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OPEN!12/1日
１２/１（日）12:00、星田会館図書室がオープンします。星田コミュニティーセンター図書室から
引き継いだ蔵書２万冊に新規購入図書、雑誌、新聞を加え、子どもから大人までゆったり過ごせる
図書室に生まれ変わりました。
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室内図 児童書コーナー（こどものへや）

所在地：星田 3-4-3 星田会館１階　電話番号： ☎895-2103

開室時間
月曜日

休室

休室日：月曜日（祝日と重なった場合は翌日も休室）、祝日、年末年始、特別整理期間

ロビー

一般書コーナーテラス

ようこそ！星田会館図書室へ

火曜日
１３:００～
１７:００ １0:００～１７:００

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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4ページにつづく

1
ロビー

新聞６紙・雑誌４３誌を所蔵。
開放感あふれるロビーで
ゆったりとご覧いただけます。

■ 図書の貸し出し

１５冊まで

2週間以内
（雑誌は1週間以内）

貸出・予約冊数

貸出期間
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2
一般書コーナー

低い書棚で明るく開放感の
ある空間です。窓際には
自習席と閲覧席を設置して
います。

3
児童書コーナー
（こどものへや）

カーペットコーナーでゆっ
くり絵本が楽しめます。トン
ネルベンチやおうち型の
本棚もあってワクワク！
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4
テラス

晴れた日にはテラスで読書
できます。テラスでは飲食も
可能です。

図書室が開いてない
ときは、ここに返却
してください。

閲覧席

全コーナー
合 わ せ て
60席以上！

返却ポスト

※星田コミュニティー
センター図書室の
返却ポストの利用は
11/30（土）までです。
ご注意ください。

●インターネットで本の予約ができます。

●図書館が所蔵する本の検索ができます。
▷２０万冊以上の蔵書から検索できます。
▷検索した図書が貸出中かどうか確認できます。

▷指定した図書館（室）で予約した本を受け取れます。
▷予約した本の貸出準備ができたら、メールでお知らせします。
●自分の予約・貸出状況の確認等ができます。
▷自分の予約状況を確認し、予約取消や受け取る図書館（室）の変更
　ができます。
▷自分の貸出状況を確認し、貸出期間の延長ができます。
▷利用には一定要件を満たす必要があります。詳細はホームページを
　ご覧ください。

※図書館（室）内の利用者用
　検索端末でも、同様のこと
　ができます。

図書館
ホームページも
便利です！
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の業務案内

広報１月号

市役所の一般業務

ごみの収集

１２/２７（金）まで １/６（月）から
下記施設での業務は、市役所の休業と同じです。
●星田出張所（☎８９１-２０３１）
●ゆうゆうセンター（☎８９３-６４００）
●青年の家（☎８９２-７７２１）
●水道局（☎８９１-００１６）
※道路での漏水など、突発事故が発生した場合
　は水道局にご連絡ください。
●乙辺浄化センター（８９２-２４７２） １２月中に配布します。

ゆうゆうバスの運行

年末年始はごみの排出量が
多く、収集時間が大幅に変更
になる場合があります。

収集希望日の１か月前～前日
に要申込。１日５件で締切。

１/４（土）・８日（水）収集分の予約
は、１２/２５（水）締切。その他は
通常通りの締切。

前日までの要予約。有料。
１２/２８（土）・３０日（月）・１/４（土）・
６日（月）に搬入希望の人は、
必ず１２/２７（金）までに予約
してください。

燃やすごみ

廃プラ

臨時ごみ

資源ごみ

有料粗大ごみ・粗大ごみ（無料）
（予約受付センター）
☎８９１-５３７４

持ち込みごみ
（四交クリーンセンター）
☎８９３-０５０５

年末 年始

１２/２７（金）まで １/６（月）から
年末 年始

休み中も、婚姻・出生・死亡等の届け出は、市役所
本館地下の警備員室で受け付けています。

区分 年末最終日

１２/２９（日） １/６（月）

１２/３０（月） １/７（火）

１２/２９（日） １/６（月）

１２/３０（月） １/７（火）

１２/２６（木） １/９（木）

１２/２７（金） １/１０（金）

１２/２７（金） １/６（月）

１２/２６（木） １/１３（祝）

１２/２７（金） １/６（月）
１/４（土）

通常通り

１２/２７（金） １/６（月）

１２/３０（月）

月・木地域

火・金地域

月曜地域

火曜地域

木曜地域

金曜地域

受付

収集

受付

収集 ※第１週 (１/１)
収集分の臨時
収集。その他は
通常通り収集

受付

持ち込み １/４（土）

年始開始日 備考
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各施設の貸し出し・開館 （■は休み）

救急医療 （■は休み）

#8000または
☎06-6765-3650

貸出施設

開館

２４日
（火）

※１

※１　営業時間 9:3０～２１:00　プールは休み。
※２　営業時間 9:3０～１７:00　プール・トレーニングルームは休み。

※１ ※２

２５日
（水）

２６日
（木）

２７日
（金）

２８日
（土）

２９日
（日）

３０日
（月）

３１日
（火）

１日
（水）

２日
（木）

１２月 １月
３日
（金）

４日
（土）

５日
（日）

ゆうゆうセンター

いきいきランド交野

対応時間  20:00～翌日８:00（３６５日）

#7119または
☎06-6582-7119
対応時間  ２４時間（３６５日）

小児科医の支援体制のもと、看護師が
相談に応じます。

※こどもの救急ホームページもご利用ください。
http://kodomo-qq.jp

小児救急
電話相談

救急安心
センター
おおさか

急な病気やケガで困った
とき、医師・看護師・相談員
が相談に応じます。

青年の家
青年の家武道施設

星の里いわふね
星田西体育施設
第１児童センター
グラウンド・テニスコート
星田コミュニティーセンター
倉治図書館
青年の家図書室
第１児童センターこども図書室
星田会館図書室
歴史民俗資料展示室

年末年始
急病診療所

※ 交野市立休日急病診療所は、内科・小児科・歯科疾患の急病診療所です。応急処置を目的とした診療所のため、
　 インフルエンザ・溶連菌以外の検査は行っていません。また、投薬は抗インフルエンザ薬を除いて、基本１日分と
　 なります。休日急病診療を受診した人は、休み明けにかかりつけ医へ受診しましょう。

３日
（金）

２日
（木）

１日
（水）

３１日
（火）

３０日
（月）

通常診療
（午前診のみ）

通常診療

◯◯ ◯◯ ◯

◯ ◯◯ ◯

◯ ◯

◯

◯◯ ◯◯ ◯

◯◯ ◯◯ ◯

◯

◯

２９日
（日）

１月１２月診療時間
（受付時間）

１０:００～１４:００
（９:４５～１３:４５）

診療科目

内科・小児科

１０:００～１２:００
（９:４５～１１:４５）
１０:００～１２:００
１３:００～１５:００
１０:００～１２:００
１３:００～１５:００

２１:００～翌６:００
（２０:３０～翌５:３０）

１８:００～２１:００

歯科

内科・小児科

内科・外科

小児科
（中学3年生まで）

内科
（15歳以上）

医療機関名

交野市立休日急病診療所 ※
（ゆうゆうセンター）
☎８９１-８１２４

交野病院
☎８９１-０３３１
星田南病院
☎８９１-３５００

北河内夜間救急センター
（枚方市立保健センター４階）
☎８40-７５５５
土曜・休日夜間急病センター
（交野病院内）　☎８９１-０３３１
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「パートナーシップ宣誓制度」が施行
□問 人権と暮らしの相談課☎817-0997

　LGBTなど性的マイノリティのカップルがパートナーであることを公的に証明する「パートナーシップ宣誓
制度」を始めました。
　この制度は、性的マイノリティであるカップルが、お互いを人生のパートナーとし、協力し合い、社会でいき
いきと活躍することを期待して、パートナー関係であると宣誓したことを、宣誓書受領証の交付により市が公
に証明する制度です。
　宣誓後は、受領証の提示により一定の範囲で婚姻関係や事実婚に準じた取り扱いを行います。
※婚姻と同等の法律上の権利があることを証明するものではありません。
※年齢・住所などの要件があります。詳細はホームページまたはお問い合わせください。
性的マイノリティとは？
「マイノリティ」とは「少数派」のことで、同性が好きな人や自分の性に違和感を覚える人、心の性を明確に認識
していない人など、さまざまな性的指向・性自認の人たちのことです。「LGBT」とは、性的少数者の総称のひと
つで、下記の頭文字をとった単語です。多様性を認め合う社会の実現に向けて、みなさんのご理解・ご協力をお
願いします。

 Lesbian：レズビアン 女性で同性を好きになる人
 Gay：ゲイ 男性で同性を好きになる人
 Bisexual：バイセクシュアル 男女両方とも好きな対象になる人
 Transgender：トランスジェンダー 生まれた時の性別とは異なる性別で生きる人、生きたいと望む人

※LGBT以外にもさまざまな性的マイノリティの人がいます。

COOL CHOICE 省エネ・エコで「賢い選択」
□問 環境衛生課☎892-0121
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パブリックコメントの実施
□問 各担当

　次の案件について、案を公表し、みなさんからの意見を募集します。
案の閲覧場所　市ホームページ、市役所本館2階情報公開コーナー、各案の担当
意見を提出できる人　次のいずれかに該当する個人・法人・団体
▷市内に在住・在勤・在学している　　▷市内に事業所（事務所）がある
▷市税の納税義務がある　　　　　　▷その他、案件に利害関係がある
意見の提出方法　意見書（様式自由）に住所・氏名（団体名）を記入し、募集期間内〈消印有効〉に持参・郵送・FAX・
　　　　　　　　Eメールで各担当
※意見の全部・一部を公表することがあります。また、意見に対し個別回答はしません。

交野市における今後の高齢者、障がい者等に対する外出支援策（案）
　高齢化により、今後身体的にゆうゆうバスで対応できない人の増加が予測されます。加えて路線バス利用者
の減少は、ゆうゆうバスとの利用者層の重複も要因であり、このままでは路線バスの維持・継続が難しい状況で
す。このことから、ゆうゆうバスの廃止を前提とし、代わりの支援策を市の案としてまとめたものです。
担当　福祉総務課　　募集期間　12/20（金）～令和2年1/31（金）　　　　
連絡先　☎893-6400　　 895-6065　　hukusi-soumu@city.katano.osaka.jp　〒576-0034 天野が原町5-5-1

第2期交野市子ども・子育て支援事業計画
　交野で子どもを生み・育てることへ喜びを感じ、子どもが夢と希望をもって健やかに育まれるまちを目指し、
さまざまな施策を総合的に推進するものです。
担当　子育て支援課　　募集期間　12/9（月）～令和2年1/10（金）　　　
連絡先　☎893-6406　　 892-0525　　kosodate@city.katano.osaka.jp　〒576-0034 天野が原町5-5-1

交野市手話言語条例
　手話が言語であるという認識に基づき、全ての市民が手話への理解を深め、手話を必要とする人の社会参加
促進と共生社会の実現を目指すものです。
担当　障がい福祉課　　募集期間　12/9（月）～令和2年1/10（金）　　　
連絡先　☎893-6400　　 895-6065　　hukusi@city.katano.osaka.jp　〒576-0034 天野が原町5-5-1

第一中学校区魅力ある学校づくり事業　工事期間中の教育環境の在り方について（方針素案）
　学校教育審議会で審議中の、交野小学校敷地に設置する施設一体型小中一貫校の施設工事期間中の第一中学
校区の児童生徒の教育環境の在り方についての方向性を示すものです。
担当　学校規模適正化室　　募集期間　同室ホームページ「パブリックコメント」をご覧ください。
連絡先　☎810-8010　　 892-4800　　tekisei@city.katano.osaka.jp　〒576-0052 私部2-29-1

庁舎整備基本構想（案）
　優先的に取り組むこととした施設（市役所本館・別館、青年の家）の整備に関する基本的な方向性を示すもの
です。
担当　公共施設等再配置準備室　　募集期間　12/1（日）～令和2年1/24（金）　　
連絡先　☎892-0121　　 891-5046　　saihaiti@city.katano.osaka.jp　〒576-8501（住所記入不要）

庁舎整備基本構想（案）についての市民説明会
▷12/16（月）15:00～16:00、市役所別館3階　中会議室
▷12/18（水）19:00～20:00、星田会館
▷12/23（月）19:00～20:00、いきいきランド交野　第1・2会議室

　□FAX　

　□FAX　

　□FAX　

　□FAX　

　□FAX　
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平成30年度の一般会計決算
□問 財務課☎892-0121

　歳入が238億2,610万9千円、歳出が233億1,494万8千円となり、差引5億1,116万1千円のプラス収支とな
りました。
　市の財政状況は依然として土地開発公社の負債や、インフラや各公共施設等の老朽化対策等、多くの問題が
山積しており、厳しい状況が続くことが予測されます。今後も継続的・安定的な行政サービスを提供していく
ために、さらなる歳入の確保に努めるとともに、その財源を最大限に生かした、効果的で効率的な財政運営を
進めます。

▷未利用地の売却などの減少により財産収入が
7,061万3千円減
▷台風等の災害に係る基金取崩額の増加などにより
繰入金が8,538万5千円の増

▷臨時福祉給付金事業の終了などにより、総務費
が2億7,277万4千円減
▷土地開発公社からの用地の買い戻しに係る事業
費の減により、土木費が7億5,302万2千円の減
▷小中学校の特別教室空調整備事業および屋上防
水事業等により、教育費が2億6,302万7千円の増
主な事業
○市立小中学校特別教室空調整備・屋上防水改修事業
3億192万9千円
○ブロック塀等撤去・改修補助事業（市補助分）
　1,869万4千円

歳  出歳  入
財産収入
6,581万8千円

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は黒字のため、資金不足比率は資金不足が発生しないため、なしとしています。    
※将来負担比率及び資金不足比率については、財政再生基準の設定はありません。    
　実質赤字比率＝財政規模（一般会計等）に対する赤字の割合    
　連結実質赤字比率＝特別会計も含めた実質赤字比率    
　実質公債費比率＝収入規模（一般会計等）に対する公債費の割合    
　将来負担比率＝財政規模（一般会計等）に対する、今後負担することになる負債の割合    
　資金不足比率＝公営企業の事業規模に対する資金不足の割合    

233億
1,494万
8千円

238億
2,610万
9千円

市税
93億

8,860万
9千円

地方譲与税・
各種交付金

17億
269万
3千円

地方交付税
35億3,562万

8千円

分担金及び負担金
4,386万4千円

使用料及び手数料
4億9,228万8千円

国庫支出金
37億

8,725万
3千円

府支出金
17億

9,856万2千円

繰入金
9,835万5千円

市債
22億

7,185万
5千円

その他
6億4,118万4千円

総務費
23億

8,268万
1千円

民生費
103億
1,962万
4千円衛生費

22億
8,166万
5千円

消防費
8億8,933万8千円

災害復旧費
1億1,969万7千円

土木費
13億5,432万4千円

教育費
27億
290万
8千円

公債費
26億

764万円

その他
6億5,707万1千円
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会計名 歳入総額 歳出総額 繰越財源 実質収支 単年度収支

一般会計

国民健康保険特別会計

下水道事業特別会計

介護保険特別会計

公共用地先行取得事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

23,826,109

8,579,219

1,444,427

5,592,778

561,820

1,282,621

23,314,948

8,285,542

1,381,789

5,440,689

561,820

1,218,418

97,408

4,500

413,753

293,677

58,138

152,089

0

64,203

86,739

△184,419

△30,509

△81,076

0

23,144

合　計

会計別決算額

41,286,974 40,203,206 101,908 981,860 △186,121

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率（水道事業）

資金不足比率（下水道事業）

10.2%

103.3%

なし

なし

なし

なし

健全化判断比率

基金と市債

項　目

財政調整基金

減債基金

その他特定目的基金

合計

3,617,392

653,180

1,957,174

6,227,746

基金（貯金）残高

平成30年度

11.9%

121.6%

平成29年度

12.81%

17.81%

25.0%

350.0%

20.0%

20.0%

20.0%

30.0%

35.0%

ー 

ー 

ー 

早期健全化基準 財政再生基準

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は黒字のため、資金不足比率は資金不足が発生しないため、なしとしています。    
※将来負担比率及び資金不足比率については、財政再生基準の設定はありません。    
　実質赤字比率＝財政規模（一般会計等）に対する赤字の割合    
　連結実質赤字比率＝特別会計も含めた実質赤字比率    
　実質公債費比率＝収入規模（一般会計等）に対する公債費の割合    
　将来負担比率＝財政規模（一般会計等）に対する、今後負担することになる負債の割合    
　資金不足比率＝公営企業の事業規模に対する資金不足の割合    

※水道分、土地開発公社分は除きます。

一般会計債

下水道事業債

公共用地先行取得事業会計債

合計

26,229,976

5,351,610

2,398,774

33,980,360

市債（借金）残高

(単位：千円)

(単位：千円)

なし

なし

なし

なし
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平成30年度の土地開発公社決算
□問 土地開発公社☎892-0121

　新たな公有地取得事業はなく、保有している公有地の管理・処分・暫定活用を行いました。
公有地の処分については、自然環境整備用地など3事業用地、面積5,236平方㍍を8億5,909万3,740円で市に
売却しました。
　これにより、30年度末の公社保有地の面積は、2万1,443.83平方㍍となり、その保有額は82億4,325万
6,310円となりました。
　その他、公社保有地の暫定活用については、民間などに13か所を貸し付けています。合計面積は4,587.27平
方㍍で、主に駐車場や資材置場として使用され、600万7,918円の賃貸収入がありました。
　今後も、保有している公有地の積極的な有効活用や管理経費の節減に努めるとともに、金融機関との利率引
き下げ交渉により、支払利息の節減に努めます。

１．流動資産
    (1) 現金及び預金
    (2) 公有用地
    (3) 代替地
２．有形固定資産
    (1) 車両その他運搬具

8,420,313,320 
177,057,010 
6,654,491,572 
1,588,764,738 

12 
12 

資産の部 

１．流動負債
    (1) 預り金
　 （2） 前受金
    (3) 未払金
２．固定負債
　 長期借入金
　　負債の部　合計

金　額金　額科目（款・項） 科目（款・項）
11,956,787 
1,161,447 

0 
10,795,340 

8,162,000,000 
8,162,000,000 
8,173,956,787 

１．資本金
　 基本財産
２．準備金
　 (1) 前期繰越準備金
　 (2) 当期純利益
　　資本の部　合計
  負債・資本の部　合計      資産の部　合計

5,000,000 
5,000,000 

241,356,545 
226,534,877 
14,821,668 
246,356,545 
8,420,313,332 8,420,313,332 

負債の部 

借入金の状況
期間
長期 81億6,200万円 0.56%

借入総額 平均利率

資本の部 

損益計算書

貸借対照表

１．事業原価
　　公有地取得事業原価
２．販売費及び一般管理費
　  販売費及び一般管理費
３．事業外費用
    (1) 土地勘定不算入の利息
    (2) 雑損失
４．特別損失
    (1) 固定資産除却損
５．当期純利益

847,686,254 
847,686,254 
2,534,202 
2,534,202 
55,485 
55,485 

0 
9,330 
9,330 

14,821,668 

費用の部 

１．事業収益
　 公有地取得事業収益
２．事業外収益
    (1) 受取利息
    (2) 雑収益

金　額金　額
859,093,740 
859,093,740 
6,013,199 

5,281 
6,007,918 

　　　　合　計 865,106,939 　　　　合　計 865,106,939 

収益の部
（単位：円）

（単位：円）

科目（款・項）科目（款・項）
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平成30年度の水道事業決算
□問 水道局☎891-0016

業務実績
給水人口 7万7,799人
年間総配水量 749万7,899㎥
有収率 98.9%
経営状況
有収水量 741万4,782㎥ 
給水収益 11億6,652万円
総収益 13億4,535万5千円
事業費用 13億2,628万3千円
純利益 1,907万2千円

主な実施事業
改良工事
▷特高区加圧ポンプ場加圧ポンプ改修工事
　企業団水受水管布設替工事（第7工区）【一般道部】 
　下水道工事に伴う神宮寺1丁目地内配水管移設工事 
　私市1丁目222番1地内他フェンス設置工事
　下水道工事に伴う私市山手1丁目地内給配水管移設工事
　私部5・6丁目地内配水管布設替工事（第2工区）

損益計算書

　　　　科 　目
水道事業費用
  営業費用
     原水及び浄水費
     配水及び給水費
     受託工事費
     総係費
     減価償却費
     資産減耗費
　営業外費用
　　支払い利息及び企業債 取扱諸費
     雑支出
　特別損失
     過年度損益修正損
当年度純利益
           合　計

1,326,282,544
1,181,915,529
372,996,330
186,831,919

0
223,254,675
394,979,773
3,852,832

143,258,275
142,270,705

987,570
1,108,740
1,108,740
19,071,964

1,345,354,508

借　 方 
金　額

(消費税抜き、単位:円)

　　　　科 　目
水道事業収益
　営業収益
　給水収益
　受託工事収益
　その他営業収益
営業外収益
　受取利息
　分担金
　雑収益
　長期前受金戻入
特別利益
　過年度損益修正益

1,345,354,508
1,229,946,159
1,166,519,591

0
63,426,568
115,400,082
7,661,616
44,528,000
1,104,172
62,106,294

8,267
8,267

貸 　方 
金　額

貸借対照表

　　　　科 　目
(資産の部)
固定資産
  有形固定資産
  無形固定資産
  投資

流動資産
  現金預金
  未収金
  貸倒引当金
  貯蔵品
  前払金

13,360,806,721
13,252,628,949

88,177,772
20,000,000

3,010,487,392
2,885,615,355
125,098,546
△ 6,063,734
5,837,225

0

借　 方 
金　額

(消費税抜き、単位:円)

　　　　科 　目
(負債の部)
固定負債
　企業債
　引当金
流動負債
　企業債
　未払金
　前受金
　その他流動負債
　引当金
繰延収益
　長期前受金
　収益化累計額
(資本の部)
資本金
剰余金
　資本剰余金
　利益剰余金
　　　  合　計

8,736,679,595
8,535,452,570
201,227,025
634,862,999
385,427,181
119,916,244
21,090,200
88,041,626
20,387,748

1,531,565,377
2,833,445,594
△1,301,880,217

307,349,667
5,160,836,475
1,413,080,997
3,747,755,478

貸 　方 
金　額

　　　  合　計 1,345,354,508

　　　　合　計　　　 16,371,294,113 16,371,294,113
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　市の人事行政の公平性や透明性をより高めるため、
現在の運営状況をお知らせします。
今回の内容は概要版です。詳細は市ホームページ
（https://www.city.katano.osaka.jp/）をご覧ください。

人事行政の運営等の状況
□問 人事課☎892-0121

職員の任免及び職員数の状況
任免の状況

事務職

技術職

消防職

技能労務職

指導主事

任期付職員

合　計

5人

7人

3人

9人

24人

2人

2人 18人

－

－ －

－

－

－

定年 勧奨

－ 

1人

－  

－  

－  

－  

1人

死亡

－  

－  

－  

－  

－  

1人

5人

4人

－ 

1人

2人

6人

採用
（R1年度）

退職（H30年度）
区　分

給与の状況
給料等の状況(4月1日現在)

自己
都合他

部門別職員数の状況（4月1日現在）

議会
総務
税務
民生
衛生
労働
農林水産
商工
土木
小計
教育
消防
小計
水道
下水道
その他
小計

5人
78人
24人
95人
59人
0人
5人
4人
37人
307人
96人
78人
174人
24人
8人
26人
58人

539人

5人
85人
24人
91人
62人
0人
5人
4人
40人
316人
90人
77人
167人
24人
8人
26人
58人

541人

区　分
職員数

H30年度 R1年度
部　門

一般行政

特別行政

公営企業等

合　計

特別職 一般行政職（大卒平均）

期末・勤勉手当の状況（H30年度）

区　分
市長
副市長
議長
副議長
議員

　  区　分
特別職
一般行政職

※職制上の段階や職務の級等による加算措置があります。

 期末手当
4.15月分
  2.6月分

勤勉手当
　 －
1.85月分

   区　分
勤続20年
   同15年
   同10年
    初任給

給料・報酬月額
742,500円
700,000円
621,000円
571,500円
540,000円

  給料月額
340,158円
287,819円
257,333円
194,000円

退職手当の状況（H30年度）
特別職（任期毎）

一般行政職

定年前勧奨退職者 2％～20％

321万円 2,070万円

給料月額×30/100×在職月数
給料月額×25/100×在職月数

市長
副市長

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度
加算措置
平均支給額

自己都合   
19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年・その他
24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

1人

－ 
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職種(募集人数)

土木職
〈若干名〉

受　験　資　格
昭和59年4月2日以降に生まれ、次の①または②に該当する人
①学校教育法による大学・短大等・高校で、土木に関する専門の課程を修了した人
②1・2級土木施工管理技士、技術士（建設または上下水道部門）のいずれかの資格保持者

建築職
〈若干名〉

昭和59年4月2日以降に生まれ、次の①または②に該当する人
①学校教育法による大学・短大等・高校で、建築に関する専門の課程を修了した人
②一級または二級建築士の資格保持者

保健師
〈若干名〉 昭和54年4月2日以降に生まれ、保健師免許を有する人

　募集する職種、受験資格、採用予定人数などは下表のとおりです。各職種とも、国籍・性別は問いません。
第1次試験日　令和2年1/19（日）
採用予定日　令和2年4/1（水）
募集要項・申込書の配布
▷市役所本館2階人事課またはゆうゆうセンター1階市民サービスコーナーの窓口
▷市ホームページからダウンロード
申込　12/9（月）～令和2年1/8（水）〈必着〉に郵送・Eメールで人事課
　〒576-8501（住所記入不要）　　jinjisaiyou@city.katano.osaka.jp

交野市職員の追加募集
□問 人事課☎892-0121

研修及び勤務成績の評定の状況
研修の状況（H30年度、延べ人数）

勤務成績の評定の状況（H30年度）
　目標管理型人事評価制度を実施。職員の資質向上を目的に、所属長が職員への指導などを行う中で、
職員に対する評価を行い、人事配置や職員の処遇に反映しています。

勤務時間その他の勤務条件の状況

分限及び懲戒処分の状況（H30年度）服務の状況（H30年度）

勤務時間の状況（4月1日現在） 年次有給休暇の状況（H30年度）

人事課主催研修
派遣研修
各機関での研修

1,018人
129人
126人

※休憩は12:00～12:45
※施設など特別な勤務形態をとる職場については、
　始業・終業時刻が異なる場合があります。

※年度途中の退職者や派遣職員、短時間再任用職員
　などを除きます。

※1　研修や福利厚生事業に参加する場合等
※2　営利企業その他の団体の役員などの地位を兼ねる
　　　場合等に、任命権者の許可が必要となるもの

1週間の勤務時間
38時間45分

分限処分 休職等23件 懲戒処分 減給0件

1日の勤務時間
7時間45分

始業
9:00

終業
17:30

総付与日数
20,059日

総取得日数
6,738日

対象職員数
525人

取得率
33.6%

平均取得日数
12.8日

職務専念
義務の免除（※1） 8件 営利企業等の

従事許可（※2） 17件

※学歴・資格についてはいずれも令和2年3月末卒業・取得見込みの人を含みます。
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事業者のみなさんへ 税に関するお知らせ
□問 税務室☎892-0121

■給与支払報告書の提出をお願いします（市・府民税）
　令和2年1月1日現在、交野市に居住する人に給与・賃金など（専従者給与・パート・アルバイト代含む）を支
払った人（給与支払者）は、交野市宛てに給与支払報告書を提出してください。提出の際は「令和2年度市町村に
提出する給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」などを参考にしてください。
提出書類　給与支払報告書（総括表と個人別明細書）
提出期限　令和2年1/31（金）まで　　　提出先　市役所本館1階　税務室市民税係
※eLTAXでの提出も可能です。

■特別徴収をお願いします（市・府民税）
　特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に従業者の市・府民税を差
し引いて、納税義務者である従業者に代わって、従業者の居住する市町村に納入する制度です。また、地方税法
の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は特別徴収義務者として、市・府民税の特別徴収を行
うことと定められています。
　府と府内市町村では、平成30年度から原則、全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定し、市・府民税からの
特別徴収を徹底しています。詳細は、府ホームページをご覧ください。

■償却資産の申告をお願いします
　事業用の固定資産（土地・家屋・自動車を除く）は、償却資産として固定資産税の課税対象となります。市内で
償却資産を所有している個人・法人は令和２年1月1日現在の資産状況を申告してください。
提出書類　償却資産申告書（および種類別明細書）　　　提出期限　令和2年1/31（金）まで
※eLTAXでの提出も可能です。
【申告対象資産の例】
▷舗装路面、門、塀、外構工事、看板、屋外給排水設備など（駐車場・アパート経営）
▷各種産業用機械および装置（土木・建設・医療用など）
▷机、椅子、ロッカー、パソコン、エアコンなどの備品

住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額
□問 税務室 ☎892-0121

※土地及び都市計画税の減額はありません。また、耐震改修工事の減額は、他の制度と重複適用できません。
申告書等の配布　▷市役所本館1階　税務室固定資産税係
　　　　　　　　▷ホームページ　(https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2013111300011/)

下表の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、申告により家屋の固定資産税が減額されます。

改修工事が完了した年の翌年度分のみ

減額内容

減額期間

自己負担額50万円以上の工事費用

▷65歳以上の高齢者等
　が居住している
▷床の段差解消、廊下の
　拡幅、浴室・トイレの
　改良、手すりの取付け
　等の改修工事

現行の耐震基準に適合
する改修工事

▷現行の省エネ基準に
　適合する改修工事
▷窓の断熱改修工事(二
　重サッシ化、複層ガラ
　ス化等）、床・天井・壁
　の断熱改修工事

家屋に係る固定資産税
額の3分の1が減額
(1戸あたり100㎡が上限)

家屋に係る固定資産税
額の2分の1が減額
(1戸あたり120㎡が上限)

家屋に係る固定資産税
額の3分の1が減額
(1戸あたり120㎡が上限)

新築後10年以上経過し
た住宅(賃貸住宅除く)

S57年1月1日以前に建
築された住宅

H20年1月1日以前に建築
された住宅(賃貸住宅除く)

改修後の住宅の床面積が50㎡～280㎡

工事
内容等改修工事

要件

対象住宅

省エネ改修
(熱損失防止改修)バリアフリー改修耐震改修
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詳しくは

交野山ナイトHike

□問 かたのツーリズム推進協議会☎070-7528-6174

冬は空気が澄んで景色がよく見えます。冬の山は寒い
ですが、防寒対策をばっちりしてステキな夜景を眺め
ましょう。
日時　12/7（土）16:30～
集合　交野里山ビジターセンター
定員　20人　費用　2,000円
※登山装備・ヘッドライト等の貸し出しあり。
申込　かたのスイッチホームページまたは
　　　電話でかたのツーリズム推進協議会

開運奪取運営
サポートスタッフ募集
ランナーを支えるスタッフや大会の盛り上げ隊として
の協力者を募集しています。
詳細はホームページをご覧ください。
https://katanoswitch.jp/katanoevent/sisikutsuji2020/

2020年新春 獅子窟寺

激坂早駆! 開運奪取!
獅子窟寺参道の坂を駆け上がるタイムトライアル
レースを今年も開催します。急な激坂を駆け上が
り、交野の一番福をつかみ取れ！
レース後は、みんなで国宝の薬師如来坐像を拝観
し、一年の幸せを祈念しましょう。
日時　令和2年1/5（日）12:00から順次スタート
受付　10:30から森区民ホール
種目　▷一般個人【男子・女子】（高校生含む）
　　　▷ファミリー【大人（18歳以上）と
　　　　子ども（小学生）各1人】
費用　一般個人1,980円、ファミリー1組1,980円
定員　198人程度（獅子窟寺の標高198mにちなんで）
申込　12/26（木）までにWEB予約

げ き さ か は や が け か い う ん ダ ッ シ ュ
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令和2年度放課後児童会の入会申請
□問 青少年育成課☎892-7721

　保護者の労働等により、放課後に保護者の保護が受けられない児童を対象に、安全の確保と健全な育成を助
けるために放課後児童会を実施しています。入会申請は毎年必要です。
対象　市内在住の新小学1～6年生で、労働や病気等の理由により放課後の時間に保護者の保護を受けられない児童
※低学年を優先します。低学年の申込状況により高学年は新規・継続に関わらず入会待機となる場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。
費用　月5,000円（同一世帯で2人目以降の児童は月2,500円。減免制度あり）
育成活動費　月3,010円（おやつ代など。減免制度なし）
申請用紙の配布　12/2（月）から

※いずれも祝日と年末年始（12/28～1/4）を除きます。
申込　令和2年1/7（火）～14（火）（祝日を除く）に申請書類一式を添えて青少年育成課
※受付時間等は配布書類に記載しています。

消費者相談 キャッシュレス決済、ポイントはいつ還元されるの？

Ｑ

A

キャッシュレス決済で5％還元のお店で買い物をし、クレジットカードで代金を支払いました。レ
シートは消費税10％が加算された金額です。本当に5％還元されるのか、いつどのようにされるの
でしょうか？
消費増税に伴いポイント還元事業が始まっています。この事業に参加申請をした店舗でキャッシュ
レス決済をすれば買い物代金の2％か5％分が後日ポイントで還元されます。
クレジットカードで決済した場合、その還元方法については、カード会社によって異なります。引き
落とし時に還元ポイント分を差し引く会社もあれば、還元分を自社のポイントで加算する会社もあ
ります。還元時期も会社によって異なります。利用時のレシートや利用明細を保管して、クレジット
カードの利用履歴やポイント加算履歴で各自確認が必要です。

ゆうゆうセンター1F　人権と暮らしの相談課　消費生活センター ☎891-5003　

各児童会
月～金曜日13:00～18:30
土曜日（下表の〇印のみ）8:30～18:30

青少年育成課
（青年の家内）

火～土曜日9:00～20:00
日・月曜日9:00～17:00　※業務時間外は青年の家受付で配布します。

土曜日配布 名称
交野児童会
交野児童会分室
星田児童会
郡津児童会
郡津児童会分室
岩船児童会
倉治児童会
妙見坂児童会
長宝寺児童会
旭児童会
藤が尾児童会
私市児童会

実施場所
交野小学校校庭
交野小学校内
星田小学校内
郡津小学校内

郡津児童会分室（私部4-11-8）
岩船小学校内
倉治小学校校庭
妙見坂小学校内
長宝寺小学校内
旭小学校内
藤が尾小学校内
私市小学校内
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イベント情報

小久保川沿いで生き物を調べます。
日時　12/9(月)9:30～15:00(雨天中止)
集合　河内森駅
持ち物　昼食、飲み物、帽子、筆記用具、バインダー、
　あれば双眼鏡・ルーペ
申込・□問 交野みどりネット事務局 ☎892-0121

第17回交野しぜんしらべたい自然

木彫りでかわいい野鳥のブローチを作ります。
日時　12/15(日)10:00～15:00
場所　青年の家　学びの館
定員　20人(小学生以下は保護者同伴)
費用　無料　指導　ブローチ同好会
持ち物　弁当、飲み物、水彩絵の具、細い筆、水入れ
申込・□問 12/3(火)からいきものふれあいセンター 
　　　  ☎893-6520

野鳥のブローチ教室体験

地場産野菜や自慢のグルメ販売、じゃんけん大会
や餅つき大会、ゆるキャラ・パフォーマーによるス
テージなど盛りだくさんです。
日時　12/15(日)10:00～15:00
場所　いきいきランド交野
□問 交野いきいきマルシェおりひめの駅運営委員会
　事務局 ☎892-0121

クリスマスマルシェ産業

経験豊富なスタッフがサポートします。
日時　12/21(土)・22(日)、令和2年1/4(土)・5(日)・6(月)
　　　(計5日)
場所　いきいきランド交野　わくわくプール
対象　3歳～中学生　定員　70人
コース　①レギュラーコース(認定級あり)②苦手
　克服コース(認定級なし。12.5㍍以上泳げる人
　対象)　費用　5,500円
持ち物　水着、水泳キャップ、タオル、ゴーグル
□問 いきいきランド交野プールフロント
　☎894-1187

冬休み短期水泳教室スポーツ

青年の家

いきいきランド交野

星の里いわふね

アウトドア

場所　星の里いわふね　対象　未就園児親子
定員　各9組　費用　1組6,000円
申込・□問 12/5(木)から参加費を添えて
　　　  星の里いわふね窓口 ☎893-3131
月曜クラス
日程　令和2年1/20～3/30の月曜日(2/24除く)
▷リトミック教室「ひまわり①組」
時間　9:30～10:20　対象　2歳～就園前
▷リトミック教室「ひまわり②組」
時間　10:20～11:10　対象　2歳～就園前
▷リトミック教室「ゆり①組」
時間　11:10～12:00　対象　1歳6か月～2歳
水曜クラス
日程　令和2年1/15～3/25の水曜日(2/12除く)
▷リトミック教室「ひまわり③組」
時間　9:30～10:20　対象　2歳～就園前
▷リトミック教室「ちゅーりっぷ組」
時間　11:10～12:00　対象　1歳～1歳6か月
木曜クラス
日程　令和2年1/16～3/19の木曜日
▷ベビーマッサージ教室「たんぽぽ組」
時間　9:30～10:20　対象　2～8か月
▷あかちゃん教室「もも組」
時間　10:20～11:10　対象　6～12か月
▷プレリトミック教室「さくらんぼ組」
時間　11:10～12:00　対象　10か月～1歳3か月

星の里いわふね親子教室冬の部子育て

間近で生の落語をお楽しみください。
日時　令和2年1/18(土)13:30開場、14:00開演
場所　星の里いわふね　対象　小学生以上
出演者　桂南天、桂ちょうば、桂鞠輔
費用　前売券1,000円、当日券1,500円
券の販売　(窓口)12/5(木)9:00～
　　　　　(☎予約)12/5(木)10:00～
□問 星の里いわふね ☎893-3131

桂南天の会　其の十六文化
かつらなんてん

まりすけ
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星の里いわふね
日時　12/12(木)14:00～16:00(初回、全8回)
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
対象　市内在住・在勤・在学で、手話で聴覚障がい
　者と日常会話が可能で、意思疎通支援者として
　の登録を目指す人
定員　15人(最低催行5人)
費用　無料(教材費実費)
申込・□問 12/6(金)までに①講座名②住所③氏名③電
　話番号④手話学習経験を電話・FAX・郵送で
　障がい福祉課 ☎893-6400　□FAX　895-6065
　〒576-0034　天野が原町5-5-1

手話ステップアップ講座(後期)福祉

お正月に家族で作ったしめなわを飾りませんか。
日時　12/14(土)午前の部：9:30～12:00
　　　　　　　 午後の部：13:00～15:30
場所　ゆうゆうセンター1階　ロビー
定員　各30人(先着)　費用　無料
講師　交野古文化同好会　服装　作業できる服装
持ち物　はさみ、持ち帰り用の袋
申込・□問 12/2(月)から高齢介護課 ☎893-6400

しめなわ作り体験

日時　12/13(金)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
内容　ホッとする場所、心地よい場所、楽しく遊べ
　る場所など、子どもにとって必要な居場所につ
　いて話す。現在活動中の居場所について子育て
　中の人へ紹介
※保育(人数制限あり)があります。
定員　50人　費用　無料
申込・□問 子育て支援課 ☎893-6406

子育て支援者交流会
続・子どもの居場所づくりを考えよう子育て

人権週間記念事業
映画「彼らが本気で編むときは、」人権

日時　12/7(土)12:30開場、13:30～15:50
場所　ゆうゆうセンター4階　交流ホール
定員　450人(当日先着順)
費用　無料
※日本語字幕と手話通訳があります。
□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

©2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会

ゆうゆうセンター

日時　令和2年1/13(祝)10:30～(受付は10:00～)
場所　星の里いわふね
対象　平成11年4/2～12年4/1生まれ
※対象者には案内はがきを送りますので当日持参
　してください。転入・転出等で届かない人も参加
　できますので直接ご来場ください。
※危険物・酒類の持ち込み不可。
※募金コーナーも設置予定。ご協力お願いします。
※当日参加できない人には、青年の家で記念品を
　お渡しします。1/15(水)～31(金)に案内はがきを
　ご持参ください。
□問 青少年育成課 ☎892-7721

令和2年成人式式典

高血圧の病態や血圧測定方法、自宅で簡単に取り
入れられる運動方法をお伝えします。動きやすい
服装でお越しください。
日時　12/18(水)13:30～15:30(受付13:15～)
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
対象　16～74歳で、血圧が130/85mmHg以上の人
定員　35人(先着)　講師　健康運動指導士、保健師
持ち物　筆記用具、飲み物、健診結果
申込・□問 12/11(水)までに電話・FAX・Eメールで
　健康増進課 ☎893-6405　□FAX　892-0525
　　kenkou@city.katano.osaka.jp

知って得する高血圧の話(運動編)健康
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職場・近所・家庭等での問題や、困りごとをご相談
ください。
日時　12/7(土)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
費用　無料
□問 人権擁護委員会事務局 ☎817-0997

特設人権相談人権

日時　令和2年1/8・2/12・3/11(水)
時間　13:00～15:00
場所　ゆうゆうセンター
対象　市内在住の15～39歳で就労を目指す人(学
　　　生除く)
定員　各2人(先着)
申込開始日　1月分:12/16(月)、2月分:2/3(月)、
　　　　　　3月分:3/2(月)
申込・□問 人権と暮らしの相談課 ☎817-0997

職業適性検査仕事

日時　令和2年1月18日(土)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター3階　展示活用室
テーマ　不安の正体が分かれば起業は怖くない！
講師　中小企業診断士　大内恒二さん
対象　創業を考えている人、創業後間もない人
定員　20人
申込・□問 令和2年1/10(金)までに電話・FAX・Eメー
　ルで地域振興課 ☎892-0121　□FAX　891-5046
　　sinkou@city.katano.osaka.jp

※保育があります。無料。申込は12/27(金)まで。

創業支援セミナー仕事

おおうちこうじ

その他施設(市内)

健康づくりに役立つ市オリジナルの体操です。
① 12/4・18(水)10:30～11:30
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
② 12/12・26(木)13:30～14:30
　青年の家武道施設
③ 12/13・27(金)10:30～11:30
　いきいきランド交野2階　サブアリーナ
対象　おおむね65歳以上の市民
定員　各80人　費用　無料
持ち物　飲み物、②③は上履き
□問 高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康

心身のバランスや自然治癒力、免疫力を活性化す
るといわれる気功を学んでみませんか。
日時　令和2年1/20(月)・21(火)・23(木)・24(金)　　　
　　　13:45～15:15
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1
※1/23は団体共用ルーム2。
対象　65歳以上
定員　40人(先着)
講師　市スポーツ推進委員　松田京子さん
申込・□問 12/2(月)から高齢介護課 ☎893-6400

介護予防・高齢者スポーツ講習会「気功」健康

まつだきょうこ

①12/16(月)：口腔機能測定、実技の体験等
②12/23(月)：結果の返却、口の機能アップに関す
　る取り組み紹介等
時間　9:40～11:10
対象　65歳以上の市民
場所　ゆうゆうセンター1階　審査会室
定員　20人(先着)
費用　無料
持ち物　飲み物、②は歯ブラシ、コップ2個、タオル
申込・□問 12/2(月)から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「口腔機能測定」健康

農業への理解と収穫物の地元消費を願って開催し
ます。家族そろってお越しください。
日時　12/21(土)9:30～13:00
※雨天決行。販売は10:00から。
場所　松塚公園
※駐車場はありません。自転車等は、会場内駐輪ス
　ペースをご利用ください。
内容
▷採れたて地元農産物や新米、花の販売
※今年も大根1,000本の安売りをします。
▷各種模擬店・イベントなど
□問 JA北河内交野中央支店 ☎892-3001

第42回　交野市農業まつり農業
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※広告の掲載については（株）ホープ（☎092-716‐1404）へ、
　広告の内容については各広告主へ問い合わせください。

【広告】 日時　令和2年1/12(日)11:00～15:30
場所　谷町福祉センター
内容　式典、アトラクション
対象　今年度中に成人する府内学校に在学経験の
　ある聴覚障がい者
費用　対象者とその親は無料。その他の参加者は、
　アトラクションのみ2,000円
申込・□問 ①住所②氏名③生年月日④FAX番号を
　電話・FAXで(公社)大阪聴力障害者協会
　☎06-6761-1394　□FAX　06-6768-3833

大阪ろうあ者成人式福祉

東部大阪都市計画区域の整備・開発・保全方針の変
更案を作成するにあたり開催します。案の概要は、
市都市計画課でも閲覧できます。
日時　令和2年1/20(月)14:00～
場所　府庁別館7階　都市計画室分室
申込　12/11(水)～25(水)〈必着〉に下記方法
▷公述希望者:公述申出書(様式指定)を郵送・持参
　で申込先
▷傍聴希望者:①住所②氏名③電話番号を、はがき・
　Eメールで申込先
申込・□問 府計画推進課 ☎06-6944-6776
　　　 〒540-8570(住所記入不要)
　　　  　keikakusuishin@sbox.pref.osaka.lg.jp

都市計画についての公聴会まち
づくり

保育資格の有無は問いません。経験者から保育の
現状や職場体験事業について案内します。
日時　12/18(水)13:30～15:30
場所　ハローワーク枚方　セミナールーム
定員　50人
費用　無料
申込・□問 ハローワーク枚方 ☎841-3363(41#)

保育士　就職・復職セミナー仕事

ひとり親家庭の
父母優先枠付離職者等再就職訓練仕事

科目　パソコン事務＋Web科
日時　令和2年3/2(月)～5/29(金)10:00～16:30
場所　SB キャリアカレッジ長堀橋校
定員　30人(うち優先枠5人)
優先枠の対象　ハローワーク所長の受講あっせん
　を受けることができる人
※託児あり。対象・定員はお問い合わせください。
費用　無料(テキスト代は実費)
申込期間　12/16(月)～令和2年1/24(金)
申込　居住地を管轄するハローワーク
□問 府人材育成課委託訓練グループ
　☎06-6210-9530

その他施設(市外)

日時　12/7(土)・8(日)10:00～16:00
場所　近畿財務局
相談方法　面談・電話(面談は要予約)
□問 近畿財務局相談窓口 ☎06-6949-6523

借金問題解決のための土・日無料相談相談

12月は「献血推進月間」です。安定した輸血用血液
確保のため、みなさんのご協力をお願いします。
日時　12/24(火)10:00～12:00、13:00～16:30
場所　市役所別館
□問 福祉総務課 ☎893-6400

献血にご協力ください福祉

日時　令和2年1/12(日)9:30～
場所　第四中学校
内容　式典、消防車の展示・写真撮影会、子ども用
　防火衣を着て撮影、煙道体験等
※雨天時は体育館で式典のみ行います。
□問 消防本部総務課 ☎892-0011

令和2年消防出初式消防

その他施設(市内)
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お知らせ

この制度は、不正請求抑止のため、事前登録によ
り、登録者の住民票や戸籍謄本等を代理人を含む
第3者に交付した時に、交付の事実を本人に通知す
る制度です。外国人住民の人も利用できます。
事前登録できる人
▷本市の住民基本台帳、戸籍の附票に記載されて
　いる人（5年以内に除かれた人を含む）
▷本市の戸籍に記載されている人（除かれた人を
　含む）
必要書類
▷本人申込：マイナンバーカード（通知カード除
　く）、パスポート、運転免許証等の本人確認書類
▷法定代理人申込：戸籍謄本その他法定代理人で
　ある資格を証明する書類と本人確認書類
▷代理人申込：委任状と代理人および本人通知登
　録者の本人確認書類
申請窓口　市民課・星田出張所
通知内容・方法　住民票の写し等の種類、交付日・
　枚数を記載した通知書を本人宛に郵送
□問 市民課 ☎892-0121、星田出張所 ☎891-2031

住民票の写し等本人通知制度申請

対象　次のいずれかに該当する人
①身体障がい者手帳1･2級を持っている
②療育手帳A を持っている
③療育手帳B1と身体障がい者手帳3～6級を持っ
　ている
④精神障がい者保健福祉手帳1級を持っている
⑤難病等の受給者証を持っており、障がい年金
　(または特別児童扶養手当)1級に該当する
※所得制限があります。助成開始は申請月から。
申込・□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

市・府民税第4期分の納期限は12/25㈬です。期限
までにお納めください。
□問 税務室 ☎892-0121

市税の納期限税

税・保険・年金

制度・業務

市は、簡素・低廉かつ厳粛な葬儀を行っています。
対象　葬儀執行者(喪主等)または死亡者が市民で、
　市内で葬儀を行う場合
葬儀の場所　自宅、地区の集会所や会館、寺院等
費用　標準葬16万円、略式葬6万円
※支払いが困難な人は、一定の条件を満たせば申
　請により減額できます。
委託業者　かなでホール、泉屋(株)、(株)テンショウ
　(申込時に1社選択)
申込　市民課・星田出張所(業務時間外や土・日曜
　日、祝日等は市役所本館地下警備室で受付)
注意事項
▷祭壇・祭具等は、各委託業者が所有する市営葬儀
　の規格に準ずるものを使用します。
▷オプションは、利用者が委託業者に直接申込(有
　料)できます。
▷飯盛斎場・寝屋川斎場・枚方市立やすらぎの杜の
　火葬場の手続きは、委託業者が代行します。
□問 市民課 ☎892-0121、星田出張所 ☎891-2031

市営葬儀くらし

いずみや

フォークリフト等作業用車両、トラクター等農耕
車両は公道走行の有無を問わず軽自動車(小型特
殊自動車)の登録(ナンバープレート設置)が必要で
す。早めに登録を行ってください。
登録に必要なもの
▷販売証明書又はカタログ等車両の性能、仕様、販
　売の事実を示すもの
▷車台番号(製造番号)の拓本、製造番号が書かれて
　いる標板の写真等
▷所有者の印鑑、本人確認書類
税額
▷フォークリフト等作業用車両　年5,900円
▷トラクター等農耕車両　年2,400円
※「軽自動車税種別割」(「軽自動車税」から名称変
　更)は毎年4/1時点の軽自動車等所有者に課税さ
　れます。4/2以降に廃車されても月割の還付は
　ありません。
□問 税務室 ☎892-0121

小型特殊自動車の登録税
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国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険制度
の加入者で、年末調整などで令和元年中に支払った
保険料の総額が必要な人は、各保険料納付確認書を
発行しますので各担当課に申請してください。
なお、普通徴収により納付した方には、確定申告用
の納付済額確認書を1月下旬に送ります。
※特別徴収(年金天引)で納付した保険料は含まれ
　ていません。特別徴収分は、日本年金機構から送
　られる年金の源泉徴収票でご確認ください。
□問 (国民健康保険・後期高齢者医療保険)医療保険課 
　☎892-0121
　(介護保険)高齢介護課 ☎893-6400

保険料納付確認書を発行します保険

年金相談や手続きの際は、必ず予約の上お越しく
ださい。
予約相談　月曜日8:30～18:00
　　　　　火～金曜日8:30～16:00
　　　　　第2土曜日9:30～15:00
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日
　に18:00まで実施しています。
予約期間　希望日の1か月前～前日
予約電話番号　0570-05-4890
　　　　　　　(月～金曜日8:30～17:15)
※予約時は、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳
　等)をご準備ください。
□問 枚方年金事務所 ☎072-846-5011

年金事務所からのお願い年金

募集

竹の伐採など、里山整備活動を一緒にしませんか。
日時　12/18(水)奄山ふれあいの森(星田9丁目)
　　　12/22(日)星田ふれあいの森(星田6丁目)
※両日とも時間は9:30～12:00。
※雨天中止。1日だけの参加可。
対象　小学４年生以上(小学生は保護者同伴)
定員　各日10人　費用　無料
持ち物　飲み物、タオル、帽子
服装　長袖、長ズボン、作業できる靴
※必要な道具は貸与します。
申込・□問 12/2(月)から交野みどりネット事務局
　　　  ☎892-0121

里山ボランティア募集環境

えんざん

税を考える週間に募集した、小学生の税に関する
習字展の優秀作品が決まりました。受賞者は次の
とおりです。(順不同)
市長賞　井口優芽さん(倉治小4年)
金賞　　米田有里さん(藤が尾小5年)
銀賞　　松本妃由さん(旭小2年)
　　　　宗石武流さん(交野小3年)
　　　　中結香さん(郡津小6年)
銅賞　　野上心夏さん(交野小6年)
　　　　染田桜さん(私市小5年)
　　　　⻆綾乃さん(郡津小4年)
　　　　佐塚翔さん(倉治小3年)
　　　　甲斐咲奈さん(倉治小1年)
□問 枚方税務署 ☎844-9521

小学生の「税に関する習字」優秀作品税

い ぐ ち ゆ め

よ  ね  だ  ゆ  り

まつもとひより

むねいしたける

なかゆうか

の が み こ こ な

そめださくら

か ど あ や の

さづかしょう

か い さ な

滞納徴収重点月間納付

滞納徴収重点月間
市は、市税や保険料の負担の公平性の確保を図る
ため、12月を「滞納徴収重点月間」と定め、市税・保
険料の滞納者に対して、催告を強化するとともに、
休日開庁を実施します。
市へ納付に対する連絡のないまま滞納すると、差
し押さえなどの滞納処分を行いますので、早急に
税務室、医療保険課まで連絡してください。
なお、市税(市・府民税、固定資産税、都市計画税、軽
自動車税)や保険料の納付には、便利で確実な口座
振替(自動払込)をご利用ください。
市税・保険料の休日納付相談
平日、仕事などで納付・相談に来れないはご利用く
ださい。
日時　12/15(日)10:00～15:00
場所　市役所本館1階
▷市税＝税務室
▷国民健康保険料・後期高齢者医療保険料＝医療
　保険課
□問 税務室 ☎892-0121
　医療保険課 ☎892-0121

税収確保重点月間税

府では、12月を「税収確保重点月間」と定め、府内
市町村と連携し、滞納者に対する徹底した催告や
財産の差し押さえなどを行い、納期内に納税され
た方との税の公平性を確保します。
□問 北河内府税事務所 ☎844-1331

税・保険・年金
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【広告】

※広告の掲載については（株）ホープ（☎092-716‐1404）へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。

令和2年4月から
受益者負担金制度が始まります下水道

この制度は、公共下水道が未整備の地域で、市が公
共下水道を整備する際、土地所有者を対象に下水
道に接続する「ます」の設置費用の一部を負担して
いただくものです。「ます」1か所につき5万円で、
一度限りの負担となります。
※民間の開発等で独自に下水道整備をする場合を
　除きます。
□問 下水道課 ☎892-0121

お知らせ

織姫の里かたのプレミアム付商品券の
販売・使用期限くらし

プレミアム付商品券の販売
購入には購入引換券が必要です。
販売日時　平日9:30～16:30
販売場所　北大阪商工会議所交野支所(私部1-1-2)
購入期限　令和2年1/31(金)
□問 織姫の里かたのプレミアム付商品券事務局
　☎070-1815-5939
プレミアム付商品券の使用
使用店舗等はホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2019062100014/
使用期限　令和2年2/29(土)
※商品券の返金はできません。

□問 地域振興課プレミアム付商品券係
　☎0570-02-0277(専用ダイヤル)

認知症初期集中支援チームが
サポートします福祉

認知症の早期診断・対応に向けた支援を通じ、自立
した生活のサポートを集中的に行います。認知症
が気になる人や家族が認知症で悩んでいる人は、
ご相談ください。
日時　平日9:00～17:30
場所　ゆうゆうセンター1階
　　　地域包括支援センター
電話番号　893-6426
対象　40歳以上の自宅で生活している認知症の
　疑いがある人で次の要件全てを満たす人
①認知症の診断を受けていない
②継続的な医療サービスを受けていない
③必要と思われる介護保険サービスに結び付いて
　いない
□問 高齢介護課 ☎893-6400

市内の中小企業・小規模事業者の事業承継を支援
しています。気軽にご相談ください。
□問 北大阪商工会議所 ☎843-5154

事業承継に関する相談仕事

賃金未払いや職場のハラスメント等、働く上での
トラブルをご相談ください。
日時　月～金曜日9:00～17:45
※第1・2・3・5木曜日は20:00まで実施。
場所　府総合労働事務所
相談方法　電話または面談
□問 府総合労働事務所 ☎06-6946-2600

労働相談仕事

妙見坂自治会館公衆電話ボックス横(妙見坂4-1-15)
に、新たに回収ボックスを設置しました。
蛍光管の拠点回収にご協力をお願いします。
□問 環境事業課 ☎892-2471

蛍光管拠点回収ボックスの新設環境
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12/1(日)から「つながり　ささえあう　みんなの地
域づくり」をスローガンに、歳末たすけあい運動を
市内で展開します。
みなさんからの募金は、地域福祉の推進活動に活
用します。
□問 交野地区募金会 ☎895-1185

歳末たすけあい運動にご協力ください福祉

12/27(金)～30(月)の夜間は、市内を巡回して火災予
防を呼びかけるなどの重点特別警戒を実施します。
年の瀬は、暖房器具を使用する機会も多くなり、年
末年始の忙しい時期には注意力が低下して火災の
発生要因が増加しますので、火気や暖房器具の使
用には十分注意してください。
□問 消防本部予防課 ☎892-0012

年末年始の消防特別警戒防災

12/3(火)～9(月)は「障がい者週間」です。この週間
は、障害者基本法の原則である「地域社会における
共生等」「差別の禁止」「国際的協調」の3原則につい
て、みなさんの関心と理解を深め、障がい者があら
ゆる分野の活動に参加することを促進するために
設けられています。
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

障がい者週間福祉

明るい選挙啓発ポスターコンクール
優秀作品選挙

明るい選挙推進協議会は、市内小・中学校から応募
のあった作品の中から、次のとおり最優秀賞と優
秀賞を選出しました。これらの作品は、府で行われ
る2次審査に進みました。
最優秀賞　小林由奈さん(旭小6年)

優秀賞　鬼木志保さん(旭小6年)
　　　　貴志桃果さん(旭小6年)
　　　　佐藤奨真さん(旭小6年)
　　　　村木真那さん(旭小6年)
　　　　田代愛佳さん(四中2年)
　　　　藤井海晴さん(四中2年)
　　　　和久田望唯さん(四中2年)
※学校別・50音順。
応募作品の展示
応募のあった作品全74点を展示します。
日時　令和2年2/4(火)～9(日)
　　　平日･土曜日9:30～17:00(初日は13:00～)
　　　日曜日9:30～16:30
場所　青年の家1階ロビー
□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

こ ば や し ゆ な

お に き し ほ

き し も も か

さとうしょうま

む ら き ま な

た し ろ ま な か

ふじいかいせい

わ く だ み ゆ

お知らせ

星田薬師寺の老朽化に伴い、市指定文化財木造薬
師如来立像、同木造千体仏を教育文化会館内歴史
民俗資料室に移動しました。
資料室1階にて、展示・公開しています。
□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

市指定文化財の一時保管文化財

最近、府内でトコジラミについての相談が増えて
います。トコジラミは、かまれるとかゆみがひど
く、生活に支障をきたすことがあります。
早期発見して駆除することが大切ですが、大量発
生すると個人での駆除が難しいため、専門業者に
駆除を依頼しましょう。
□問 四條畷保健所衛生課 ☎878-4480

トコジラミにご注意くださいくらし 

年末年始における犬、猫の引取り業務くらし

年末引取り最終日
▷犬:12/26(木)10:00～12:00
▷猫:12/27(金)10:00～12:00
年始引取り開始日
▷犬:令和2年1/7(火)10:00～12:00
▷猫:令和2年1/8(水)10:00～12:00
※引き取りには事前相談と予約が必要です。
□問 府動物管理指導所四條畷支所 ☎862-2170
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【広告】

※広告の掲載については（株）ホープ（☎092-716‐1404）へ、広告の内容については各広告主へ問い合わせください。

市の職員がみなさんのもとへ出向いて話をする職
員出前講座を開いています。
対象　市内在住・在勤・在学者で構成される10人
　　　以上の団体
日時　原則として市の休業日を除く9:00～17:30
場所　申込団体が用意(市内限定)
※内容により、市施設を利用する場合があります。
費用　無料
※講座の種類や詳しい内容等は、お問い合わせま
　たはホームページをご覧ください。
　 h t t p s : / / w w w . c i t y . k a t a n o . o s a k a . -

jp/docs/2011082600260/

申込　日程等を事前調整の上、講座開催日20日前
　　　までに講座担当部署

職員出前講座講座

交野のまちを歌った市歌を、CDにして販売してい
ます。
作詞　和歌妙子さん
作曲　坂本曠一さん
詞補作　市歌制作委員会
価格　1枚500円
販売場所　市役所本館2階　地域振興課
□問 地域振興課 ☎892-0121

交野市歌CDを販売市歌

わ　か　た　え　こ

さかもとこういち

10～11月に各学校で実施した歯科検診に加えて、
市内各医療機関で各自受診してください。子ども
の健康状態を把握する大事な機会です。
受診期限　12/25(水)
※期限を過ぎると保護者負担となります。
受診場所　市内医療機関(歯科検診時に配布した
　　　　　一覧のとおり)
持ち物　就学時健康診断票、母子健康手帳、健康保
　　　　険証等
□問 学校管理課 ☎810-8011

就学時健康診断(内科検診)健康

新小・中学生の就学説明会と
就学届の提出教育

詳細は、令和2年1/7(火)に郵送予定の就学通知書を
ご覧ください。
新小学生の就学説明会
日時　令和2年2/21(金)　場所　各就学予定校
対象　平成25年4月2日～26年4月1日生まれの
　　　子どもと保護者
新中学生の就学説明会
日時　令和2年1/22(水)　場所　各就学予定校
対象　平成19年4月2日～20年4月1日生まれの
　　　児童の保護者
就学届の提出
期限　令和2年2/3(月)
※市立以外の学校へ就学する場合や、入学までに
　転出予定の場合はその旨を記入してください。
提出方法
▷小学校:郵送される就学届を返信
▷中学校:通学中の市立小学校(市立以外の小学校
　に通学している場合は返信用封筒で郵送)
入学指定校について
変更の申し立てが可能です。申し立てがあった場
合、教育委員会が定める要件に基づいて検討し、可
否を決定します。
申立期限　令和2年1/31(金)
□問 学校管理課 ☎810-8011
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血圧は食事や運動、ストレス、気温の変化な
どさまざまな要因で変動します。普段の血圧
が高くなくても、さまざまな要因で上昇する
「仮面高血圧」が心臓・脳血管系疾患のリスク
を高めることが分かっています。
そのため、今年に入り正常値とする目標血圧
が見直され、以前より低いものになりまし
た。成人(75歳未満)は最高130・最低80未
満。75歳以上と慢性腎臓病の方は最高140・
最低90未満です。
これからますます寒くなり、血圧が上がりや
すくなる時期です。毎日血圧を測り、食事・運
動で目標血圧になるようコントロールしま
しょう。また、食事・運動で高血圧の改善が見
られない場合は、そのままがんばるだけでな
く、まずは薬で血圧を下げることも必要です。
早めに受診して医師に相談してください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

血圧をコントロールしよう

健康コラム

市民健(検)診を受け忘れていませんか健康

市内実施医療機関での個別検診は1月末が申込期
限です。また年度末は大変混み合います。今年度の
受診がまだの人は、早めにお申し込みください。
内容　特定健診(国保加入者のみ)、ぴちぴち健診、
　各がん検診(胃･肺･大腸･前立腺･乳･子宮頸)、肝
　炎ウイルス検診、結核検診
※胃がん検診受診者のみ、胃リスク検診が受診可
　能です。
※乳がん・子宮がん(2年に1回)以外は全て年度内1
　回の受診です。
※肝炎ウイルス検診、胃リスク検診は過去に受け
　たことがない方対象です。
※ぴちぴち健診、結核検診は集団検診のみ実施。
※特定健診の個別健(検)診は3月末まで受診可。
※対象・費用は「わが家の健康管理」参照。
□問 健康増進課 ☎893-6405

お知らせ

■肝炎検査(無料、予約制)       
日時　第2火曜日9:30～10:30       
■HIV・梅毒即日検査
日時　第1・3月曜日9:30～10:30
※無料・結果は即日、要確認検査の場合は1週間後。
　希望者には梅毒即日検査も実施。
■骨髄ドナー登録(無料・予約制)
日時　第1・3月曜日9:30
■こころの健康相談(予約制)
統合失調症、うつ病、依存症(アルコール、薬物、
ギャンブル等)などの精神的な病気、ひきこもり
など
■結核相談(予約制)
日時　随時
■指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(予約制)
日時　随時
■飲料水(井戸水)等の検査(有料。一部予約制)
とき　毎週火曜日9:30～11:30
※12/24(火)が年内最終受付。
■検便等(有料)
日時　毎週火曜日9:30～11:30
内容　ぎょう虫卵(予約制)、腸内細菌
※12/24(火)が年内最終受付。
■医療機関等に関する相談
日時　毎週月～金曜日(祝日を除く)
　　　9:15～12:15、13:00～16:00
□問 四條畷保健所 ☎878-1021
※犬、猫の相談は、「大阪府動物愛護管理センター
　四條畷支所 ☎862-2170

保健所だより(12月分)健康

お口のことで気になることがあればご来館くだ
さい。
日時　毎週火・木曜日14:00～16:30
　　　毎週土曜日13:00～14:00
※祝日・お盆・年末年始は休み。
場所　(一社)大阪府歯科医師会
相談時間　30分程度(先着順)
費用　無料
□問 (一社)大阪府歯科医師会医療課
　☎06-6772-8884

府民歯科相談・口腔保健相談健康
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広報9月号で行った
アンケートの結果をお知らせします。

□問 秘書広報課広報担当 ☎892-0121

あなたは広報紙を
どのように管理していますか。

回答件数 153件

Ｑ 2019年4月号からデザインをリニューアルし、
文章を横書きが主となるよう変更しました。
このことについてどう思いますか。

7割以上の人が「見やすくなった」と回答してくれました。

Ｑ

リニューアル後のデザインや読みやすさに
ついて、ご意見・ご感想を教えてください。   Ｑ

特集やお知らせ以外のコーナーで、どのコーナーを好んで読みますか。（複数回答可）Ｑ

今後、どのような情報を
充実してほしいですか（複数回答可）   Ｑ

A A

A

A

広報かたのについて、ご意見・ご感想・ご提案などをご自由にお書きください。   

生活するために必要なことが載っているので広報紙は大事です。
 ありがとうございます。今後も生活に役立つ情報掲載を心掛けます。

Ｑ
A

A

アンケートで広報以外のことも聞いてほしい。
 ご提案ありがとうございます。次回以降の課題とさせていただきます。

「おいしいセイタカヨシに出会えるお店たち」にもっと交野のお店を出してほしい。

「色づかいが良い」「読みやすくなった」というご意見を多
数いただきました。
改善要望で多かったものは、高齢者を中心に色数や原
色が多いことで「目がチカチカする」という意見と、文章
を横書きにするなら冊子の綴じ方を「左綴じ」にしないと
読みにくいという意見でした。この2点については来年
度を目標に改善を検討します。

　　　  ご意見ありがとうございます。今後も交野のお店に積極的な参加を呼びかけていきます。「天野川セイタカヨシ」プロ
ジェクトは、材料となるヨシパウダーの売上を天野川の清掃や緑化活動に使っており、市は市内参加事業者のみでなく、この
プロジェクト全体の発展を応援しています。みなさんのご理解をよろしくお願いします。

読み終わったら捨てる
11.1%

その他
（無回答含）
1.3%

次の号が届くまで
保管する
49.7%

綴って
長期保管する
37.9%

変わらない
7.2%

やや
見づらくなった
11.8％

すごく
見づらくなった7.2％

すごく見やすくなった
40.5%

その他（無回答含）
2.0%

やや
見やすくなった
31.4%

市政
観光

まちづくり
防災・防犯

福祉
健康
子育て
教育

文化・スポーツ
環境

各種団体や人の紹介

まちフォト
今月のおすすめ本
学校給食メニュー
ごみ捨てが変わる

歴史×地質
きさいち植物園に行こう

Instagram
塗り絵おりひめちゃん

セイタカヨシ

今年度から始まった「ごみ捨てが変わる読んでもらう前
と後」が好評でした。また、子育て世代には「お家で作ろ
う学校給食メニュー」のコーナーが人気で、どちらも日常
生活に役立つ情報が人気であることが分かりました。歴
史に関するコーナーは以前から根強い人気があります。

66件　
49件　　　　

73件
70件 

61件　　
60件　　

26件　　　　　　　　
22件　　　　　　　　　

52件　　　  
47件　　　　 

29件　　　　　　　  

62件       
40件   　　　　　  
40件   　　　　　  

75件
74件

64件      
27件　　　　　　　　　

8件 　　　　　　　　　　　　　
31件　　　　　　　　 
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信子 育 て 通

先着12組。
〈要申込〉12/20（金）～

水曜日のみ1歳6か月まで。12/9（月）は13:00～。12/24（火）・
26（木）・1/7（火）は就園児も利用可。12/28（土）～1/5（日）はお
休み。
「話そう！いろいろ遊び場情報」

月～金曜日9:30～17:00

火～土曜日10:00～17:00

遊戯室・お庭の開放

お部屋の開放

12/12（木）10:30～リサイクルDAY

12/20（金）10:30～おしゃべり会

みんなでおしゃべり
会「病気やケガ・事故
予防について」

12/6（金）10:30～11:30

保育士による手遊びや読み聞かせ。保育室開放。  

お部屋の開放 水・金・土曜日
10:00～16:00

さくらんぼクラブ 12/16（月）10:00～12:00
専門スタッフによる親子体操指導。おおむね2歳～。
定員20組。〈要予約〉電話にて  いきいき親子体操 12/17（火）13:00～13:40

未就園の親子対象。雨天や地面の状態が悪い場合は中止です。  園庭開放 12/4・11・18（水）10:00～12:00

お部屋の開放

親子講座「親子で一
緒に音楽会を楽しも
う」

月～金曜日
9:00～12:00
13:00～15:00

●ぽらりすひろば　☎893-1414　第1児童センター1階　子育て支援室　※駐車場に限りがあります。

●つどいの広場（子育て支援課）　☎893-6406　ゆうゆうセンター　3階運動療法室

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内

●認定こども園　交野保育園　☎891-6203

「クリスマスリースを作ろう！」
ペーパー芯を使ってかわいいリース作り  
歌、バイオリン、ピアノのユニット。
楽しいクリスマスソングからパプリカまで。
好評だったリサイクル。のぞきに来てください。  
「我が家のサンタクロース」
みんなでおしゃべりしましょう。  

0歳～おおむね3歳。祝日と第1児童センター休館日、
12/28（土）～1/6（月）はお休み。  

12/3（火）10:30～

12/10（火）10:30～

つくってあそぼ

ミルフィーユさんの
クリスマス☆コンサート

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

1/15（水）10:00～11:00
1/16（木）10:00～11:00
1/10（金）10:00～10:45
1/17（金）10:00～10:45

3か月～9か月
10か月～1歳3か月
1歳4か月～1歳11か月
2歳～

12/12（木）10:30～11:15ほっこりおしゃべり広場
たまて箱

定員10組。〈要申込〉12/2（月）～12/14（土）10:00～11:30

2～5か月。定員10組。オイル代300円。持ち物:バスタオル。
きょうだいの入室はできません。〈要申込〉12/2（月）～
開催日現在、妊娠20週以降で医師・助産師の許可を得た人、
切迫早産の兆候がない人対象。先着10人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉12/2（月）～

12/16（月）10:30～11:30

パパと一緒に手形
アート&おしゃべり会

ベビーマッサージ

12/18（水）
10:00～マタニティヨガ
11:30～ふれあいタイム

マタニティヨガ＆
ふれあいタイム

クリスマス工作&
お楽しみ 12/18（水）11:00～

クリスマスツリー飾りをつくろう12/5（木）10:30～11:00

金曜日のみ1歳6か月まで。
祝日・星田こども園休園日、12/28（土）～1/5（日）はお休み。

0歳～おおむね3歳。12/25（水）は就園児も利用可。祝日、ゆう
ゆうセンター休館日、12/28（土）～1/7（火）はお休み。 

大きな紙になぐり描き 12/4（水）11:00～ 「ツリー」。受付は10：00～

受付は10：00～

1歳6か月～2歳6か月。きょうだいの保育はありません。
先着10組。〈要申込〉12/2（月）～
（1部）歩行前の乳児（2部）歩行している幼児。きょうだいの
保育はありません。先着各20組。〈要申込〉12/4（水）～
※歩行前の子どもと上のきょうだいがいる場合は、２部にご参加ください。

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

参加費の記載がない　
場合は、全て無料です。
対象は原則、未就園児　
です。

12/17（火）10:00～11:00

12/19（木）
1部:10:30～10:50
2部:11:15～11:45
12/9・23（月）
9:30～11:30

親子教室「クリスマ
ス製作を楽しもう」

雨天や地面の状態が悪い場合はお部屋開放を行います。  親子戸外遊び

1歳6か月未満。相談員:健康増進課保健師。
お部屋の解放は通常通り開催しています。
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あまだのみや幼児園
☎892-1351
あさひ幼児園
☎892-0206

〈冬のひよこクラス〉
12/21（土）10:00～12:00

〈園庭〉12/10（火）9:30～11:00
〈室内〉12/19（木）9:30～11:00
〈園庭〉12/17（火）9:30～11:00
〈室内〉12/12（木）9:30～11:00
〈園庭〉12/19（木）9:30～11:00
〈室内〉12/13（金）9:30～11:00

〈園庭〉12/11（水）10:30～11:45

園庭開放は雨天中止。
保育ではありません。駐車場はありません。
 
 
クリスマス会。29年4月2日～30年4月1日生まれ。
定員20組。〈要申込〉12/6（金）10:30～☎894-2697

人形劇と幼稚園のおやつ試食。2歳まで。
定員30組（抽選）。〈要申込〉12/10（火）まで 

直接お越しください。雨天中止 

〈園庭〉毎週月・火・木・金曜日14:00～
15:00、毎週水曜日13:00～14:00 祝日は休みです。駐車場はありません。 

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

〈園庭・室内〉
12/4（水）10:50～11:40

27年4月2日～29年4月1日生まれ。登録時に傷害保険
代1,000円がかかります。 

開智幼稚園
☎892-3488

〈クリスマス会〉
12/20（金）10:00～11:30 定員30人。〈要申込〉12/6（金）15:00～高岡幼稚園

☎892-2327

〈ピッコロクラブ〉
1/20（月）10:30～11:30

29年4月2日～30年4月1日生まれ。定員20組。
500円。持ち物:水筒、上靴。
〈要申込〉12/9（月）～
(株)エルステップス☎06-6943-4411

交野幼稚園
☎891-2333

くらやま幼児園
☎892-8433

〈ぴよぴよ教室〉12/19（木）11:15～
12:45ほしだ幼稚園

☎891-3856

●園庭・室内開放・イベント　※対象は原則、未就園児と保護者です。

ぴよぴよ離乳食
講習会

1/7(火）
〈ミニ講座開催〉
①13:50～14:20
②14:30～15:00
③15:10～15:40
2階　お年寄り健康教室

①赤ちゃんを知ろう
　1/8（水）9：20～12：00
②妊娠中も健康に！
　1/15（水）9：20～12：00
③家族で赤ちゃんを迎えよう！
　1/25（土）9：20～12：00
2階　体験学習室

離乳食のすすめ方や作り方について。4～7か月の乳児を持つ保護者対
象。自由に見学できます。
持ち物：筆記用具

4か月児健診
1歳6か月児健診 12/17(火）12：50～14：00受付 2018年5月生まれ
3歳6か月児健診 12/11（水）12：50～14：00受付 2016年5月生まれ

1/7(火）12：50～14：00受付 2019年8月11日～9月10日生まれ
持ち物：母子健康手帳

●乳幼児の健診と相談　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター2階

●教室・講座　健康増進課　☎893-6405　ところ　ゆうゆうセンター

認定こども園 交野保育園 ☎891-6203
半日2,000円　1日3,000円　※食事代含む 市内在住の6か月～

就学前星田こども園 ☎891-1793
星の子ルーム ☎893-6408 半日1,200円　1日2,400円

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。

1/8（水）
9:20～12:00
2階　プレイルーム

助産師による授乳相談、赤ちゃんの身長･体重測定、保健師・栄養士の
ミニ講座。1～3か月の赤ちゃん対象。先着8組。持ち物：母子健康手帳、
タオル。〈要申込〉12/5（木）～※年間通しての参加は1人1回です。
①赤ちゃん人形を使っての実習、産前・産後の体の変化、ケアについて、
赤ちゃんとママが知って得する情報
②知って得するにんぷごはんのススメ、お口の健康教室、赤ちゃんとの
ふれあい
③パパも一緒に沐浴・妊婦体験（祖父母もご参加ください）
持ち物：母子健康手帳、筆記用具、パパママ学級テキスト（ない人は200
円で販売）、②はみそ汁（100cc程度）と新しい歯ブラシ代100円
①②は自由参加〈③は要申込〉12/5（木）から先着順

ミルキィベビー
教室

パパママ☆マタ
ニティー教室

交野病院内
病児保育室ふたば

月～金曜日　8：00～18：00
土曜日　8：00～13：00

半日1,000円　1日2,000円
保護者が働いている1歳～小学4年生

●病児保育　交野病院　☎891-0331
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machiphoto

かたのにぎわいフェスタ2019

10
26・27

ジャイアント恐竜コンボ

2日間で約2万4,000人が訪れ、
思い思いのアトラクションや模擬店などを楽しみました。

マジックショー
驚きのマジックが
次々に披露されました。

ハロウィンパレード
可愛さ満点のパレード。
年々参加者増加中です。

いきいきスポーツパーク
新登場。遊び放題の
スポーツ系アトラクション。

バブルサッカー
大きな風船に入ってコロコロ。
サッカーよりも転がるのに夢中。

企業めぐり
地元企業による展示など。
高所作業車で高い木も間近に。

ジャック・オー・ランタンコンテスト
子どもたちの力作揃い。
ライトアップで幻想的な雰囲気に。

大人気で長蛇の列。
思い切り飛び跳ねたり、
滑り台を楽しんだり。



氏子のみなさんに担がれ、立派なだんじりが神社の境内に
入ってくると祭りは大盛り上がり。たくさんの屋台もあり、
多くの人でにぎわっていました。

立派なだんじりが祭りを彩る
星田神社　秋の例祭

「京阪・南海うまいもん祭」が開催されました。会場には、市内
外からの出店が立ち並び、地酒や交野ブランド、セイタカヨ
シ商品など、来場者は思い思いの「ええもん」「うまいもん」を
満喫していました。

交野の「ええもん」「うまいもん」
大集合！
星の里いわふね　出張マルシェ・うまいもん祭

10
16

11
2

11
13
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大阪府代表として臨んだ全国大会。結果は優勝チームの
46.56秒に対し、交野は60.12秒と健闘しましたが、入賞は叶
いませんでした。今後はこの大会や訓練で得た体力や技術で
交野の安全への貢献が期待されます。

消防団女性分団が
練習の成果を発揮
横浜赤レンガ倉庫　第24回全国女性消防操法大会

交野の姉妹都市であるカナダ・コリングウッドからサウン
ダーソン町長はじめ、20人が訪れました。11/6（水）には歓迎
式典やパーティーが開かれ、終始なごやかな雰囲気で友好親
善をはかりました。

コリングウッドからの訪問団
姉妹都市交流

11
5～10
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やぎのグッドウィン

みかん、好き？

めくって学べるもののしくみ図鑑

古墳のなぞがわかる本

菜の子ちゃんとマジムンの森

よるのまんなか

ドン・フリーマン　福音館書店

魚住 直子　講談社

学研プラス

岩崎書店

富安 陽子　福音館書店

おくはら ゆめ　理論社

児
童
書

どうしても生きてる

人間

大人のための「世界史」ゼミ

幸せな習慣

97歳の悩み相談

母と娘はなぜ対立するのか

朝井 リョウ　幻冬舎

又吉 直樹　毎日新聞出版

鈴木 董　山川出版社

内田 彩仍　PHPエディターズ・グループ

瀬戸内 寂聴　講談社

阿古 真理　筑摩書房

一
般
書

あさい

すずきただし

せとうちじゃくちょう

あ こ ま り

●お知らせ
倉治図書館(☎ 891-1825)
青年の家図書室(☎ 893-4881)

●問い合わせ

ひともじえほん
っしょに読んで  科学・知識の絵本

人のからだを使って文字を作る絵本です。子どもさんなら、読んでいると、からだを使ってすぐに文
字を作りたくなってくるでしょう。まずは「く」。次は、両手を上に伸ばしてひざまずいて「し」とにっ
こり笑顔になります。１人でできる文字、２人や３人で作る文字、４人で力を合わせて作る文字。立っ
たり寝たりからだの動きで曲線を表現したり、小道具を使ったりと様々な工夫に、感心してしまいま
す。最後のページにはひともじで作られたひらがなを表にして紹介されています。家族や友達とひと
もじを作って遊んでみませんか？きっと楽しいことでしょう。著者のダンサーや振付師ならではの
発想に納得の絵本です。

い

BOOK COOK&

❶ 赤魚を焼き、火が通ったら皿に移す。
❷ 合わせておいた調味料をひと煮立ちさせ、タレを作る。
❸ 赤魚の上に2．のタレをかけたら、できあがり。

お家で作ろう学校給食メニュー

「赤魚のゆず香焼き」

BOOK

COOK

材料（４人分）

準　備

作
り
方

ここで紹介する本は、図書館（室）に新しく入った本の一部です。この他にも
多数あります。読みたい本が見つからない時は、係員にお尋ねください。予約・
リクエストも受け付けています。

こんどう りょうへい：さく/かきのきはら まさひろ：こうせい/
やまもと なおあき：しゃしん　福音館書店

とみやすようこ

1. 赤魚は、両面に塩をふって5分程おいた後、水気をキッチンペーパー等で拭き取る。
2. ボールに酒、みりん、淡口醤油、ゆず果汁を合わせておく。

・赤魚（切身）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・淡口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ゆず果汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4切れ

少々

 大さじ1と1/2

 小さじ1/2

大さじ1/2

 大さじ1/2

うおずみなおこ またよしなおき

う ち だ あ や の
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□問 環境事業課 ☎892-2471

そっか。ごみから病気が知られたりするのね。

本人には深刻な問題みたいよ。人それぞれいろんな悩みがあるのね。

うちのおじさん糖尿病なんだけど、ご近所に病気なのを知られたくなくて
医療器具捨てずにため込んでたのよ。

■資源ごみ・粗大ごみ（無料・有料）月1回・水曜日■燃やすごみ　週 2回

■ペットボトル・プラスチック製容器包装（廃プラ）週1回

※間違い電話が多発しています。電話番号は正確にお願いします。12月のごみ収集日

青山、天野が原町、幾野、梅が枝、私部（一部除く）、私部西、倉治、東倉治、郡津、神
宮寺、森、森北、森南（私市の一部含む）、向井田、松塚、寺、寺南野、傍示（木曜のみ） 幾野、倉治、東倉治、

神宮寺、寺、寺南野、
森、森北、森南、傍示

私市、私市山手、私部1・2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除
く）、私部南、南星台、藤が尾、星田、星田北、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東

月
・
木
火
・
金

収集地区 4日 11日 18日 25日

藤が尾、妙見坂、妙見東、私市（一部除く）、私市山手、私部1・
2・5・6丁目、私部7丁目（一部除く）・8丁目（一部除く）
天野が原町、幾野、梅が枝、私部西、郡津、松塚、私部4丁目
77番～80番

私部南、星田、星田北、星田西、星田山手、南星台、傍示

青山、私市1丁目1番（一部）、私部（一部除く）、倉治、東倉治、
神宮寺、寺、寺南野、向井田、森、森北、森南

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など（※）

新聞・
雑誌など
（※）

天野が原町、郡津、藤
が尾、梅が枝、松塚、私
部4丁目77番～80番

新聞・
雑誌など

－ 粗大ごみ
空缶・
空びん
など

私部(一部除く)、私部
南、私部西、青山、向井
田、私市、私市山手

粗大ごみ－
空缶・
空びん
など

新聞・
雑誌など

星田、星田北、星田西、
南星台、妙見坂、妙見
東、星田山手

粗大ごみ －新聞・
雑誌など

空缶・
空びん
など

（※）私市1丁目1番（一部）・私部8丁目（一部）を含む。

粗大ごみ予約受付センター（TEL 891ｰ5374　9:00～17:00）
ごみなし

※定時収集は行っていません。ごみはきっちり分別し、決められた日の「午前8時45分まで」に決められたところへ出してください。
※無料粗大ごみ・有料粗大ごみ（合計1か月5点以内）は、粗大ごみ予約受付センターへ申し込みが必要です。月～金曜日の祝日も受付を行っています。受付
期間は各収集日の1か月前～1週間前です。有料粗大ごみは、必ず「粗大ごみ処理券」が必要です（詳細は「交野市ごみ出しマニュアル」をご参照ください）。

※持ち込み粗大ごみ（有料分）は、四交クリーンセンター（☎893-0505）に前日までに要予約。

月

火

木

金

在宅医療廃棄物は、針のついていないものであれば「燃やすごみ」等に出すこ
とができます。ただし、上のお話のように周りに知られたくないという人に
は「玄関先」や「手渡し」での戸別収集もしています。
利用には要件があります。要件や申請方法等の詳細は、市役所本館ロビーに
常備しているパンフレットや、ホームページをご覧ください。
https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2017041000041/�le_contents/zaitaku.pdf
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sachikon_kon

＠katanoswitch

#rainbow　#空　#花のある暮らし

kisaichi_sanchi_yasai

#子どもとしゃぼん玉　#あったかい気持ちに
#私市駅前

hiroko_life_is_coming_back

#onigiriaction #星のブランコ

circle_cucumber

#交野山　#いきいきドーム

naoki.69

#住吉神社　#1歳3ケ月
#パパスタグラム

maekaworld911

#絶景　#お写んぽ　#キリトリセカイ

みなさんからハッシュタグ
＃タノシカタノシを付けて

投稿していただいた写真を紹介します!
こちらでもリポストしています。
紅葉が見ごろの季節。投稿お待ちしています。
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▲ 源氏の滝

　交野には、いくつかの滝があります。その中でも
「源氏の滝」「月の輪の滝」「鮎返しの滝」の3つの滝は
有名です。今月はこの3つの滝にまつわる歴史×地質
を紹介します。
　倉治にある源氏の滝は、山地から平野部への傾斜
が大きく変わる境目にあり、ここの地層がずれて段
差ができ、滝になったと考えられています。滝の名前
の「源氏」は、近くに「開元寺」があることから「元寺の
滝」が由来である説や、上流にある白旗池の名前が源
氏の旗印「白旗」と同じであるためという説など諸説
あります。古くは修験者の清めの滝であったと伝え
られ、今でも夏には市民が清涼を求め訪れています。
　月の輪の滝は、私市の山中を流れる尺治川の流れ
の中にあります。この滝は、川の流れによって花崗岩
の巨岩や岩盤が削られ、その合間を流れる滝になり
ました。昔は「金剛の滝」と呼ばれ、獅子窟寺の僧侶の

修行の場でした。その後、いつのころからか現在の名
で呼ばれるようになりました。ただ、なぜ「月の輪」と
呼ばれるようになったのかはよく分かっていませ
ん。ご存知の方がいたら、ぜひご連絡ください。
　最後に鮎返しの滝。こちらは9月号でも紹介したと
おり、山の隆起と河川の浸食により磐船峡谷ができ
る中で、7㍍もある硬い一枚岩が残ったことによりで
きました。名前は、天野川を遡上してきた鮎が、この
岩を激しく流れ落ちるあまりの急流により引き返し
たという言い伝えによるものです。この滝では古く
は雨乞いの儀式が行われていたようです。
　交野を代表する3つの滝それぞれに違った地質条
件により滝ができ、「清めの滝」「修行の場」「雨乞いの
場」と違った使われ方をしているのも面白いところ
です。いずれも交野の名勝として市民に親しまれて
います。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

▲ 鮎返しの滝▲ 月の輪の滝

シレ
歴 史 × 地 質

かいげんじ

かこうがん
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当コーナーに掲載している内容は
市民・団体が主催しています。

2月号の締め切りは12/27（金）

第19回
北河内成人のつどい
日時　1/18(土)
①10:00～12:00(守口・寝屋川・
　東大阪支援学校出身者)
②13:30～15:30(交野・交野四
　條畷・枚方支援学校出身者)
場所　寝屋川支援学校
対象　今年度に成人を迎える北
　河内在住の障がい者
費用　1,000円
□申・□問 12/13(金)までに
　　　(社福)さんすまいるの小田原
　　　☎・□FAX　839-0400

おだはら

体育リトミックぴょんぐりら
体育・音楽遊びを保育士と一緒に楽
しむ。毎月第2・4金曜①9:45～
10:45②10:45～11:45。青年の家。
①2歳以上②2歳以下。1回500円。
□問 坂本 ☎090-9091-5621

さかもと

マジックに興味をお持ちの方
マジックを通じて和・話・輪をひ
ろげよう。毎月第1・3水曜13:00
から約2時間。青年の家学びの館。
3か月3,000円。
□問 新田 ☎090-7873-0971

にった

わ わ わ

俳句会員募集
四季の折折を通して俳句を楽しみ
ませんか。毎月第1日曜13:00～
16:00。青年の家。月1,000円。
□問 大村 ☎894-0816

おおむら

紐三本の楽な着付
市着付教室卒の会員。男性要相談。
要申込。毎週金曜10:00～12:00。
武道館。月2,500円。
□問 築田 ☎893-0134

ちくだ

点訳ボランティア募集(虹の会)
初心者・経験者大歓迎。詳しくは
お問い合わせを。毎週金曜10:00
～16:00。ボランティアセンター。
無料。
□問 ボランティアセンター
　 ☎894-3737

交野女声合唱団
おちゃめな先生と愉快な仲間が
待っています。毎週土曜9:30～
12:00。青年の家。入会1,000円。
月3,000円。
□問 槙 ☎892-6430

まき

ささき

交野女声ひびき
新しい曲始めます。入るなら今が
チャンスだ。毎月第2・4・5火曜
9:30～12:00。青年の家。入会
1,000円。月2,500円。
□問 佐々木 ☎855-8528

スポーツウェルネス吹矢体験会
健康に良い吹矢。一度体験してみ
ませんか。12/2(月)・16(月)・18(水)
13:00～16:00。いきいきランド交
野。無料。
□問 寺島 ☎090-2116-0054

てらしま

第11回ラベンダー水彩画会展
水彩画約40点展示。活動の見学、体
験入会歓迎。12/3(火)～8日(日)9:30
～16:30(最終日は16:00まで)。青
年の家ロビー。無料。
□問 春木 ☎893-7012

はるき

ヨガ無料体験会
寒さに負けない体と心を作ってい
きましょう。12月の水曜10:00～
と金曜13:00～。青年の家。
□問 鈴木 ☎080-1490-1482

すずき

笑いヨガヒフミチャン
誰にでもできる笑いヨガ、とても
気持ちがいい。12/5・19(木)13:30
～15:00。交野会館(郡津駅前)。各
500円。
□問 岡田 ☎080-2411-6105

おかだ

ドレミふぁ！クリスマス会
お友達と楽しくゲームやお歌。親子
で笑顔に。12/10 (火 )10 :00～
10:50。ゆうゆうセンター。1歳半～
3歳の子どもと保護者対象。500円。
□問 小澤 ☎090-7103-4793

おざわ

心の病を抱えた家族の方々集合
心の病で悩んでいる家族の方々、
参加を。12/11(水)13:30～16:00。
ゆうゆうセンター。精神障がい者
の家族対象。無料。
□問 雲川 ☎891-0884

くもかわ

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しま
せんか。12/12(木)10:00～12:00。
いきいきランド交野。発達障がい
児等の家族対象。100円。
□問 中野 ☎891-9040

なかの

かたの写真同好会12月例会
写真に興味をお持ちの方、ぜひご
来訪ください。12/15(日)9:30～
12:00。青年の家。無料。
□問 松本 ☎891-2988

まつもと

あいあいサークルダンスパーティー
ダンスで楽しいひととき。ミニデ
モあり。12/15(日)13:00～16:00。
ゆうゆうセンター。800円。
□問 中元 ☎090-1672-3233

なかもと
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点字カレンダーを
進呈します

ボランティアグループ点訳「虹の
会」が令和2年版の点字カレン
ダーを作りました。希望者に無料
で進呈します。
□問 ボランティアセンター 
　 ☎894-3737

第3回いきいき子育て
あわてない年末掃除のコツ。要予
約。試食付き。12/17(火)10:00～
12:00。武道館。200円。
□問 岩井 ☎090-8056-9084

いわい

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった家庭用の包丁・ハ
サミ研ぎ。12/18(水)・19(木)10:00
～14:00受付。市役所別館前。品物
により300～800円。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

やまだ

ボランティアあいによる朗読会
日常を離れてあなたも楽しい朗読
の世界へ。12/19 (木 )13 :00～
14:00。ゆうゆうセンター。無料。
□問 視覚障害者福祉会の林
　 ☎894-1222

はやし

ありがとう笑いヨガクラブ交野
笑いは簡単で誰でもできる健康
法。みんなで笑おう。12/21(土)
13:30～15:00。ゆうゆうセン
ター。500円。
□問 藤谷 ☎090-3038-5085

ふじたに

廃食油回収
使い終わった油、期限切れの家庭
での油の回収。12/21(土)9:30～
10:30。市内17か所。無料。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

交野山
新年初の山のぼり。今年も良い年
でありますように。一般向き10㌔。
1/11(土)9:00。河内磐船駅。200円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

交野女子学院(少年院)見学会
1/21(火)10:00～12:00。交野女子
学院。20歳以上対象。無料。要電話
予約(平日10:00～16:00)。
□問 同院庶務課の小川 ☎891-1132

おがわ

交野新春コンサート2020
交野フィル。公募合唱団。ピアノソ
リスト佐藤美香。2/2(日)13:30開
場14:00開演。星の里いわふね。
1,000円(高校生以下・障がい者と
付添1名無料)。未就学児不可。
□問 木下 ☎891-7264

きのした

さ と う み か

初歩き・須弥寺から住吉神社へ
交野古文化同好会の歴史ウオー
ク。1/2(木)9:00～12:00。河内森
駅。案内は高尾秀司氏。200円。
□問 村田 ☎892-2326

むらた

た か お ひ で し

平和の祈りと
慰霊の集い

日時　12/8(日)(雨天決行)
①9:30～、
　小奈辺墓地　慰霊碑前
②10:40～、
　寺墓地　戦没者墓碑群前
□問 交野市遺族会の山田
　 ☎090-8145-1378

お つ の べ

いずみ    れいか
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り
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を
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て
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だ
く
と
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ー
ジ
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の
掲
載
や
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ベ
ン
ト
等
で
掲
示
す
る
こ
と
が
あ
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ま
す
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帯
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男
 ：
 37,472人

　
女
 ：
40,144人

ＦＡＸ

「交野はらだや」は、「華ちゃん餃子」でおなじみの原田食品がブランド化した
屋号です。ヨシぎょうざは、国産の小麦粉を使用し、ヨシの鮮やかなグリーンの
皮が特徴です。お肉を一切使わずにジューシー感を出した餃子で、化学調味料・
保存料無添加の超ヘルシーなこだわりの一品です。
食べ方は蒸し餃子がおすすめ。柑橘が効いたオリジナルポン酢とともにお召し
上がりください。

アミエル交野市倉治5-1-35　※住所は工場の住所です。商品についてはお問い合わせください。
※毎月第１・３水曜日11：00～15：00、工場直売会をやっています。

なんだって初めて食べるものはドキドキする。

おいしいものと出会う初めの一歩はとてもこわいもの。

でも、一歩ふみ出したことは大きな一歩。

それからはずっと、おいしいものと一緒。

セイタカヨシがあなたにとっての

おいしい出会いになるお店をご紹介します。

072- 891- 4777

地域を包む、生ぎょうざ

交野はらだや

ヨシぎょうざ1箱1,000円（税抜、8個入）




