相談を受付します。
午前の終了時間が30分早くなって
います

備考

【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！

当日午前９時～（電話で受付）

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）

内容

日時

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
5月27日（金）午前10時30分～11時　

内容

日時

★育児教室★「にゃんにゃん倶楽部」（定員各10組）

令和2年4月2日～9月生の子どもとその保護者の方
いずれも午前10時～11時30分時間

日程
製作あそび・

絵本のよみきかせ

5月9日（月）
運動あそび・

絵本のよみきかせ

5月17日（火）
子育てトーク（親子は別々で活動します）・

絵本のよみきかせ

5月24日（火）

★わんぱく教室★ 年齢別のあそびの教室です。今月は「運動あそび」です。（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

対象

予約
時間
日程 5月11日（水）

令和3年4月2日～令和4年5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
5月18日（水） 5月25日（水）

わんぱく０ わんぱく1 わんぱく2

内容

対象

すくすくセンターは、子育てを応援しています♪

　更生保護女性会様、上之山 章様より、子育
て支援センター利用の親子のために絵本を多
数寄付いただきました。（写真右、更生保護
女性会様寄贈。写真左、上之山  章様寄贈。）
　子どもたちの健やかな成長のために大切に
活用させていただきます。ありがとうござい
ました。

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
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ました。

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



～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

3 歳 6 か 月 児
健 康 診 査

田尻町在住の方

田尻町在住の方

ヘ ル ス 相 談
栄 養 相 談

療 育 相 談
（要予約）

  

健康・栄養に関するいろいろな相談

子どもの行動面・発達面で気になることが
ある、発達障害が気になっている……等の
相談を医師がお受けします。

5月18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

5月13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
5月23日(月)　午前9時～ 
予約、お問い合わせは健康課へ
（電話申し込み可） 
※但し、定員(数名)に達した場合は 
　次回にまわることがあります。 

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、早朝尿、
バスタオル

平成30年8月1日生～
平成30年11月30日生

健康運動指導士による運動教室！！

健活プラス
日　時　5月17日(火)　※５月1日より申し込み可 
　　　　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　5月20日(金)　午前10時～11時30分（受付9時30分）　※当日受付
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、運動しやすい身軽な服装
　　　　※たじりっち広場でウォーキングします
　　　　　（雨天時はシーサイドドーム）

健康カフェ

日　時　5月20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　新じゃが豆腐ドーナツ

お気軽にどうぞ

乳 幼 児 健 康 診 査

※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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ラッコ倶楽部〈妊婦教室〉
日　時　5月24日（火）午前9時50分～正午
対　象　妊婦及びその配偶者や家族
内　容　・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
　　　　・試食おしゃべりタイム
申　込　5月18日（水）まで　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

たじりっち体操推進員講座
日　時　5月31日（火）　受付　9時45分～

場　所　田尻町立公民館　1階　大ホール
対象者　たじりっち体操や健康づくりに関心のあ
　　　　る方。初心者の方も前回参加した方も大
　　　　歓迎！！
講　師　健康運動指導士　松下　裕子氏
　　　　言語聴覚士　　　高橋　美香氏
内　容　楽しく、みんなでたじりっち体操の実施
　　　　コロナ禍の今気をつけたい口元トレーニ
　　　　ング
申込期間　5月2日（月）～24日（火）（土日祝除く）
特 典 １　参加者には、たじり健康ポイントを５
　　　　　つ押印します。
特 典 ２　推進員になられた方には、推進員の証
　　　　　明証と推進活動に使用していただくT
　　　　　シャツをお渡しします。

申込・問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841

健康課定例保健事業

今
月
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ら
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

いきいきタクシー事業が始まります

赤十字社活動資金募集にご協力を

　６月１日から、移動が困難な高齢者の生活行動範
囲を広げ社会参加を促進するために、タクシー利用
助成を行います。
　タクシーの基本料金分を助成する利用補助券を
１ヵ月あたり２枚交付します。
対　　象　田尻町に住所を有する65歳以上の方

　日本赤十字社では、現在、全国一斉に赤十字社員
増強月間を実施しています。
　皆様から集められた活動資金（寄付金等）は、災
害時の救護、医療事業、社会福祉、国際活動などさ
まざまな奉仕的事業に活用される資金となっており
、また、その一部は、田尻町のために交付金として
還元され、災害対策用資材等の購入に充てられてい
ます。
　つきましては、本年も活動資金の募集を行います
ので、この趣旨に賛同され、ご協力賜りますようお
願い申し上げます。

　令和３年度　402,428円
ご協力ありがとうございました。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

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
　現在は3密を避けるため限られた講座・サークルのみ募集を行っています。下記表の◎マークが
　現在、募集中の講座・サークルです。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～

※お抹茶サークル・友遊の集いは当面の間お休みです。     
※囲碁・将棋は再開しました。
※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。     

 
編み物講座◎ 
筆ペン・ボールペン講座◎
園芸◎
ディスコン 
民謡◎
ヨガ教室◎
生きがい体操②  
ステップエクササイズ
男の脳トレ体操◎

【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◎
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◎  　
まんでーディスコン◎

【サ  ー  ク  ル  活  動】

5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

対　　象　町内在住の40歳以上の方で、介護サー
ビス事業所に所属しておらず、1ヵ月に
1回程度ボランティアで相談活動を行え
る方。

活動内容　介護サービス事業所を訪問して、利用者
からの相談に応じたり、事業所とのあい
だに立って、問題解決に向けた手助けを
行います。

募集人数　2人
応募締切　5月31日（火）
　特に資格はいりませんが、大阪府などで実施する
研修等を受けていただく必要があります。
問　福祉課　Tel 466-8813　Fax 466-8841

福　祉

介護サービス利用者と事業者の橋渡し
介護サービス相談員を募集しています

で、要介護１～要介護５の要介護認定を
受けている方

　　　　　　ただし、特別養護老人ホーム、有料老人
ホーム、認知症高齢者グループホームな
どの施設に入所されている方は除きます。

受付開始　５月23日（月）
　利用を希望される方は介護保険被保険者証を持参
のうえ、福祉課窓口までお越しください。
問　福祉課　TEL 466-8813　FAX 466-8841

今
月
の
お
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ら
せ

福

　
　祉
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

戸籍謄抄本等を郵送で請求できます！

住民・戸籍

　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、郵便により取り寄せることができます。
　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
・当該戸籍に記載されている方の配偶者又は直系
　親族（親、子、祖父母、孫など。兄弟姉妹は直
　系親族にはあたりません。）の方　
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

国民年金保険料について

国民年金保険料
　令和４年度の国民年金保険料額は、月額16,590
円となりました。
前納制度（保険料の前払い）
　平成29年4月から従来の口座振替に加え、現金
（納付書）納付・クレジットカード納付でも2年
前納を行うことが可能となりました。
　現金・クレジットカード納付で保険料を前納し
た場合、毎月払いと比べて2年前納なら14,540円、
1年前納なら3,530円、6カ月前納でも810円の割
引になります。また、口座振替制度を利用する
と、2年前納で15,790円、1年前納で4,170円、6カ
月前納で1,130円の割引となり、大変お得です。　
問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

国民健康保険料算定のための
収入申告について

国　保

　６月に国民健康保険料の算定を行い被保険者の
皆様に年間保険料の通知を行います。令和４年度
の保険料は令和３年中の収入を基に算定をします
ので、収入の申告をされていない方については、

●血圧とは？
　血圧とは、血液が血管の壁を押す力です。血圧
が高いと、血管壁が傷つき、血管が破れる！詰ま
る！狭くなる！そして、脳や心臓、腎臓の血管に
負担がかかります。その結果、脳出血や脳梗塞、
心筋梗塞、腎不全等の大きな病気につながります。

●あなたの血圧は？
　自身の血圧をご存知ですか？血圧は絶えず変動
します。測定値に一喜一憂せず、継続して測定し
ましょう。ふれ愛センターには下記に血圧計を設
置しております。
　・1階　保健センターゾーン
　・3階　福祉風呂横
　ふれ愛センターに来所の際には、是非、血圧を
測ってみましょう。

血圧は、脳や心臓、腎臓の病気の危険を
知らせるシグナルです！

本町は、特定健診受診者の男女
ともに半数以上の方が
130/85以上です。

問　健康課　Tel 466－8811　Fax 466－8841継続して測定すると、変化に気づきます！

禁煙・減塩・肥満予防・よく寝て・動いて・
酒ちょっと

●高血圧予防のために

●血圧の正常値（高血圧治療ガイドライン2014）
　より

130

85

別途国民健康保険料を算定するための収入申告書
を5月上旬に送付いたします。
　申告書が届いた方は早急にご提出いただきます
ようお願いします。
　なお、収入が無かった方についても収入なしの
申告が必要となりますのでご注意ください。　
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

５月17日は『高血圧の日』です！
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

税

低所得者世帯の固定資産税の減免

　一定要件に該当する方の土地・家屋について、
申請により税額の2分の1が減免されます。
対象　次の①～⑤のすべての要件を満たす人
　①賦課期日（令和4年1月1日）において、所有

者が65歳以上、特別障害者、寡婦、ひとり
親のいずれかに該当する。

　②納税義務者または納税義務者と生計を一にす
る者の当該年度の前年中の合計所得金額が個
人の町民税均等割非課税限度額以下であるこ
と。

　③自己の居住地用以外の土地または家屋を所有
していないこと。

　④所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以
下であること。

　⑤当該年度の固定資産税額が5万円以下である
こと。

必 要 書 類　納税通知書・身分証明書
申請締切日　納期限日（令和4年度第1期分から
　　　　　　 申請する場合は5月31日（火））
※担税力に応じた減免のため、納付済みの税額に
　ついては減免できません。
※口座振替をご利用の方は、5月13日（金）までに 
　申請をしてください。

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

町税の納期限と納税相談

納期限
　固定資産税第1期　  5月31日（火）
　軽自動車税　　　    5月31日（火）
　町・府民税第1期　  6月30日（木）
　固定資産税第2期　  8月  1日（月）
　町・府民税第2期　  8月31日（水）
　固定資産税第3期　  9月30日（金）
　町・府民税第3期　10月31日（月）
　固定資産税第4期　12月27日（火）
　町・府民税第4期　  1月31日（火）
納税相談
 災害・失業・傷病など特別な事情で、納期限ま
でに町税の納付が困難な場合は、申請によって、
納期の期間を猶予できる場合があります。　
 事情があって、納付できない場合でも滞納が続
くと延滞金が加算されるだけでなく、財産（不動
産、給与、預金等）の差押え等の滞納処分を受け
ることになります。
 放置せずにお早めに税務課へご相談ください。
納期限を過ぎて納付されますと、税額に次の割合
を乗じて計算した延滞金がかかります。
※納期限の翌日から1か月を経過する日までは

          ・・・年2.4％
※納期限の翌日から1か月を経過した日以降は

・・・年8.7％

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～

　たばこの煙の成分をご存知ですか？たばこに
は、食品のように成分を表示しなければいけな
い決まりがありません。　
　しかし…たばこの煙の中には、なんと4000種
類以上の化学物質が含まれており、その中の
200種類以上は有害物質（毒物）と言われてい
ます！また、発がん物質は現在わかっているだ
けでも60種類以上含まれています。
　喫煙は、喫煙者本人はもとより、その周囲の

人に対して、急性心筋梗塞、がん、子どもの呼
吸器感染症・ぜんそく等の病気を発症する危険
性があり、健康に悪い影響を与えます。

喫煙している方は、禁煙を！
　病院での禁煙治療がおすすめです。健康課で
も禁煙相談を実施しています。窓口までお越し
ください。
　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

戸籍謄抄本等を郵送で請求できます！

住民・戸籍

　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、郵便により取り寄せることができます。
　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
・当該戸籍に記載されている方の配偶者又は直系
　親族（親、子、祖父母、孫など。兄弟姉妹は直
　系親族にはあたりません。）の方　
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

国民年金保険料について

国民年金保険料
　令和４年度の国民年金保険料額は、月額16,590
円となりました。
前納制度（保険料の前払い）
　平成29年4月から従来の口座振替に加え、現金
（納付書）納付・クレジットカード納付でも2年
前納を行うことが可能となりました。
　現金・クレジットカード納付で保険料を前納し
た場合、毎月払いと比べて2年前納なら14,540円、
1年前納なら3,530円、6カ月前納でも810円の割
引になります。また、口座振替制度を利用する
と、2年前納で15,790円、1年前納で4,170円、6カ
月前納で1,130円の割引となり、大変お得です。　
問　貝塚年金事務所　Tel 431-1122

国民健康保険料算定のための
収入申告について

国　保

　６月に国民健康保険料の算定を行い被保険者の
皆様に年間保険料の通知を行います。令和４年度
の保険料は令和３年中の収入を基に算定をします
ので、収入の申告をされていない方については、

●血圧とは？
　血圧とは、血液が血管の壁を押す力です。血圧
が高いと、血管壁が傷つき、血管が破れる！詰ま
る！狭くなる！そして、脳や心臓、腎臓の血管に
負担がかかります。その結果、脳出血や脳梗塞、
心筋梗塞、腎不全等の大きな病気につながります。

●あなたの血圧は？
　自身の血圧をご存知ですか？血圧は絶えず変動
します。測定値に一喜一憂せず、継続して測定し
ましょう。ふれ愛センターには下記に血圧計を設
置しております。
　・1階　保健センターゾーン
　・3階　福祉風呂横
　ふれ愛センターに来所の際には、是非、血圧を
測ってみましょう。

血圧は、脳や心臓、腎臓の病気の危険を
知らせるシグナルです！

本町は、特定健診受診者の男女
ともに半数以上の方が
130/85以上です。

問　健康課　Tel 466－8811　Fax 466－8841継続して測定すると、変化に気づきます！

禁煙・減塩・肥満予防・よく寝て・動いて・
酒ちょっと

●高血圧予防のために

●血圧の正常値（高血圧治療ガイドライン2014）
　より

130
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別途国民健康保険料を算定するための収入申告書
を5月上旬に送付いたします。
　申告書が届いた方は早急にご提出いただきます
ようお願いします。
　なお、収入が無かった方についても収入なしの
申告が必要となりますのでご注意ください。　
問　住民課　Tel 466-5004　Fax 465-3794

５月17日は『高血圧の日』です！
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

税

低所得者世帯の固定資産税の減免

　一定要件に該当する方の土地・家屋について、
申請により税額の2分の1が減免されます。
対象　次の①～⑤のすべての要件を満たす人
　①賦課期日（令和4年1月1日）において、所有

者が65歳以上、特別障害者、寡婦、ひとり
親のいずれかに該当する。

　②納税義務者または納税義務者と生計を一にす
る者の当該年度の前年中の合計所得金額が個
人の町民税均等割非課税限度額以下であるこ
と。

　③自己の居住地用以外の土地または家屋を所有
していないこと。

　④所有家屋の延べ床面積が70平方メートル以
下であること。

　⑤当該年度の固定資産税額が5万円以下である
こと。

必 要 書 類　納税通知書・身分証明書
申請締切日　納期限日（令和4年度第1期分から
　　　　　　 申請する場合は5月31日（火））
※担税力に応じた減免のため、納付済みの税額に
　ついては減免できません。
※口座振替をご利用の方は、5月13日（金）までに 
　申請をしてください。

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

町税の納期限と納税相談

納期限
　固定資産税第1期　  5月31日（火）
　軽自動車税　　　    5月31日（火）
　町・府民税第1期　  6月30日（木）
　固定資産税第2期　  8月  1日（月）
　町・府民税第2期　  8月31日（水）
　固定資産税第3期　  9月30日（金）
　町・府民税第3期　10月31日（月）
　固定資産税第4期　12月27日（火）
　町・府民税第4期　  1月31日（火）
納税相談
 災害・失業・傷病など特別な事情で、納期限ま
でに町税の納付が困難な場合は、申請によって、
納期の期間を猶予できる場合があります。　
 事情があって、納付できない場合でも滞納が続
くと延滞金が加算されるだけでなく、財産（不動
産、給与、預金等）の差押え等の滞納処分を受け
ることになります。
 放置せずにお早めに税務課へご相談ください。
納期限を過ぎて納付されますと、税額に次の割合
を乗じて計算した延滞金がかかります。
※納期限の翌日から1か月を経過する日までは

          ・・・年2.4％
※納期限の翌日から1か月を経過した日以降は

・・・年8.7％

問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～5月31日は「世界禁煙デー」　～禁煙のきっかけに～

　たばこの煙の成分をご存知ですか？たばこに
は、食品のように成分を表示しなければいけな
い決まりがありません。　
　しかし…たばこの煙の中には、なんと4000種
類以上の化学物質が含まれており、その中の
200種類以上は有害物質（毒物）と言われてい
ます！また、発がん物質は現在わかっているだ
けでも60種類以上含まれています。
　喫煙は、喫煙者本人はもとより、その周囲の

人に対して、急性心筋梗塞、がん、子どもの呼
吸器感染症・ぜんそく等の病気を発症する危険
性があり、健康に悪い影響を与えます。

喫煙している方は、禁煙を！
　病院での禁煙治療がおすすめです。健康課で
も禁煙相談を実施しています。窓口までお越し
ください。
　
問　健康課　Tel 466-8811　Fax 466-8841
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費用の助成制度

対　　象
 町内で飼い主のいない猫への不妊去勢手術を実
施しようとする方
対象経費
 町内に棲息する生後概ね６カ月以上の飼い主の
いない猫への不妊去勢手術に要する費用
助成金額
　１個体につき、オス8千円（上限）
　　　　　　　　メス1万5千円（上限）
注意事項
・先着順（予算の範囲内）
・申請書に獣医師による手術証明の記述及び申請
　者による誓約書へのサインが必要ですので、必
　ず事前に生活環境課までお問い合わせください。
・手術した日から１年以内に申請をしてください。
・対象個体の耳にV字カットを施していただきます。

問　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

生活・環境

「漁港につづけ！日曜昼市！」
たじりまるごとマーケット開催

　田尻町の「物産」や「食」をＰＲするため「漁港に
つづけ！日曜昼市！たじりまるごとマーケット」
を開催します。
　「泉州黄たまねぎ祭」も同時開催を予定してい
ますので、朝市会場を含めて海産物や農産物のお
買い物とともにイベント（スタンプラリーや抽選
会）をお楽しみください。
開催日　5月15日（日）午前９時～午後3時
場　所　田尻交流広場、田尻漁港、多目的グラウ
　　　　ンド
　新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
内容を変更する場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
　会場へは、徒歩又は自転車でのご来場にご協力
をお願いします。 

問　産業振興課　Tel 466-5008　Fax 466-5025
　　田尻町観光協会　Tel 493-9556

軽自動車税の減免

令和3年分所得税等の申告・納付期限の
延長をされた方の振替日は

　減免の申請は、1人の身体障害者等につき1台
です。ただし、自動車検査証または軽自動車届出
済証に事業用と記載されているものは除きます。
　減免の対象となる軽自動車（障害区分などによ
り減免の対象にならない場合もあります。）等の
詳細はホームページを参照いただくか、税務課へ
お問い合わせください。
必 要 書 類　納税通知書・身体障害者手帳など・
　　　　　　運転免許証
申請締切日　5月31日（火）
※口座振替をご利用の方は、5月13日（金）まで
　に申請をしてください。　
問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

税務署での相談は、事前予約をお願いします
　相談内容が申告または納税に直結し、具体的な
書類の確認が伴うなど、電話での相談が困難な場
合には、所轄の税務署に事前に相談日時の予約を
お願いします。
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

申告所得税及び復興特別所得税　5月31日（火）
※3月16日（水）から4月15日（金）までに申告され
　た方
個人事業者の消費税及び地方消費税　5月26日（木）
※4月1日（金）から4月15日（金）までに申告された
　方
・残高不足等で振替納税できなかった場合には、
　延滞税の納付が必要となる場合があります。
・振替納税をご利用の方は、延納届出をした場合
　でも、上記振替日に納税額の全額が引き落とし
　されます。（3月15日（火）までに申告された方で
　延納届出をした方の振替日は、5月31日（火）で
　す。）　
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471
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一貫校への取組を強化します！お知らせ

日　　時　6月15日（水）午後2時～4時
会　　場　ふれ愛センター１階　団体活動室
定　　員　個別相談　8組
※相談会は事前申込（先着順）となっています。都市
　みどり課窓口、または、電話でお申込みください。
申込期間　5月11日（水）～5月31日（火）
申込・問　
　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

空家問題でお困りではありませんか？
空家等相談会を開催します

耐震診断・耐震改修の補助制度

「宅地防災月間」　－ 5月1 日～5月31日 －「宅地防災月間」　－ 5月1 日～5月31日 －「宅地防災月間」　－ 5月1 日～5月31日 －

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

危険な空き家の解体費用の一部を
補助します！（最大100万円）

　空き家の解体を推進するとともに、跡地の利活用
や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家
の解体工事費の一部を補助します。
申込方法
　まずは『事前調査』を申込み、補助対象空き家で
あるか調査員による判定を受けてください。
令和４年度の事前調査受付期間
　6月1日（水）～15日（水）
詳しくは、広報4月号8ページ、またはホームペー
ジをご覧ください。
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

5月は｢宅地防災月間｣です。
　宅地災害は、いったん起こると家屋や家財、とき
には尊い人命にかかわることにもなりかねません。
　造成中の急斜面、無理な積み方をした石垣、風化
の著しい崖面などは、長雨、大雨等により思わぬ災
害を引き起こすことがあります。
　「宅地防災月間」は、大雨が予想される梅雨期を
前に、宅地造成工事などによって起こる崖崩れや土
砂の流出による災害発生を未然に防ぎ、宅地災害を
なくそうという目的で実施しております。
　大阪府では、この期間中に府内市町村や消防、警
察など宅地防災に関係する機関と協力して、次のよ
うな事業を実施します。
１．防災パトロールの実施
　　パトロール隊を編成し、宅地造成地や土砂採取

地などにおける造成地の防災工事の安全性などに
ついて点検、指導をします。
２．宅地防災技術研修会の実施
　　宅地防災知識の啓発、普及を図るため、5月下旬

に、宅地造成事業者、設計者などを対象に宅地防災
に関する技術研修会を開催いたします。詳しくは、

　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合せください。
　田尻町　耐震　で　検索
　
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

大阪府建築指導室ホームページをご覧下さい。
　　また、ご家庭でも、これを機会に宅地災害を未

然に防止するための必要な点検をお願いします。
次のような点について自宅の周辺を点検し、早急
に適切な処置をすることが必要です。

１．石垣、擁壁等に亀裂などは入っていませんか、
　　また割れ目から地下水がしみ出していませんか。
２．石垣、擁壁等の水抜き穴からうまく水が流れ出
　　ていますか。
３．地盤は沈下していませんか。
４．排水のための溝に泥などがつまっていませんか。

　なお、大阪府建築指導室が発行している｢石積
み・ブロック積みよう壁の自己診断マニュアル｣に
は、点検方法など具体的に記載しています。マニュ
アルは大阪府建築指導室ホームページに掲載してい
ますのでご利用ください。
　宅地防災に関するご相談は、田尻町都市みどり課
（Tel 466-5006）又は大阪府都市整備部住宅建築局建
築指導室審査指導課（Tel 06-6210-9722（直通））まで
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飼い主のいない猫の
不妊去勢手術費用の助成制度

対　　象
 町内で飼い主のいない猫への不妊去勢手術を実
施しようとする方
対象経費
 町内に棲息する生後概ね６カ月以上の飼い主の
いない猫への不妊去勢手術に要する費用
助成金額
　１個体につき、オス8千円（上限）
　　　　　　　　メス1万5千円（上限）
注意事項
・先着順（予算の範囲内）
・申請書に獣医師による手術証明の記述及び申請
　者による誓約書へのサインが必要ですので、必
　ず事前に生活環境課までお問い合わせください。
・手術した日から１年以内に申請をしてください。
・対象個体の耳にV字カットを施していただきます。

問　生活環境課　Tel 466-5005　Fax 465-3794

生活・環境

「漁港につづけ！日曜昼市！」
たじりまるごとマーケット開催

　田尻町の「物産」や「食」をＰＲするため「漁港に
つづけ！日曜昼市！たじりまるごとマーケット」
を開催します。
　「泉州黄たまねぎ祭」も同時開催を予定してい
ますので、朝市会場を含めて海産物や農産物のお
買い物とともにイベント（スタンプラリーや抽選
会）をお楽しみください。
開催日　5月15日（日）午前９時～午後3時
場　所　田尻交流広場、田尻漁港、多目的グラウ
　　　　ンド
　新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
内容を変更する場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
　会場へは、徒歩又は自転車でのご来場にご協力
をお願いします。 

問　産業振興課　Tel 466-5008　Fax 466-5025
　　田尻町観光協会　Tel 493-9556

軽自動車税の減免

令和3年分所得税等の申告・納付期限の
延長をされた方の振替日は

　減免の申請は、1人の身体障害者等につき1台
です。ただし、自動車検査証または軽自動車届出
済証に事業用と記載されているものは除きます。
　減免の対象となる軽自動車（障害区分などによ
り減免の対象にならない場合もあります。）等の
詳細はホームページを参照いただくか、税務課へ
お問い合わせください。
必 要 書 類　納税通知書・身体障害者手帳など・
　　　　　　運転免許証
申請締切日　5月31日（火）
※口座振替をご利用の方は、5月13日（金）まで
　に申請をしてください。　
問　税務課　Tel 466-5003　Fax 465-3794

税務署での相談は、事前予約をお願いします
　相談内容が申告または納税に直結し、具体的な
書類の確認が伴うなど、電話での相談が困難な場
合には、所轄の税務署に事前に相談日時の予約を
お願いします。
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471

申告所得税及び復興特別所得税　5月31日（火）
※3月16日（水）から4月15日（金）までに申告され
　た方
個人事業者の消費税及び地方消費税　5月26日（木）
※4月1日（金）から4月15日（金）までに申告された
　方
・残高不足等で振替納税できなかった場合には、
　延滞税の納付が必要となる場合があります。
・振替納税をご利用の方は、延納届出をした場合
　でも、上記振替日に納税額の全額が引き落とし
　されます。（3月15日（火）までに申告された方で
　延納届出をした方の振替日は、5月31日（火）で
　す。）　
問　泉佐野税務署　Tel 462-3471
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日　　時　6月15日（水）午後2時～4時
会　　場　ふれ愛センター１階　団体活動室
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耐震改修補助
　対象者　下記条件をすべて満たす方
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　　方
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補助します！（最大100万円）
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や流通促進につなげられるよう、危険な木造空き家
の解体工事費の一部を補助します。
申込方法
　まずは『事前調査』を申込み、補助対象空き家で
あるか調査員による判定を受けてください。
令和４年度の事前調査受付期間
　6月1日（水）～15日（水）
詳しくは、広報4月号8ページ、またはホームペー
ジをご覧ください。
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ついて点検、指導をします。
２．宅地防災技術研修会の実施
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に関する技術研修会を開催いたします。詳しくは、

　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
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ただくか、都市みどり課までお問合せください。
　田尻町　耐震　で　検索
　
問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

大阪府建築指導室ホームページをご覧下さい。
　　また、ご家庭でも、これを機会に宅地災害を未

然に防止するための必要な点検をお願いします。
次のような点について自宅の周辺を点検し、早急
に適切な処置をすることが必要です。

１．石垣、擁壁等に亀裂などは入っていませんか、
　　また割れ目から地下水がしみ出していませんか。
２．石垣、擁壁等の水抜き穴からうまく水が流れ出
　　ていますか。
３．地盤は沈下していませんか。
４．排水のための溝に泥などがつまっていませんか。

　なお、大阪府建築指導室が発行している｢石積
み・ブロック積みよう壁の自己診断マニュアル｣に
は、点検方法など具体的に記載しています。マニュ
アルは大阪府建築指導室ホームページに掲載してい
ますのでご利用ください。
　宅地防災に関するご相談は、田尻町都市みどり課
（Tel 466-5006）又は大阪府都市整備部住宅建築局建
築指導室審査指導課（Tel 06-6210-9722（直通））まで
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「万博の桜2025」プロジェクトによる
植樹のお知らせ

快適なくらしにつなげるメッセージ　
1日も早く下水道に接続しましょう！

　田尻町では、「万博の桜2025」プロジェクト
に参加し、りんくう北・遊公園の入口(和歌山側)
にジンダイアケボノを１本植樹しました。この植
樹は、2025年の関西・大阪万博への期待感や機
運を高めるための植樹で府民の皆様のご寄附によ
るものです。

Jアラートによる
全国一斉情報伝達訓練の実施

　5月18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　5月18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

  万博の桜2025　で　検索
問　万博の桜2025実行委員会　Tel 06-4400-8739

たじりっちバス利用者数について
　たじりっちバスは、泉佐野駅を起点に泉佐野市
と田尻町を約60分で巡回し、多くの皆様にご利
用いただいております。令和元年5月13日から運
行を開始し、4年目を迎えるにあたりこれまでの
利用者数の実績報告をいたします。

　詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

問　都市みどり課　Tel 466-5006　Fax 466-5025

令和元年度 令和2年度 令和3年度

24,727人 25,445人 28,657人

　下水道が完成すると、みなさまのご家庭で水洗
トイレを使用したり、台所、お風呂などの汚水も下
水道に流すことができます。しかし、せっかくで
きあがった下水道も、各家庭に接続していただか
ないと、地域一帯の生活環境の改善が進みません。
　下水道が使えるようになった地域のご家庭は、
１日も早く下水道に接続をお願いします。

ご家庭が下水道につながると・・・・
★トイレを水洗化できます★
　くみ取り便所から水洗トイレになり、幼いお子
さんやお年寄りも安心して快適な生活ができま
す。
★まちなみが清潔になります★
　家庭などからの汚水が下水道に流れるので、家
のまわりに汚れた水がたまらず、まちなみが清潔
になります。
★川や海がきれいになります★
　トイレや台所、お風呂などの汚水が下水道で処
理され、河川や海などがきれいになり、水環境が
改善されます。　

自分の家が下水道の使用できる地域かどうか
分からないときや、水洗化に関するご不明な
点等がございましたら、お気軽に土木下水道
課までお問い合わせください。

問　土木下水道課　Tel 466-5007　Fax 466-5025
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大阪府立弥生文化博物館　催事案内

春季企画展「とんぼ玉100人展－炎から生まれる
小さないのち－」
期　間　６月19日（日）まで
春季企画展関連 とんぼ玉製作実演
「中級者向けの技とコツ」講師：﨑山高輝氏
　日　時　５月14日（土）午後１時～３時
「ライン置きで作る龍」講師：西川友敬氏
　日　時　５月28日（土）午後１時～３時
　（※いずれも申し込み不要、当日先着順）
やよいミュージアムコンサート2022
「フルート・クラリネット・ピアノによるトリオ
リサイタル～アメリカ音楽よりガーシュウィンを
中心に～」
出　演　Ｔｒｉｏ ｄｅ Ｍｉａｏｕ（トリオデミャウ）
曲　目　３つの前奏曲（ガーシュウィン）、ラプ

ソティー・イン・ブルー（ガーシュウィ
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2022
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　５月３日の憲法記念日を中心とする5月1日から
７日までが憲法週間です。
　日本国憲法は「国民主権」「平和主義」「基本
的人権の尊重」の3つを重要な柱としています。
　憲法第11条にはすべての基本的人権が国民に保
障され侵すことのできない永久の権利であること
が、また第13条には国民は個人として尊重され、
生命・自由・幸福を追求する権利が公共の福祉に
反しない限り最大限に尊重されることが、さらに
第14条には法の下の平等が定められています。
基本的人権は次の３つの権利からなります。
　①自由権…国民生活に国家権力が干渉しないよ
　　うに求める権利
　（身体の自由、精神の自由、経済活動の自由）
　②平等権…法の下で、誰もが平等な扱いを受け
　　る権利

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

問

　③社会権…社会を生きていく上で人間が人間ら
　　しく生きるための権利
　（生存権、教育を受ける権利、労働者の権利）
　憲法が施行されて75年。世界人権宣言の基本精
神である恒久平和の実現をめざし、差別撤廃・人
権確立に向けた取り組みが広がってきました。
　しかし、国内には、女性、子ども、高齢者、障
害者、同和問題、外国人などに関わる問題や、イ
ンターネットによる人権侵害など、様々な人権問
題が存在しています。また、社会環境の変化や価
値観の多様化のなかでいたましい事件が後を絶た
ず、深刻な人権侵害が起こっています。
　すべての人が安心して幸せに暮らせるよう、私
たち一人ひとりが人権意識をもって身近なところ
から実践することが大切です。憲法週間をきっか
けとして人権について考えましょう。

憲法週間（5月1日～7日）

人権のひろば

　夫やパートナーとの関係、家族のこと、子育てや介護の悩み、職場での人間関係、近隣トラブル、
ハラスメントなど女性が抱える悩みはさまざまで、人それぞれに違っています。
　先月から始まった「女性のための相談」では、外部からのカウンセラーが相談を希望する方一人ひ
とりに応じていねいにお話をお聴きし、悩みが解決に近づくよう一緒に考えます。あなたは、今、も
やもやした気持ちを抱えてはいませんか？

日　時　5月25日（水）　午前10時～午後１時　
　　　　＊原則毎月第4水曜日　
　　　　（相談時間はおひとり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　相談日の前週金曜日午後3時までに企画人権課に電話等で予約　
　　　　予約なしで相談はご利用いただけません。
　　　　・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。
　　　　・ウイルス感染が心配等、来室が難しい方は電話での相談もOK！　

女性のための相談　相談日と予約方法が変わりました

～できる人が　できる時間に　できる範囲で～
黄色いベストを着用して、ながら見まもりをしましょう
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人権擁護委員は、街の相談パートナーです

  相談無料・秘密厳守

問　企画人権課　
　　Tel 466-5019　Fax 466-8725

６月１日は人権擁護委員の日　～特設人権相談開設～

関西国際空港　水素で走る燃料電池バスを導入！
　関西エアポートグループは、2050年までに温
室効果ガスの排出量を実質ゼロとする長期目標
のもと、環境負荷低減に向けたさまざまな活動
に取り組んでいます。
　その一環として、関西国際空港では、水素を
燃料として走行し、走行中にCO2や環境負荷物
質を排出しない「燃料電池バス」の運行がス
タートしています。
　今回導入された水素バスは、第1ターミナルと
展望ホールを結ぶ路線を中心に、空港内を運行
していますので、空港にお越しいただく機会が

ありましたら、水素バスならではの静かで快適
な乗り心地をぜひ味わってみてくださいね！
　関西エアポートグループは、引き続き空港関
連事業者と連携し、持続可能な社会の実現に貢
献してまいります。

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法
が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定
め、この日を中心として一層の人権尊重思想の啓発
に努めることとしています。田尻町には、法務大臣
から委嘱を受けた人権擁護委員が４名います。毎
月、第４水曜日にふれ愛センターで人権相談を行っ
ています。あなたの身近で、いじめ・虐待・セクハラ
など不当な扱いや差別を受けたとき、近隣での問
題が起こったとき、インターネットへの悪意の書き

込みがあったときなどお気軽にご相談ください。
日　時　5月25日（水）午後１時～４時
　　　　（５月定例相談に合わせて実施）
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。

その警告画面・警告音は偽物です！
電話をかけないで！料金を支払わないで！
事例
　パソコンでインターネットを利用していたと
ころ、突然、警告音が鳴り、パソコン画面に、
ウイルスに感染しているのでサポート窓口に電
話するように警告画面が表示された。
　表示の番号に電話したところ、「パソコンが
ウイルスに感染しているので除去します。コン
ビニに行って3万円分のプリペイド型電子マネー
を買って、番号を伝えてください。」と言われ
た。
　指示にしたがって電子マネーを購入し、番号
を伝えたが、「番号が間違っている。もう一度
3万円分購入してくるように」と言われた。
ひとことアドバイス
　実在するパソコンОＳ会社やセキュリティソ

フト会社などが表
示されていても偽
物です。
　警告画面に表示
されているサポー
ト窓口には電話を
かけないでくださ
い。
　電話をしてしまい、相手から不安をあおられ
ても料金を支払ったり、電子マネーやクレジッ
トカードの番号を伝えたりしないでください。
　不安に思ったり、トラブルに遭ったりした場
合は、消費者ホットライン１８８（局番なし）
にご相談ください。

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№44
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　当消防組合では、下記の講習会を実施していま
す。
　申し込み方法、日程等の詳細については、当消防
組合ホームページ （https://www.senshu-minami
119.jp/）をご覧ください。

上級救命講習（年５回）
　普通救命講習で学ぶ内容に加えて、骨折、外
傷、やけどなどに対する応急手当や搬送法を学ん
でいただく講習です。
　講習修了者には修了証が交付されます。
　　
応急手当普及員講習（年２回）
　所属する事業所の従業員の方や地域の方などに
対して、「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を指
導していただく指導者育成のための講習です。
講習修了者には認定証が交付されます。
　　
応急手当普及員再講習（不定期）
　応急手当普及員の認定は、資格取得から3年で
失効します。応急手当普及員再講習を受講するこ
とによって、さらに3年間有効となります。
　再講習修了者には新しい認定証が交付されま
す。

問　泉州南広域消防本部　警防部警備課
　　（平日9時～17時30分）
　　Tel 469-0119（音声ガイダンスが流れますの
　　で、④番「警備課」を押してください。）
　　Fax 460-2119

　令和3年中、当消防組合管内で発生した火災件
数は、43件で、前年に比べ３件減少しました。
　この火災件数のうち、放火（疑いを含む。）に
よる件数は、10件（前年比１件増）となってお
り、火災原因の上位を占めています。
放火は、一人ひとりが注意することで、防ぐこと
ができます。
　放火を防ぐポイントを今一度確認していただ
き、地域ぐるみで放火されない街づくりにご協力
をお願いします。

放火防止のポイント
　〇家の周りに燃えやすいものを置かない
　〇門や通用口、物置、車庫等のドアは施錠する
　〇外灯等を設置し、夜間も家の周りや駐車場を
　　明るくする
　〇郵便受けの新聞やチラシは、必ず屋内に取り
　　込む
　〇ゴミは指定収集日の朝に出す
　〇隣近所で声をかけあい、地域で見守りをする

救急に関する講習会のご案内 放火されない　街づくりをしましょう

問　泉州南広域消防本部　警防部　予防課
　　Tel 469－0886　FAX 460－2119

25

　救急教育体制および災害対応力の充実強化を目的に、令和4年4月１日付けで田尻町に本部警備課直轄の
本部救急隊を発隊、10名の精鋭が集まりました。
　また、本部救急隊の発隊に併せ、泉佐野消防署管轄の旧田尻出張所は泉州南広域消防本部田尻庁舎と名
称を変更しました。
　通常の救急対応に加え、管内13隊ある救急隊の指導的な救急隊と位置付け、業務中に救急教育指導が可
能となるよう指導救命士を配置し、各救急隊に巡回指導するなど、屋根瓦式の教育体制を構築し、救急業
務の質の向上を目指します。

田尻町に本部救急隊が発隊しました！

指導救命士とは…
　救急業務に関する十分な知識、技術及び経験を有し救急救命士をはじめ救急業務に携わる職
員への教育・指導やメディカルコントロール協議会との調整等の役割を担う指導的立場の救急
救命士のことをいいます。

・教育に関する企画、運営
・救急救命士等への指導
・各署教育担当者への助言
・各隊員への情報共有等
・事後検証の実施本部救急隊

（指導救命士を配置） 通常の 救急出動に加え、各署所の
救急隊に対し救急教育指導を行う 

栗山町長による式辞 名称変更に伴う看板除幕式

発隊式展示訓練本部救急隊

本部救急隊標章
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　当消防組合では、下記の講習会を実施していま
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　　で、④番「警備課」を押してください。）
　　Fax 460-2119

　令和3年中、当消防組合管内で発生した火災件
数は、43件で、前年に比べ３件減少しました。
　この火災件数のうち、放火（疑いを含む。）に
よる件数は、10件（前年比１件増）となってお
り、火災原因の上位を占めています。
放火は、一人ひとりが注意することで、防ぐこと
ができます。
　放火を防ぐポイントを今一度確認していただ
き、地域ぐるみで放火されない街づくりにご協力
をお願いします。

放火防止のポイント
　〇家の周りに燃えやすいものを置かない
　〇門や通用口、物置、車庫等のドアは施錠する
　〇外灯等を設置し、夜間も家の周りや駐車場を
　　明るくする
　〇郵便受けの新聞やチラシは、必ず屋内に取り
　　込む
　〇ゴミは指定収集日の朝に出す
　〇隣近所で声をかけあい、地域で見守りをする

救急に関する講習会のご案内 放火されない　街づくりをしましょう

問　泉州南広域消防本部　警防部　予防課
　　Tel 469－0886　FAX 460－2119

25

　救急教育体制および災害対応力の充実強化を目的に、令和4年4月１日付けで田尻町に本部警備課直轄の
本部救急隊を発隊、10名の精鋭が集まりました。
　また、本部救急隊の発隊に併せ、泉佐野消防署管轄の旧田尻出張所は泉州南広域消防本部田尻庁舎と名
称を変更しました。
　通常の救急対応に加え、管内13隊ある救急隊の指導的な救急隊と位置付け、業務中に救急教育指導が可
能となるよう指導救命士を配置し、各救急隊に巡回指導するなど、屋根瓦式の教育体制を構築し、救急業
務の質の向上を目指します。

田尻町に本部救急隊が発隊しました！

指導救命士とは…
　救急業務に関する十分な知識、技術及び経験を有し救急救命士をはじめ救急業務に携わる職
員への教育・指導やメディカルコントロール協議会との調整等の役割を担う指導的立場の救急
救命士のことをいいます。

・教育に関する企画、運営
・救急救命士等への指導
・各署教育担当者への助言
・各隊員への情報共有等
・事後検証の実施本部救急隊

（指導救命士を配置） 通常の 救急出動に加え、各署所の
救急隊に対し救急教育指導を行う 

栗山町長による式辞 名称変更に伴う看板除幕式

発隊式展示訓練本部救急隊

本部救急隊標章



26

　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、抽選で決定します。
主　　催　田尻町スポーツ協会
主　　管　田尻町硬式テニス連盟
後　　援　田尻町教育委員会
期　　間　7月から9月まで（１期　３か月）
開催日時　毎週水曜日（初級・初中級）午後7時～9時まで
　　　　　毎週金曜日（中級）　　　　午後7時～9時まで
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 ク ラ ス】基礎練習（ストローク、ボレー、サーブ練習）及び簡単な試合
　　　　　【初中級者クラス】基礎練習及び実践的な試合等
　　　　　【中級 ク ラ ス 】試合形式を含む実践的な練習等
対　　象　16歳以上で田尻町在住・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　3,500円／（１期）（ボール代、保険代含む）
募集期間　6月1日（水）～8日（水）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　6月12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　申込多数の場合は、申込日に抽選しますので、時間厳守でお願いします。抽選には、必
　　　　　ず本人が出席してください。
　　　　　練習中のトラブル等は、加入保険のみの対応となりますのでご了承ください。
　田尻町硬式テニス連盟員及びコーチ経験者は、申込みをお断りします。
　テニス教室スタート時には、ボール等の準備をしていただきますので、遅れないように参加して
ください。

問　田尻町硬式テニス連盟　谷川　Tel 090-2018-9853　Fax 072-546-3802

硬式テニス教室の開催

　田尻町婦人会では、冠婚葬祭にご利用いただける貸衣装サー
ビスを行っております。このサービスは営利を目的としていま
せんので、格安でご利用いただけます。
　貸衣装には、留袖・喪服・モーニングがございます。また、
帯のみの貸し出しも行っています。みなさんご利用ください。

婦人会の「貸衣装サービス」をご存じですか？

問　田尻町婦人会  
　　会　長　的場　紀子   Tel 465-4326
　　副会長　山本千代子   Tel 465-0087
　　副会長　円句　久子   Tel 465-3279
　　田尻町教育委員会　社会教育課
　　（田尻町教育センター内）　         
　　Tel 466－5029

料 金 表
留袖一式 ７セット

７セット
夏用3セット
冬用3セット

モーニング

喪服（単品）

長襦袢、帯、
帯締めを含む（    　　　　） （    　　　     　）

　￥10,000
￥5,000
￥3,000
￥5,000
￥3,000

柄により料金が
異なります
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　第44回全国JOCジュニアオリンピックカ
ップ春季水泳競技大会が東京辰巳国際水泳
場で開催され、田尻町水泳連盟からは３名
が出場しました。
　大会では、今村圭吾選手が400m自由形
で2位と優秀な成績をおさめました。

問　田尻町水泳連盟　立石
　　Tel 465-1735

第44回全国ジュニアオリンピックカップ      春季水泳競技大会

①所属　②趣味　③抱負

かげやま　　  しょう   こ

蔭山　祥子
①住民部　住民課
②映画鑑賞
③仕事を早く覚え、町民の

皆さまが住みやすい町
になるよう精一杯取り
組みます。

見學　緩帆
①民生部　福祉課
②パンづくり
③田尻町のみなさまに寄

り添い、住みやすいまち
づくりができるよう日々
精進してまいります。

後藤　勝也
①住民部　税務課
②スポーツ（最近はゴル

フ）
③これまでの経験を活か

し、町民の皆さまが安
心かつ楽しく生活でき
るよう努めてまいりま
す。

小幡　義貴
①事業部　土木下水道課
②食べ歩き、ゲーム、運動
③できるだけ早く仕事を

覚えて、町民の方々が
快適で安全に暮らせる
町を目指して貢献して
まいります。

久留　健史
①事業部　都市みどり課
②家庭用ゲーム、読書
③早く仕事を覚えて田尻

町の皆様の役に立てる
ようにして田尻町の発
展に尽力していきたい
と思います。

岸野　哲也
①幼稚園・保育所
②音楽鑑賞
③子どもたちと一緒に過

ごす中で、自分自身も
成 長 して い け る よう
日々全力で子どもたち
とかかわっていきたい
と思います。

けんがく             やす  ほ

ご    とう            かつ   や

お    ばた           よし     き

ひさ   どめ             たけ    し

きし    の             てつ    や

新 人 職 員 紹 介
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日

8 9 10 11 12 13 14

15 16 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉

〈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〉

〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

みどりの日 こどもの日憲法記念日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈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～

田尻町　令和4年    5月  行事カレンダー

5月

23

1 32 654 7

17

※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）
　　

ふ  ヘルス・栄養相談
　（P.14）
    午後１時30分～

ふ  3歳6か月児健康
     診査（P.14）
     時間は個別通知

Jアラート訓練
（P.20）
     午前11時～

泉州黄たまねぎ祭・
日曜昼市（P.18）
    午前9時～

公  公民館講座
「ソープフラワーを
使ってフラワーアレ
ジメントを作ろう」
午後 2 時～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

た 健活ウォーキン
　 グ教室（P.14）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.14）
     午前11時～

公 おはなし会
　（P.12）
　 午前11時～

た 健活プラス（P.14）
   午前10時～

相 女性のための
　 相談
　 （P.29）
　午前10時～

6月

ふれ愛健診予約受付ふれ愛健診予約受付

29

　（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。）

5月26日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

5月26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

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。

5月25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）

たじりふれ愛センター1階　案内図

▼

▼

　たじりふれ愛センター1階には、相談スペース　ほっ…と。
があります。毎週月・木曜日の午前10時～12時、午後1時～
2時30分に相談員が在室します。
　ほっ…と気持ちがなごむ、心がやすらぎ軽くなる。安心でき
る相談をめざして、専門相談員が丁寧にお話をお聴きします。
　ふれ愛センター1階海側には専用入口があります。
　ぜひお気軽にご来室ください。　　　

▼
相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

あなたの安心を応援します！生活なんでも 人権相談・お仕事サポート 就労相談・暮らしのなかの 消費生活相談

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

5月25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）5/20（金）午後3時締切
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日

8 9 10 11 12 13 14

15 16 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

月 火 水 木 金 土

〈公民館休館日〉

〈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〉

〈公民館休館日〉
〈ふれ愛センター
　　　休館日〉

みどりの日 こどもの日憲法記念日

〈公民館休館日〉

〈公民館休館日〉

〈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～

田尻町　令和4年    5月  行事カレンダー

5月

23

1 32 654 7

17

※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）
　　

ふ  ヘルス・栄養相談
　（P.14）
    午後１時30分～

ふ  3歳6か月児健康
     診査（P.14）
     時間は個別通知

Jアラート訓練
（P.20）
     午前11時～

泉州黄たまねぎ祭・
日曜昼市（P.18）
    午前9時～

公  公民館講座
「ソープフラワーを
使ってフラワーアレ
ジメントを作ろう」
午後 2 時～

ふ 認知症カフェ
　 午後1時30分～

た 健活ウォーキン
　 グ教室（P.14）
    午前10時～
た 健康カフェ
   （P.14）
     午前11時～

公 おはなし会
　（P.12）
　 午前11時～

た 健活プラス（P.14）
   午前10時～

相 女性のための
　 相談
　 （P.29）
　午前10時～

6月

ふれ愛健診予約受付ふれ愛健診予約受付

29

　（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。）

5月26日（木）
午後1時～4時

（一人1回30分）

5月26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

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。

5月25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）

たじりふれ愛センター1階　案内図

▼
▼

　たじりふれ愛センター1階には、相談スペース　ほっ…と。
があります。毎週月・木曜日の午前10時～12時、午後1時～
2時30分に相談員が在室します。
　ほっ…と気持ちがなごむ、心がやすらぎ軽くなる。安心でき
る相談をめざして、専門相談員が丁寧にお話をお聴きします。
　ふれ愛センター1階海側には専用入口があります。
　ぜひお気軽にご来室ください。　　　

▼
相談スペース ほっ…と。入口

入口

入口

あなたの安心を応援します！生活なんでも 人権相談・お仕事サポート 就労相談・暮らしのなかの 消費生活相談

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

5月25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）5/20（金）午後3時締切
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田尻町消防団に総務大臣感謝状が贈呈されました

　田尻町消防団に「令和３年度総務大臣感謝
状」が贈られました。
　この感謝状は、消防団員の確保等に向けた積
極的な取り組みと、消防団員数が増加した消防
団に贈られ、令和３年度は、田尻町消防団を含
み、全国で43団に贈られました。

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

固定資産税（第１期分）・軽自動車税の納期限は５月３１日（火）です固定資産税（第１期分）・軽自動車税の納期限は５月３１日（火）です

社会福祉協議会・地域包括支援センター「花みずき」移転のお知らせ

　5月6日（金）から社会福祉協議会と地域包括支援センター「花みずき」がふれ愛センター１階に移転し
ます。
　それぞれの事務所前では、住民の皆さんが気軽に集えるスペースも設けております。ぜひお越しくだ
さい。

問　社会福祉協議会　Tel  466-5015　Fax 466-8899
　　地域包括支援センター「花みずき」Tel  465-3755　Fax 465-3368

入口

住民サロン

健康課
福祉課
こども課

相談室

社会福祉協議会

地域包括支援
センター

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ビ
ュ
ー
ロ
ー

団体活動室

ふれ愛センター　1階


