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特集　年末年始の業務案内
　　　マイバッグでプラスチック・スマート
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の業務案内
市役所の一般業務

区分 年末最終日 年始開始日 備考

ごみの収集

●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）

下記施設での業務は、市役所の休業と同じです。

▷年末　12/28（月）まで
▷年始　1/4（月）から

休業中も、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。

広報1月号の配布
12/25（金）～28（月）に配布します。

燃やすごみ

廃プラ

臨時ごみ

資源ごみ
（新聞・雑誌・段ボール等）

資源ごみ
（缶・びん・乾電池等）

粗大ごみ
（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。

前日までの要予約。12/29（火）・
30（水）・1/4（月）に搬入希望の人は、
12/28（月）までに予約してください。

申込は1か月前～前日まで。
1日先着5件まで。

1/6（水）収集分の受付は、
12/23（水）まで。通常どおり

通常どおり

青山・向井田・私部（一部除く）地区は1月の収集を第3・5金曜
〈1/15・1/29〉、幾野・私部4丁目77～80番・郡津地区は第2・
4金曜〈1/8・1/22〉に変更。その他の地域は通常どおり。

１２/２8（月）
１２/２９（火）
１２/２8（月）
１２/２９（火）
１２/２4（木）
１２/２5（金）
１２/２3（水）
１２/２4（木）
１２/２8（月）

１２/２8（月）

１２/30（水）

１/4（月）
１/5（火）
１/4（月）
１/5（火）
１/7（木）
１/8（金）
１/4（月）
１/11（祝）
１/4（月）

１/4（月）

１/4（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

収集

受付

持ち込み

収集
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各施設の貸し出し・開館 （■は休み）
１２月 １月

救急医療 （■は休み）
１月１２月診療時間

（受付時間）診療科目医療機関名

※交野市立休日急病診療所は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、診療体制を変更し、無熱者（解熱剤を服
用せず体温37.5℃未満の人）と有熱者（体温37.5℃以上、解熱剤服用者）で診療時間を分けて予約制で診療します。

※交野市立休日急病診療所は、内科・小児科・歯科の急病診療所です。応急処置を目的とした診療所のため、原則イン
フルエンザ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、基本休日分のみとなります。
休日診療を受診した人は、休み明けにかかりつけ医を受診しましょう。

※年末年始休日診療所は、有熱の場合、事前に電話連絡の上、来所してください。

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（http://kodomo-qq.jp）もご利用ください。

貸出施設

開館

6
（水）

５
（火）

4
（月）

3
（日）

3（日）2（土）1（祝）31（木）30（水）

2
（土）

1
（祝）

31
（木）

30
（水）

29
（火）

28
（月）

27
（日）

26
（土）

2５
（金）

24
（木）

ゆうゆうセンター
青年の家（武道施設含む）
いきいきランド交野
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
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

#8000または☎06-6765-3650

年末年始
休日診療所

通常診療
（午前診のみ）

通常診療

１０:００～１1:3０
（９:４５～１1:00）
１2:００～１４:００
（９:４５～１３:30）
１０:００～１２:００
（９:４５～１1:30）
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

内科・小児科

内科・外科

歯科

内科
（15歳以上）

内科・小児科
（有熱者）

内科・小児科
（無熱者）

小児科
（中学3年生まで）

交野市立休日急病診療所
（ゆうゆうセンター）
☎８９１-８１２４

星田南病院
☎８９１-３５００

交野病院
☎８９１-０３３１

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

20:00～翌8:00（365日）

急な病気やケガで判断に困ったとき、医師・看護師・相談員が相談に応じます。
#7119または☎06-6582-7119 24時間対応

小児救急電話相談

救急安心センターおおさか

※1 フィットネスジムのみ営業　　※2 13:00開館・室

※1

※2
※2
※2
※2

※電話予約制
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　今年の7月からレジ袋の有料化がスタートしました。レジ袋の有料化は、近年問題となっているポイ捨てなど
により、河川を通じて海に流れ込む「海洋プラスチックごみ」対策の一環として始められています。
　市も2019年7月7日に「交野市プラスチックごみゼロ宣言」を行い、レジ袋やペットボトル等のプラスチック
ごみ削減のため、マイバッグやマイボトルの利用に関する啓発活動をしています。
　このような海洋プラスチックごみ問題の解決に向けて、個人・企業・団体・行政などが、それぞれの立場でで
きる取り組みをしていくことを「プラスチック・スマート」といい、マイバッグの利用は個人でできるプラスチッ
ク・スマートの代表的なものです。レジ袋代節約のためだけでなく、未来のためにマイバッグを利用しましょう。
問環境総務課 ☎892-0121

マイバッグで
プラスチック・
スマート

マイバッグキャンペーン
アンケートに答え

てマイバッグをゲット！

　不用意にポイ捨てされたレジ袋やペットボトル等の
プラスチックごみが、河川等を通じて海へ流れ込み、
海を汚染する問題です。また、それらのごみは波の影
響や紫外線での劣化等で細分化され、「マイクロプラ
スチック」と呼ばれる小さなごみになります。これらの
ごみの回収は現実的には不可能な上、自然分解され
ず半永久的に溜まり続けているのです。
　この問題は世界的な問題ですが、特に日本近海で
のマイクロプラスチック濃度は、世界平均の27倍と
もいわれており、こうした問題への対策が必要とされ
ています。

海洋プラスチックごみ問題とは
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　例年は、スーパー等の店頭でマイバッグを配布してレジ袋等の削減を呼びかけていましたが、今年は新型
コロナウイルスの影響により、店頭でのキャンペーンができません。代わりに市民のみなさんへごみ削減に関
する簡単なアンケートを実施し、回答者から抽選で1,000名（交野市民に限る）に「交野市マイバッグキャン
ペーン特製レジかごバッグ」をプレゼントします。

〈記入例〉

レジかごに
すっぽり収まります

マイバッグキャンペーン
アンケートに答え

てマイバッグをゲット！

郵便はがき

表面 裏面

はがきにⒶ住所Ⓑ氏名Ⓒ電話番号と上記アン
ケート①～④に対する回答を記入し、12/25（金）
〈消印有効〉までに
〒576-0041 私部西3-3-1 環境事業所内
４R市民会議事務局 環境総務課
※当選は1世帯につき1枚限り。当選発表は発送を
もって代えさせていただきます。なお、発送時期
は令和3年2月以降に順次発送しますが、諸事情
により発送が遅れる場合があります。
※記入された個人情報は、発送業務にのみ使用し
ます。

アンケート内容

応募方法

①レジ袋の削減のため、買い物時にマイバッグを使っていますか。　
②ペットボトルなどの使い捨て飲料容器を使わず、マイボトルを使っていますか。
③4Rを知っていましたか。
④3きり運動を実践していますか。

リフューズ（断る） レジ袋や余分な包装、割り箸・使い捨てスプーン等のごみになりそうなものを断ること。
リデュース（減らす） 詰替商品の利用や、食材等を必要な分だけ購入することで、ごみを減らすこと。

リサイクル（再生利用する） 資源ごみの分別回収への協力や、物を買うときはリサイクル品を選ぶこと。
リユース（再使用する） 壊れたものの修理や、リサイクルショップ等を活用し、使えるものを廃棄せず長く使用すること。

4R・・・4つの「R」から始まる行動です。

使いきり 買い物は使いきれる量を買い、調理の際は調理くずを減らす工夫をすること。
食べきり 調理の際は食べ切れる量を作り、残さず食べ切ること。
水きり 調理くずは捨てる前にギュッとひと絞りして、水きりをすること。

3きり運動・・・3つの「きり」で食品ごみを減らす運動です。

広げたサイズ：405ｍｍ×460mm×340mm
畳んだサイズ：165ｍｍ×165mm×25mm
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財産収入
6,853万1千円

252億
4,549万
8千円

市税
95億

6,361万
4千円

地方譲与税・
各種交付金

17億
4,562万
2千円

地方交付税
35億2,510万

2千円

分担金及び負担金
4,319万3千円

使用料及び手数料
4億4,719万7千円

国庫支出金
43億

8,337万
2千円

府支出金
19億6,400万

7千円

繰入金
4,874万8千円

市債
23億

9,523万
5千円

その他
10億6,087万7千円

249億
9,365万
2千円

総務費
25億
338万
7千円

民生費
109億
9,825万
3千円衛生費

21億
6,075万
4千円

消防費
9億440万3千円

災害復旧費
2,131万8千円

土木費
19億8,684万8千円 

教育費
30億

1,326万
9千円

公債費
26億

6,156万
6千円

その他
7億4,385万4千円

□問 財務課☎892-0121
令和元年度の決算

　一般会計決算は､歳入が252億4,549万8千円､歳出が249億9,365万2千円となり､差し引き2億
5,184万6千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､各公共施
設等の老朽化対策等､多くの問題が山積みしており､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､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｡

▷市税全体で1億7,500万5千円の増
▷プレミアム付商品券事業に関する補助金や星
田北・星田駅北地区の区画整理事業に係る社会資
本整備総合交付金などにより､国庫支出金が5億
9,611万9千円の増

▷小学校の防災機能強化工事や幼児教育の無償
化の影響などにより、教育費が3億1,036万1千円
の増
▷社会保障経費の伸びや保育無償化の影響など
により、民生費が6億7,862万9千円の増
主な事業
〇星田北・星田駅北地区区画整理事業　6億2,687
万8千円
〇星田会館活用事業　6,257万1千円

歳  出歳  入
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※実質赤字比率､連結実質赤字比率は黒字のため､また資金不足比率は資金不足が発生しないため｢な
　し｣と表示しています。

会計別決算額
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 25,245,498 24,993,652 69,749 182,097 △231,656
国民健康保険
特別会計 8,251,393 8,032,961 0 218,432 △75,245

介護保険特別会計 5,778,724 5,616,158 0 162,566 10,477
公共用地先行取得
事業特別会計 744,214 744,214 0 0 0

後期高齢者医療
特別会計 1,374,965 1,338,320 0 36,645 △27,558

合　計 41,394,794 40,725,305 69,749 599,740 △323,982

健全化判断比率

項目 説明 R1 H30 早期健全化
基準

財政再生
基準

実質赤字比率 財政規模に対する赤字の割合 なし なし 12.81% 20.0%
連結実質赤字比率 特別会計も含めた実質赤字比率 なし なし 17.81% 30.0%
実質公債費比率 収入規模に対する公債費の割合 9.4% 10.2% 25.0% 35.0%

将来負担比率 財政規模に対する、今後負担す
ることになる負債の割合

86.7% 103.3% 350.0% 基準なし

資金不足比率
(水道事業) 公営企業の事業規模に対する資

金不足の割合

なし なし 20.0% 基準なし

資金不足比率
(下水道事業) なし なし 20.0% 基準なし

基金と市債
基金（貯金）残高

財政調整基金 3,825,594
減債基金 653,572
その他特定目的基金 2,070,671

合　計 6,549,837

市債（借金）残高
一般会計債 26,137,403
公共用地先行取得事業
会計債

2,164,859

合　計 28,302,262

※水道および下水道分､土地開発公社分は除きます｡

公社・公営企業会計等
会計名 収益的収入（歳入） 収益的支出（歳出） 純利益 前年度純利益

土地開発公社会計 700,862 684,266 16,596 14,822
水道事業会計 1,352,018 1,309,043 42,975 19,072
下水道事業会計 1,397,419 1,196,466 200,953 ー

土地開発公社借入金の状況
期間 借入総額 平均利率
長期 7,562,000 0.41%

単位:千円

単位:千円

単位：千円
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□問 人事課☎892-0121

　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（http://www.city.katano.osaka.jp/）をご覧くださ
い。

人事行政の運営等の状況

職員の任免・職員数の状況
任免の状況
(再任用職員・任期付短時間勤務職員を除く)

区分 採用
（R2年度）

退職（R1年度）

定年 勧奨 死亡 自己
都合他

事務職 8人 3人 1人 － 4人

技術職 8人 － － － 4人

消防職 － － － － －

技能労務職 － 1人 － － －

指導主事 5人 － － － 5人

任期付職員 5人 － － － 8人

合　計 26人 4人 1人 0人 21人

部門別職員数の状況（4/1現在）

部門 区分
職員数

R1年度 R2年度

一般行政

議会 5人 5人
総務 85人 85人
税務 24人 24人
民生 91人 92人
衛生 62人 58人
労働 0人 0人
農林水産 5人 5人
商工 4人 4人
土木 40人 43人
小計 316人 316人

特別行政
教育 90人 89人
消防 77人 77人
小計 167人 166人

公営企業等

水道 24人 23人
下水道 8人 8人
その他 26人 26人
小計 58人 57人

合　計 541人 539人

給与の状況
給料等の状況（4/1現在）

特別職 一般行政職（大卒平均）

区分 給料・報酬月額 区分 給料月額

市長 705,375円 勤続20年 346,735円

副市長 665,000円 勤続15年 289,260円

議長 621,000円 勤続10年 256,606円

副議長 571,500円 初任給 195,500円

議員 540,000円

期末・勤勉手当の状況（R1年度）

区分 期末手当 勤勉手当

特別職 4.2月分 －

一般行政職 2.6月分 1.9月分

特別職（任期毎）

市長 給料月額×30/100×在職月数
副市長 給料月額×25/100×在職月数

一般行政職

自己都合 勧奨・定年・その他

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分 47.709月分

加算措置 定年前勧奨退職者 2％～20％

平均支給額 460万円 1,626万円

退職手当の状況（R1年度）
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□問 障がい福祉課・高齢介護課☎893-6400
パブリックコメントの実施

　障がい者（児）、高齢者それぞれに対する取組や基本理念・方針等を定めるため、「交野市第4次障がい者
（児）福祉長期計画」「交野市第6期障がい福祉計画・交野市第2期障がい児福祉計画」「交野市高齢者保健
福祉計画及び第8期介護保険事業計画」の策定を進めています。今回、案を公表し、みなさんからの意見を
募集します。
募集期間　12/25（金）～令和3年1/31（日）
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、ゆうゆうセンター1階　障がい福祉
　課・高齢介護課
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メールで障がい福祉課・高齢介護課〒576-0034　天野が原町5-5-1　FAX895-6065
　hukusi@city.katano.osaka.jp(障がい福祉課)　　kaigo@city.katano.osaka.jp(高齢介護課)
※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。

日時　①令和3年1/15（金）18:30～　②令和3年1/16（土）10:00～　※質疑応答含め90分程度。
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
※新型コロナウイルス対策のため、入場制限をする場合があります。

　上記計画に関する市民説明会

勤務時間の状況（4/1現在）
1週間の勤務時間 1日の勤務時間 始業 終業
38時間45分 7時間45分 9:00 17:30

年次有給休暇の状況（R1年度）
総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率
20,368日 6,385日 536人 11.9日 31.3％

分限・懲戒処分の状況（R1年度）

分限処分 懲戒処分休職等61件 減給0件

服務の状況（R1年度）
職務専念
義務の免除

営利企業等
の従事許可

35件 3件

研修・勤務成績の評定の状況
研修の状況（R1年度）
人事課主催研修
派遣研修
各機関などにおける研修

652人
86人
248人

勤務時間その他の勤務条件の状況

※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。

勤務成績の評定の状況（R1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。

※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。
※総付与日数は、前年度繰越分も含みます（最大
　40日）。

※職務専念義務が免除されるのは、研修や福利厚
　生事業に参加する場合などです。
※営利企業等の従事許可とは、営利企業その他の
　団体の役員などの地位を兼ねる場合などに、任
　命権者の許可が必要となるものです。
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令和3年度放課後児童会の入会申請･資料の配布

　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、保護者の労働や病気等の理由により放課後の時間に保護を受け
　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　12/1（火）から（祝日・12/29～1/3を除く）※ホームページからもダウンロードできます｡

申込　令和3年1/5（火）～13（水）（祝日除く）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。申込期間を過ぎると待機となる場合があります。

□問 青少年育成課☎892-7721

配布場所 配布時間

▷交野児童会　▷星田児童会　▷私市児童会
▷倉治児童会　▷藤が尾児童会

▷月～金曜日13:00～18:30
▷土曜日8:30～18:30
　(第4土曜を除く)

▷交野児童会分室　▷長宝寺児童会　▷郡津児童会　▷岩船児童会
▷郡津児童会分室（私部4-11-8）▷妙見坂児童会　▷旭児童会　
▷私市児童会分室　　

▷月～金曜日13:00～18:30

▷青少年育成課（青年の家1階）
※業務時間外は青年の家受付で配布

▷火～土曜日9:00～20:00
▷日・月曜日9:00～17:00

□問 各担当部署
例年開催している大きなイベントの開催状況について

　来年4月の開催を慎重に検討した結果、未だ新型コロナウイルスの収束が見通せない状況であるため、
ランナーをはじめ、ゲームズメーカー、沿道応援のみなさん等、大会に関わるみなさんの安全・安心の確
保が困難と判断し、中止いたします。
　この状況を乗り越え、またみなさんの笑顔にお会いできるように取り組んでいきますので、引き続き
「交野マラソン」にご協力をお願いします。オンラインでの開催の可･否については､大会ホームページ等
で後日発表します。
□問 社会教育課☎892-7721

　交野マラソン2021は中止します(従来通りの人が集まる大会は中止となります)

　主に屋外で開催されるイベントですが、整列や観覧による「密」を避けることが困難なため、感染拡大
のリスクが高いと判断し、中止いたします。
□問 消防本部総務課☎892-0011

　令和3年の消防出初式は中止します
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園　名 住所 対象児童

認
定
こ
ど
も
園

私
立

交野保育園 松塚11-10

生後6か月経過後～5歳児

わかばこども園 私部1-22-1
ふじが丘保育園 藤が尾3-1-1
倉治こども園 倉治1-1-12
私部保育園 私部1-51-1
第2きんもくせい保育園 郡津5-76-1
星田こども園 星田3-10-8
あまだのみやちどりこども園
(R3年4月施設移転予定）

現在:私市1-29-1
R3年4月:森南2-259-4 生後8週経過後～5歳児

ふじがお幼稚園 藤が尾3-1-2

3歳児～5歳児
（H27.4.2～H30.4.1生まれ）

ひかりの子幼稚園 東倉治4-2-13
高岡幼稚園
（R3年4月開設予定） 星田7-26-10

市
立
あさひ認定こども園 星田5-2-12

生後8週経過後～5歳児
くらやま認定こども園 幾野3-18-1

保
育
所

私
立
ほしのまち保育園
（R3年4月開設予定） 星田4-22-1 生後3か月経過後～5歳児

小
規
模
保
育
施
設

私
立

天野が原保育園 天野が原町2-14-23 生後4か月経過後～2歳児
にこにこ保育園 私部西2-2-1 生後2か月経過後（要相談）～2歳児
ぽっかぽか7丁目保育園 星田7-39-2 生後6か月経過後～2歳児

ひかりの子保育園 東倉治4-2-13 1・2歳児
（R3年4月から1歳児受入開始）

きらきら保育園 梅が枝44-301 生後8週経過後～2歳児
私市保育園 私市4-48-2 生後8週経過後～2歳児
さくら保育園 森南1-9-13 生後4か月経過後～2歳児

□問 こども園課☎893-6407
令和3年度こども園等の入所申込

　令和3年4月からの、市内の市立・私立認定こども園、小規模保育施設への入所申込を受け付けます。
申込　12/28（月）17:30までにゆうゆうセンター2階　こども園課
※入所申込者には、令和3年2月中旬に「入所内定」または「入所保留」を通知します。「入所保留」の場合
　は、内定者の辞退など欠員が生じた場合に、令和3年2月末日までに入所申込をした人とともに再選考
　を行い、3月中旬に新たな内定者を決定します。
提出書類
①「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定（変更）申請書兼入所申込書」
②「保育の利用を必要とする証明書」
※市ホームページからダウンロードできます。
保育を必要とする理由
　保育を利用する場合は、以下の保育を必要とする証明が必要となります。
▷就労　▷妊娠、出産　▷保護者の疾病･負傷･障がい　▷同居または長期入院している親族の介護･看護
▷災害復旧　▷求職活動（起業準備含む）　▷就学（職業訓練含む）
▷育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
▷その他、前述に類する状態として市が認める場合



12

税に関するお知らせ
□問 税務室☎892-0121

　令和3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3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」等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）※eLTAXでの提出も可能です。
提出期限　令和3年2/1（月）まで　提出先　市役所本館1階　税務室市民税係

　給与支払報告書の提出をお願いします

　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、原則全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定し、市・府民税の給与からの特別
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。

　特別徴収をお願いします

　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3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3年2/1（月）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・農業・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

　償却資産の申告をお願いします

　下表の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、申告することで家屋の固定資産税が減額されま
す。申告は、工事完了後3か月以内に申告してください。
※土地・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/）

　住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額について

耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事
（熱損失防止改修工事）

対象となる住宅 S57年1月1日以前に
建築された住宅

新築後10年以上を経過した
住宅（賃貸住宅を除く）

H20年1月1日以前に建築さ
れた住宅(賃貸住宅を除く)

改修工事
の要件

工事
内容
など

現行の耐震基準に適合
する改修工事

  

 

 

 

改修後の住宅の床面積が50㎡～280㎡
費用 自己負担額50万円以上の工事

減額の内容

減額の期間 工事が完了した年の翌年度分のみ

▷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

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
100㎡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）

▷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
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消費者相談 未成年の子どもが親のクレジットカードで課金、対処法は？

Ｑ

A

助言

クレジットカード会社からの翌月分支払額が高額だったので、利用履歴を確認するとアプリスト
アでの使用が繰り返されていた。確認すると、同居の子どもがゲーム課金に利用していたことが
わかった。支払いを止めることは可能か？

カード会社に相談してみるしかありません。カード規約では、カード名義人は家族や同居人利用
分の支払いを免れないことが原則となっております。

未成年者が親権者の承諾なく行った行為は未成年取消が可能です。この場合は、アプリストアや
実際に課金を行ったゲームサイトに未成年取消を申し入れることとなります。
子どもにゲーム機やスマホの利用をさせる場合は、事前に親がコントロールできるサービスなど
を設定しておきましょう。

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　

　令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標
準を軽減します。詳細はホームページをご確認ください。
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/corona/2020081100015/）
対象者　以下のいずれかの条件に該当する法人・個人
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
②資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
※①に該当する法人のうち、次に該当する法人は対象外となります。
▷同一の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有している法人
▷2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有している法人
対象資産　①償却資産　②事業用家屋（個人が所有する居住用家屋は対象外）
受付期間　令和3年1/4（月）～2/1（月）　※期限内に提出できない場合は、理由書が必要になります。
※申告書には認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する軽減措置

　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　①フォークリフト等作業用車両　年5,900円　②トラクター等農耕車両　年2,400円
※「軽自動車税種別割」は毎年4月1日時点の軽自動車等所有者に課税されます。4月2日以降に廃車した
場合の月割の還付はありません。

　小型特殊自動車の登録
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新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

イベント情報 いきいきランド交野

アウトドア

あまり知られていない星田古道を歩き星田三山を
巡ります。
日時　12/12(土)9:00～15:00(雨天中止)
集合　星田駅
コース　星の森→星田古道→星田三山→
　　　　星田妙見宮→光林寺→星田会館→星田駅
※岩場が多いので不慣れな人、健脚でない人はご
　遠慮ください。
定員　50人(先着)　費用　500円
持ち物　弁当(予約は700円)、水筒、雨具
申込・□問 星のまち観光協会 ☎070-2838-9690

交野降星伝説と星田三山巡り観光

日時　12/19(土)9:00～15:30
場所　倉治・滝町集会所
内容　竹林の間伐、竹のクラフト作り
対象　18歳以上　費用　1,000円(保険・資料代)
持ち物　弁当、筆記用具、歩きやすい服装・靴
申込・□問 交野里山ゆうゆう会 ☎892-0121

里山保全推進委員養成講座自然

竹伐り体験と竹工作の紹介を通じて、里山保全と
竹の有効活用について学びましょう。
日時　12/26(土)10:00～12:00(9:45受付)
場所　星田ふれあいの森(星田6丁目)
対象　小学4年生以上の市民(小学生は保護者同伴)
定員　20人(先着)　費用　無料
講師　交野みどりネット自然環境部会
持ち物　飲み物、タオル、帽子(必要な道具は貸与)
服装　長袖、長ズボン、作業しやすい靴
□問 12/1(火)から環境衛生課 ☎892-0121

かたの環境講座2020「竹伐り体験」環境

日時　12/13(日)10:00～15:00(雨天中止)
場所　いきいきランド交野
内容　季節の野菜・交野のおいしいもん販売、アマ
　ノンガーショー、ステージなど
□問 交野いきいきマルシェおりひめの駅運営委員会
　☎892-0121

交野いきいきマルシェおりひめの駅
「クリスマス☆マルシェ」産業

優勝・準優勝ペアには景品もあります。
日時　12/12(土)12:00～18:00
場所　いきいきランド交野　メインアリーナ
内容　ラリーポイント制21点3ゲーム、デュース
　なしのリーグ戦(各ペア4試合保障)
定員　初級ダブルス(男女各16ペア)
費用　1ペア3,000円
持ち物　バドミントン用具一式
申込　web予約(QRコード)
□問 いきいきランド交野 ☎894-1181

ホリデーバドミントン交流会スポーツ

経験豊富なスタッフがサポートします。クリスマ
スプレゼントもあるかも・・・。
日時　12/24(木)16:00～17:00と
　　　12/25(金)～27(日)8:30～9:30(計4日間)
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　60人
費用　5,500円
持ち物　水着、水泳キャップ、バスタオル、ゴーグ
　ル(任意)
申込　web予約(QRコード)
□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
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星の里いわふね

リトミック教室・プレリトミック教室・あかちゃん
教室、ベビーマッサージ教室などがあります。
対象　0歳～就園前の乳幼児親子
※詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。
申込・□問 12/10(木)10:00から、星の里いわふね
　　　  ☎893-3131

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3年1/23(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
費用　前売券1,500円、当日券2,000円
券の販売　(窓口)12/3(木)9:00～
　　　　　(電話予約)12/3(木)10:00～
□問 星の里いわふね ☎893-3131

桂南天の会　其の二十文化
かつらなんてん

竹を使った味わいのある作品を作ります。
日時　12/20(日)、令和3年2/6(土)、3/6(土)
　　　13:00～16:00
場所　星の里いわふね　対象　高校生以上
定員　10人(先着)　費用　500円
講師　岡田実さん
持ち物　小刀、ナタ、竹のこぎり
　　　　(いずれもあれば持参で可)
申込・□問 星の里いわふね ☎893-3131

竹クラフト教室自然

おかだみのる

今回は、新型コロナウイルス感染症対策のため、2
部制(入替制)で開催します。なお、感染状況により
式典が変更・中止になる場合は、ホームページでお
知らせします。
日時　令和3年1/11(祝)
対象　平成12年4/2～13年4/1生まれの人
▷午前の部　10:30～11:00(受付10:00～)
　第一・第二中学校区居住者
▷午後の部　13:30～14:00(受付13:00～)
　第三・第四中学校区居住者
※市外からの転入者等は、市ホームページ「交野市
　立小・中学校校区表」をご確認ください。
※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。1/13(水)～30(土)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3年度成人式
(午前・午後の2部制で開催)式典

ゆうゆうセンター

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　12/5(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

特設人権相談相談

日時　12/23(水)13:00～15:30
場所　ゆうゆうセンター2階　体験学習室
対象　16歳～74歳で、血圧が130/85ｍｍHg以上、
　中性脂肪150mg/dl以上、LDL120mg/dl以上、
　HDL40mg/dl未満、空腹時血糖100mg/dl以上、
　HbA1c5.6％以上(NGSP値)の人
内容　なぜ血管が傷つくのか？健康的な食生活の
　ポイント、正しいウオーキングフォームなど
定員　10人(先着)
講師　健康運動指導士・保健師・栄養士
持ち物　筆記用具、みそ汁などの汁物100cc程度
　(塩分測定用)、飲み物、健診結果
服装　動きやすい服装
申込・□問 12/16(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

生活習慣病予防教室
～健康な血管は一番の財産～健康
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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。

ゆうゆうセンター

①12/14(月)：口腔機能測定、実技等
②12/21(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　10:00～11:30
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　10人(先着)　費用　無料
持ち物　飲み物、②は歯ブラシ
申込・□問 12/1(火)から高齢介護課 ☎893-6400

元気度知ろう会「口腔機能測定」健康

日時　12/20(日)13:00～15:00
場所　ゆうゆうセンター2階　集団指導室
内容　遺言・相続、成年後見、内容証明の作成等
申込　直接会場
□問 行政書士会枚方支部 ☎814-9920

行政書士による日曜無料相談会相談

地域で活動できる認知症サポーター上級者の育成
を目的とした講座です。
日時　1/29(金)・3/24(水)13:30～16:30
　　　(両日とも同内容)
場所　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
対象　認知症サポーター養成講座を受講したこと
　があり、今後、認知症の人や介護者家族の支援活
　動に協力できる(活動者登録できる)人
定員　100人　費用　無料
申込・□問 令和3年1/22(金)までに地域包括支援セン
　ター ☎893-6426

認知症サポーターステップアップ講座福祉

日時　令和3年1/23(土)10:00～12:00
場所　ゆうゆうセンター3階　展示活用室1
内容　新しい時代に創業するあなたへ成功のポイ
　ント、ゲストによる体験談
講師　ストアオペレーションサービス㈱
　　　堀越昭夫さん
ゲスト　MOSキッチン　榮田しのぶさん
定員　20人　費用　無料
※無料保育があります。希望者12/28(月)までにお
　申し込みください。
申込・□問 令和3年1/15(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

創業スタートアップセミナー仕事

ほりこしあきお

さかえだモ  ス

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

市の意思疎通支援者(手話通訳者)として活動でき
る人材の育成を目指します。
日時　全8回。初回は12/10(木)13:30～15:30
※2回目以降の日程は開講時に調整します。
場所　ゆうゆうセンター3階　団体共用ルーム1・2
対象　市内在住・在勤・在学の、手話を用いて聴覚
　障がい者と日常会話が可能で、市の意思疎通支
　援者として登録を目指す人(すでに登録してい
　る人を除く)
定員　10人(最低催行5人)
費用　無料(教材費は実費)
申込　12/8(火)〈必着〉までに①講座名②住所③氏
　名(ふりがな)④電話・FAX番号⑤手話の学習経験
　(どこで・受講内容)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
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

手話ステップアップ講座(後期)福祉
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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。
①12/2・16(水)　定員　各部40人
　1部：10:00～10:45　2部：11:00～11:45
　ゆうゆうセンター4階　多目的ホール
②12/10・24(木)13:30～14:15　定員　50人
　青年の家武道施設　
③12/11・25(金)10:30～11:15　定員　60人
　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
費用　無料　持ち物　飲み物、②③は上履き
申込　直接会場
□問 高齢介護課 ☎893-6400

元気アップ体操クラブ健康

オープン1周年を記念したイベントを開催します。
ぜひお越しください。
場所　星田会館
費用　いずれも無料
□問 星田会館図書室 ☎895-2103
記念講座「星田会館周辺の文化財とその魅力」
日時　12/16(水)10:00～11:00(9:30受付)
場所　2階　第2会議室
定員　30人(先着)
申込　12/1(火)13:00から、星田会館図書室
おたのしみ会
日時　12/9(水)10:30～11:15
場所　2階　第4会議室B
定員　20人(先着)
内容　絵本の読み聞かせ、工作「ふしぎな部屋」等
申込　当日10:00から、星田会館図書室窓口で整
　理券配布
読書の木を育てよう
おすすめの本の紹介・感想を木の実の形の紙に書
いて応募してください。図書室内に貼りだします。
日時　12/1(火)13:00～
対象　市内在住の小・中学生
用紙の配布・回収　12/27(日)までに市内各図書施設
本の重さ当てクイズ
設置した本の重さを予想して投票しましょう。ピ
タリ賞には景品をプレゼント！
投票期間　12/1(火)～20(日)
結果発表　12/22(火)から図書室内で掲示
「貸出ゼロ本」特集
星田会館図書室オープン以降、1度も借りられてい
ないかわいそうな本たちの展示・貸出をします。最
初の読者になってみませんか。
日時　12/1(火)～27(日)

星田会館図書室1周年記念イベント図書

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3年1/18(月)・19(火)・20(水)・22(金)
　　　14:00～15:30
場所　ゆうゆうセンター　団体共用ルーム1(初日)
※場所は日によって変わります。
対象　65歳以上
定員　20人(先着)
講師　市スポーツ推進委員　松田京子さん
申込・□問 12/1(火)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

日時　令和3年1/30(土)13:30～16:30
場所　山野酒造(私部7-11-2)
※駐車場は要相談
対象　20歳以上で飲酒習慣がある人
内容　健康的な飲酒に関する講義、酒蔵見学、アル
　コールパッチテスト、飲酒のときに好ましい食
　べ物紹介等
※新型コロナウイルス感染症予防のため、試飲・試
　食はありません。
※当日、納豆を食べた人は酒蔵見学ができません。
費用　無料　持ち物　筆記用具
講師　山野酒造社長　山野久幸さん、
　　　保健師、栄養士
申込・□問 12/1(火)から健康増進課 ☎893-6405

お酒健幸塾健康

やまのひさゆき

事情により、家庭から離れて暮らす子どもたちを
自宅に迎え入れ、一緒に生活するのが「里親」です。
制度に興味のある人はお越しください。
青年の家
▷パネル展：12/8(火)9:30～12/13(日)16:30
▷相談会：12/13(日)13:00～16:00
いきいきランド交野
▷パネル展：12/16(水)9:30～12/21(月)16:00
▷相談会：12/21(月)13:00～16:00
□問 (社福)大阪水上隣保館里親支援機関おひさま
　☎072-380-3455

里親制度パネル展＆個別相談会子育て

すいじょうりんぽかん
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お知らせ

その他施設(市外)

その他施設(市内)

保育の現状や職場体験を案内します。保育士資格
の有無は問いません。
日時　12/14(月)13:30～15:10(要予約)
場所　枚方ビオルネ6階　ハローワーク枚方
　　　セミナールーム
定員　25人　費用　無料
申込・□問 ハローワーク枚方人材確保対策コーナー
　　　  ☎841-3363(44#)

保育士就職・復職セミナー仕事

心と体を整えるエクササイズです。
日時　12～3月の毎週木曜日(祝日・年末年始除く)
①星田西体育施設　15:40～16:40
②星の里いわふね　20:10～21:10
対象　市内在住・在勤の16歳以上
定員　①20人②30人(いずれも先着順)
費用　9,000円(全15回)
講師　和田紗織さん
持ち物　上靴、飲み物、タオル、バスタオルまたは
　ブランケット、ヨガマット(貸出あり)
申込開始日　①12/1(火)10:00～
　　　　　　②12/2(水)10:00～
申込　参加費を添えて各窓口
□問 星田西体育施設 ☎893-7721
　星の里いわふね ☎893-3131

ピラティス第3期スポーツ

わ だ さ お り

ラテン系の音楽とダンスを結合したダンスフィッ
トエクササイズです。
日時　12～3月の毎週木曜日(祝日・年末年始除く)
①星田西体育施設　14:30～15:30
②星の里いわふね　19:00～20:00
対象　市内在住・在勤の16歳以上
定員　①25人②30人(いずれも先着順)
費用　7,500円(全15回)、1回600円
講師　和田紗織さん
持ち物　上靴、飲み物、タオル
申込開始日　①12/1(火)10:00～
　　　　　　②12/2(水)10:00～
申込　参加費を添えて各窓口
□問 星田西体育施設 ☎893-7721
　星の里いわふね ☎893-3131

ZUMBA第3期スポーツ

わ だ さ お り

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。
□問 障がい福祉課 ☎893-6400

重度障がい者医療助成福祉

「星田北6・7・8・9丁目の望ましい学校区について
(素案)」に関するパブリックコメントの結果は次の
とおりです。結果概要は市役所本館2階情報公開
コーナー、市ホームページ、青年の家1階まなび未
来課で公開しています。
意見の募集期間　9/1～9/30
意見の件数　522件
□問 まなび未来課 ☎810-8010

パブリックコメントの結果報告

教育委員会は､教育行政を効果的に推進するため、
教育委員会の活動状況やその権限に属する事務の
管理及び執行状況について､自己評価と学識経験
者からの意見を盛り込んだ報告書として、令和元
年度の点検・評価をとりまとめました。
報告書は、市役所本館2階情報公開コーナー、市
ホームページ、青年の家2階教育総務室で閲覧でき
ます。
□問 教育総務室 ☎810-0530

教育に関する事務の
点検・評価報告書を作成しました教育

制度・業務

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。
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交付通知書や有効期限通知書を持ち、平日来庁で
きない人は、手続きにお越しください。また、申請
時来庁方式による受付も行っていますので、必要
な持ち物を確認の上、ご利用ください。
日時　12/5(土)・13(日)9:00～12:00
場所　市役所本館1階　市民課
※電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等
　の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりま
　すが、有効期限後であっても発行手続きはでき
　ます。
※必ず本人がお越しください。
※大変混み合う状況が続いています。時間に余裕
　を持ってお越しください。
※申請時来庁方式については、ホームページまた
　は市民課までお問い合せください。
□問 市民課 ☎892-0121

マイナンバーカード土・日曜日受付・交付申請

「建設工事」「建設コンサルタント等」「一般委託(役
務提供)」「物品購入等」の4業種にかかる新たな入
札参加資格審査の申請を郵送で受け付けます。
市と市水道局が発注する工事の入札に参加を希望
する業者は、この入札参加資格審査を受け、名簿に
登録される必要がありますので、12月初旬に、市
ホームページで公開を予定している申請要領等を
ご確認ください。
※現在の登録は、4業種とも令和3年3/31をもっ
　て終了しますので、引き続き登録を希望する場
　合は、必ず新規申請を行う必要があります。
□問 財務課 ☎892-0121

入札参加資格審査の新規申請申請

税・保険・年金

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2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

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。
市長賞　柴田映里さん(藤が尾小6年)                                                                                                                                                                    
金賞　　岡島瑠香さん(交野小2年)
　　　　安達唯花さん(私市小4年)
銀賞　　篠原愛椛さん(星田小3年)
　　　　巽明日香さん(郡津小6年)
　　　　坂田梨緒さん(倉治小5年)
　　　　黒田芽衣さん(旭小2年)
　　　　鳥居しずくさん(私市小4年)
銅賞　　岸田紋奈さん(交野小1年)
　　　　藤生太郎さん(交野小5年)
　　　　猪家彩音さん(交野小5年)
　　　　小野塁さん(岩船小2年)
　　　　𠩤田雷蔵さん(倉治小2年)　
　　　　丸山恵奈さん(倉治小3年)
　　　　塩見幸太郎さん(妙見坂小3年)
　　　　植竹謙志さん(長宝寺小6年)
　　　　川部駿さん(私市小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

し ば た え り

お か じ ま る か

あ だ ち ゆ い か

しのはらまなか

た つ み あ す か

さ か た り お

く ろ だ め い

と り い

き し だ あ や な

ふ じ う た ろ う

い の け あ や ね

お の る い

はらだらいぞう

ま る や ま え な

し お み こ う た ろ う

うえたけけんし

かわべしゅん

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
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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・相談に来れない人はご利用
ください。
日時　12/20(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

滞納徴収重点月間納付

税・保険・年金
令和3年4月から勤務する人を募集します。
勤務内容　保育補助業務
募集人数　5人程度
対象　保育士資格・幼稚園教諭免許の所持者
勤務時間
▷月～金曜日8:45～17:00
▷土曜日(月1回)9:00～13:00
勤務場所　市内の市立認定こども園
時給　1,040円(別途賞与あり)
申込　会計年度任用職員登録用紙をこども園課に
　提出
□問 こども園課 ☎893-6407

会計年度任用職員募集(保育士)求人

勤務内容　保育補助業務
募集人数　5人程度
対象　保育士資格・幼稚園教諭免許の所持者また
　は保育士資格のみの所持者
勤務時間
▷月～金曜日7:30～9:00(うち60～90分)
▷月～金曜日17:00～18:30(うち60～90分)
▷土曜日9:00～19:00(うち4～7時間)
※時間帯は相談に応じます。
勤務場所　市内の市立認定こども園
時給　1,151円(条件を満たす場合、賞与あり)
申込　会計年度任用職員登録用紙をこども園課に
　提出
□問 こども園課 ☎893-6407

会計年度任用職員募集
(延長保育時間保育士等)求人

地域でのまちづくり・コミュニティづくり等の社会
参加活動や、新しい知識・技術の獲得により、豊かな
生活を実現しようとするシニアを支援します。
期間　令和3年4月～4年3月
講座内容　歴史、大阪再発見、語学、美術、パソコン
　など63科目
費用　6万円(本科・シルバーアドバイザー養成講
　座・実践科)
※運営協力金500円を含む
※科目により、教材費や校外学習・実習・自主活動
　等に要する費用などは別途負担となります。
申込期間　12/1(火)～令和3年1/20(水)15:00
※申込方法等の詳細はお問い合わせください。
□問 認定NPO法人大阪府高齢者大学校・募集委員会
　☎06-6360-4400

2021年度大阪府高齢者大学校
受講生募集福祉

募集

学校給食費の口座振替は、27日が振替日(振替がな
い月を除く。休業日の場合は翌営業日)です。
未納とならないよう、振替日前日までに入金しま
しょう。
□問 給食センター ☎810-8012

学校給食費納付に関するお願いくらし

お知らせ

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

市・府民税第4期分の納期限は12/25(金)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
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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。

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　柴田映里さん(藤が尾小6年)
優秀賞　　大塚遥さん(藤が尾小6年)
　　　　　柴田鈴菜さん(藤が尾小6年)
　　　　　田中悠貴さん(藤が尾小6年)
　　　　　南郷ななみさん(藤が尾小6年)
　　　　　藤岡結衣さん(一中1年)
　　　　　山際美優さん(一中2年)
　　　　　山口愛さん(一中2年)
□問 選挙管理委員会事務局 ☎892-0121

明るい選挙啓発ポスターコンクール
優秀作品選挙

し ば た え り

おおつかはるか

し ば た れ い な

た な か ゆ う き

なんごう

ふ じ お か ゆ い

や ま ぎ わ み ゆ

やまぐちあい

12/1(火)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(日)～30(水)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消防

詳細は、1月上旬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3年2/26(金)
場所　各就学予定校
対象　平成26年4月2日～27年4月1日生まれの
　子どもの保護者
新中学生の就学説明会
▷第一・三・四中学校　令和3年1/20(水)
▷第二中学校　令和3年1/27(水)
場所　各就学予定校
対象　平成20年4月2日～21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3年2/1(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3年1/29(金)
□問 学務保健課 ☎810-8011

新小・中学生の就学説明会と
就学届の提出教育
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お知らせ

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(金)
※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(郵送時に同封した一覧
　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 学務保健課 ☎810-8011

就学時健康診断(内科検診)教育
12/1(火)から、医療保険課窓口で令和3年国保カレ
ンダーを配布します。
対象　国保加入者1世帯に1冊(先着450世帯)
持ち物　国民健康保険被保険者証
□問 医療保険課 ☎892-0121

国保カレンダーを配布しますくらし

12/3(木)～9(水)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

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。

コロナ禍の影響を受けた子育て世帯・ひとり親世
帯を支援するために臨時特別給付金を支給してい
ます。まだ申請をしていない人は、期日までに申請
してください。
申請が必要な人
【令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金・おり
ひめ子育て支援臨時特別給付金】
▷児童手当の受給者が公務員で、所属庁から臨時
　特別給付金の申請書を受け取っており、市に未
　提出の人
【ひとり親世帯臨時特別給付金】
▷公的年金を受給しており、令和2年6月分の児童
　扶養手当が全額停止となっている人
▷新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
　が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し
　ている人と同じ水準となっている、ひとり親世
　帯の人
※いずれも児童扶養手当の要件に該当する場合に
　限ります。また、児童扶養手当が全部停止となっ
　ている人も対象となる場合があります。その他、
　対象になるか不明な場合はご相談ください。
申請期限　12/28(月)〈必着〉
□問 子育て支援課 ☎893-6406

子育てに関する臨時特別給付金の
申請はお済みですか？子育て

新型コロナウイルス感染症に関する制度融資を活
用し、事業の継続に取り組む市内事業者に10万円
の支援金を支給する市独自の事業です。この支援
金の申請期限を12/28(月)から、令和3年2/12(金)ま
で延長します。
対象・要件等の詳細はホームページをご覧くださ
い。
https://www.city.katano.osaka.jp/corona/2020060200026/
□問 地域振興課 ☎892-0121

中小企業者等事業継続支援金の
申請期限を延長くらし
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年末引取り最終日
▷犬：12/24(木)10:00～12:00
▷猫：12/25(金)10:00～12:00
年始引取り開始日
▷犬：令和3年1/5(火)10:00～12:00
▷猫：令和3年1/6(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

年末年始の犬・猫の引取り業務くらし

今年7月から、法務局で自筆証書遺言の保管が可能
になりました。
自筆証書遺言書は、相続をめぐる紛争を防止する
ために有効な手段であり、自書さえできれば遺言
者本人のみで作成でき、手軽で自由度が高いもの
ですが、遺言者の死後、相続人に発見されなかった
り、改ざんされるおそれなどの問題点がある上、家
庭裁判所での検認が必要でした。
「自筆証書遺言書保管制度」は、法務省で自筆証書
遺言書を保管することにより、自筆のメリットを
損なわずに改ざん等の心配を解消し、検認を不要
とする利用しやすい制度として創設されました。
制度の詳細はお問い合わせください。
□問 大阪法務局 ☎06-6942-9482

自筆証書遺言書保管制度くらし

風しんは、妊娠初期の女性がかかると生まれてく
る赤ちゃんに障がいが起きることや、大人がかか
ると重症化することがあります。
下記に該当する人は、過去に公的な予防接種が行
われていないため、風しんにかかって家族や周囲
の人に広げてしまうおそれがあります。令和2年3
月に送付したクーポン券を使って抗体検査・予防
接種を受けましょう。転入や紛失等でクーポン券
を持っていない人はご連絡ください。
対象　昭和37年4/2～54年4/1生まれの男性
※昨年度、クーポン券を使って抗体検査・予防接種
　を受けた人は除きます。
場所　全国の協力医療機関　費用　無料
期間　令和4年3月まで
□問 健康増進課 ☎893-6405

風しんの抗体検査・予防接種健康

今年の健康福祉フェスティバルは中止となりまし
たが、市民のみなさんの健康増進のため、J:COM
チャンネルで健康寿命の延伸と題した企画を12
月に放映予定です。J:COMテレビ加入者はぜひ、
ご覧ください。
※放映日時の詳細は、福祉総務課ホームページを
　ご覧ください。
内容　元気アップ体操の実演
□問 福祉総務課 ☎893-6400

J:COMで健康寿命延伸企画を
放映します健康

HPVワクチンは、接種後にワクチンとの因果関係
が不明な痛み等、多様な症状の報告があったこと
から、現在は積極的な推奨をしていません。定期接
種としての位置付けは変わっていませんので、対
象者は無料で接種を受けることができます。
希望者は直接医療機関へ予約してください。
対象　小学6年生～高校1年生の女性
※平成16年4/2～21年4/1生まれの女性
接種回数　3回
※ワクチンは2種あり、接種間隔が違います。
持ち物　母子健康手帳
※詳細や実施医療機関は「わが家の健康管理」また
　はホームページ参照。
□問 健康増進課 ☎893-6405

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)健康
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お知らせ
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

市民健(検)診を受け忘れていませんか健康

▷肝炎検査(無料、予約制)
日時　第2火曜日9:30～10:30
▷HIV・梅毒即日検査(無料・結果は即日、要確認検
　査の場合は1週間後。希望者には梅毒即日検査も
　実施)
日時　第1・3月曜日9:30～10:15
※新型コロナウイルス対策のため変更することが
　あります。事前にお問い合わせください。
▷骨髄ドナー登録(無料･予約制)
日時　第1・3月曜日9:30
▷こころの健康相談(予約制)
　統合失調症、うつ病、依存症(アルコール、薬物、
　ギャンブル等)等の精神的な病気、ひきこもり等
▷結核相談(随時、予約制)
▷指定難病・小児慢性特定疾病等の相談(随時、予
　約制)
▷飲料水(井戸水)等の検査(有料)・検便(腸内細菌)
　(有料)・ぎょう虫卵(有料・予約制)
日時　12/8・22(火)9:30～11:30
　詳細は茨木保健所検査課 ☎072-620-6706
▷医療機関等に関する相談
日時　毎週月～金曜日(祝日を除く)
　　　9:15～12:15、13:00～16:00
□問 四條畷保健所 ☎878-1021
※犬、猫の相談は、「大阪府動物愛護管理センター
　四條畷支所」 ☎862-2170

保健所だより健康

　コロナ禍により、リモートワークが急速に
普及したこともあり、今まで以上に積極的に
家事・育児に取り組んでいる男性も多いので
はないでしょうか。父親が育児を行うことで
子どもに良い影響をもたらすことを「お父さ
ん効果」と呼び、母親だけでなく父親の感性
や視点に触れることで、子どもの思考力や精
神力が育ちます。
　市は、男性の育児参加を応援しています。
これから生まれる赤ちゃんのために、「家事
も育児も頑張りたい」「夫婦で協力して子ど
もを育てたい」という男性はぜひマタニ
ティー教室(詳細は29㌻)をご利用ください。
□問 健康増進課 ☎893-6405

「男性の育児参加」

健康コラム

日程　12/21(月)
場所　ゆうゆうセンター1階　休日診療所
内容　大腸・乳がん検診
定員　若干名(先着順)
※対象・費用等は、「わが家の健康管理」参照。
申込・□問 12/1(火)から健康増進課 ☎893-6405

12月分センター健(検)診追加募集健康

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性があります。また、催し等に参加する場合も、
事前検温、マスク着用、身体的距離確保等の配慮をお願いします。
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みなさんからハッシュタグ
＃タノシカタノシを付けて

投稿していただいた写真を紹介します!

hosinoaman

#昭和へタイムスリップ

ishikoroen

#お誕生日会　#切り株ケーキ

kikupppe

#おにぎりアクション　#星のブランコ

suzuki_micka

#霧の風景　#星のブランコ

sae.7387

#彫紙アート　#星のあまん

manami__81

#トーマス電車
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市内の名所を巡る「フォトロゲ大作戦」がいきいきランド交野からスタート
し、参加者たちが自分なりの攻略ルートに向けて出発していきました。

いきいきランド交野が
大にぎわいの１日
かたの里山フォトロゲ大作戦&パンマルシェ

10
25

今回の目玉は市内外のパン屋さんの
出店。お目当てのパンを買い求める人
たちでにぎわっていました。

マルシェの会場で｢おりひめの里かたの観光大使｣の任命式が行われ､新た
に3人の観光大使が任命されました。写真左から池田輝世さん､梅谷星菜さ
ん、福永愛莉さん。

たくさんの家族連れでにぎわい、稲刈りやサツマイモ掘りを
体験しました。
子どもたちは大きなお芋が掘れたことに大興奮。掘ったば
かりの芋を持ってカメラの前でポーズを取ってくれまし
た。

大きなお芋が掘れました
農とのふれあいツアー

10
18

いけだてるよ うめたにほしな

ふくながあいり

永年にわたり体育協会の運営発展に尽力し、市のスポーツ振
興に貢献した功績が評価され、体育協会より表彰状が授与さ
れました。

スポーツ振興への貢献を称えて
交野市体育協会スポーツ功労者のみなさん
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machiphoto

実際に市議会が開かれる市役所内の議場で､市内の小･中学
生29人がグループに分かれて質問や提案を行いました。
子ども議員たちからは新型コロナの問題やいじめ対策な
ど、大人顔負けのしっかりとした意見が述べられていまし
た。

未来を担う、子どもの主張
子ども議会inかたの

全国から実業団選手が集まる大規模な大会が、ヤンマースタジアム長
居で開かれ、前年度に優秀な成績をおさめたチームとして、市内で活動
を続ける「KATANOスポルトランナーズクラブ」が招待されました｡
大会では､府内の強豪11チーム中の第3位と､練習の成果を発揮した
快走を見せてくれました｡
写真左から篠﨑碧斗さん（藤が尾小6年）､川添颯太さん（倉治小5年）､
大羽健斗さん（交野小6年）､川勝真生さん（倉治小6年）

第64回関西実業団陸上競技選手権
大会男子招待小学生リレー第3位
KATANOスポルトランナーズクラブ

10
25

9
27

市は、（株）ピッコロ社および（一社）ドローン撮影クリエイター
ズ協会との三者で「災害時におけるドローンを活用した支援
協定」を締結しました。
この協定により、ドローンによる救助や被災状況把握などの幅
広い活用ができ、災害時に市民生活への影響が出ないよう努め
ます。

大規模災害に備えて
災害時におけるドローンを活用した支援協定

長小田さん（左写真）は､20年以上に渡る大阪府軟式野
球連盟交野支部学童部への指導に尽力したことが認
められ、優秀指導者表彰が授与されました。
また､野田さん（右写真）は､20年以上に渡る剣道への
指導を通じた成人および青少年の健全育成･健康増進
への取組が評価され、功労者表彰が授与されました。

大阪府体育連合から表彰
長小田茂夫さん、野田直さん

10
8

な が お だ し げ お のだすなお

しのざきあおと かわぞえそうた

おおばけんと かわかつまいく
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信子 育 て 通 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。

●星田地域子育て支援センター　☎860-7193　星田こども園内
2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。金曜日の
み1歳6か月まで。土日祝日・星田こども園休園日、12/29～
1/3はお休み。

お部屋の開放 月～金曜日
①9:00～11:00②13:00～15:00

先着6組。〈要申込〉12/1(火)～12/15(火)10:00～11:00

①歩行前②歩行後対象。各先着9組。きょうだいの入室はご
遠慮ください。〈要申込〉12/2(水)～

12/17(木)①10:30～10:50
②11:15～11:45

親子教室
「クリスマス制作」
子育て講座「クリスマ
ス会　親子で一緒に
音楽会を楽しもう」

雨天や地面の状態が悪い場合は中止。各先着10組。
〈要申込〉12/1(火)～12/7・14(月)9:30～11:30戸外遊び(園庭開放)

●交野市立地域子育て支援センター　☎810-8270

先着6組。
〈要申込〉12/21(月)9:30～

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。水曜日の
み1歳6か月まで。12/7(月)はⒷのみ。12/29～1/3はお休み。

月～金曜日
Ⓐ10:00～12:00Ⓑ14:30～16:30遊戯室・お庭の開放

こりす組
うさぎ組
こあら組
らいおん組

1/13(水)10:00～11:00
1/12(火)10:00～10:45
1/8(金)10:00～10:45
1/15(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～

開催日現在、妊娠20週以降で医師･助産師の許可を得た人、
切迫早産の兆候がない人対象。定員5人。子どもの入室はで
きません。〈要申込〉12/1(火)9:30～

12/16(水)10:00～11:30マタニティヨガ

SP企画

わ
く
わ
く
ラ
ン
ド

2～5か月。先着6組。きょうだいの入室はできません。
持ち物：バスタオル、オイル代300円。
〈要申込〉12/1(火)9:30～

12/14(月)10:30～11:30子育て講座
ベビーマッサージ

最近ググったことをおしゃべりしませんか？12/22(火)10:30～11:00

心を育むおもちゃ。先着12人。〈要申込〉12/1(火)9:30～12/10(木)10:30～11:00

ほっこりおしゃべり
広場

●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。
火～土曜日
①10:00～11:30②13:00～
14:30③15:00～16:30

3部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。
0歳～おおむね3歳。プレママ＆パパもどうぞ。
祝日と第1児童センター休館日、12/27～1/5はお休み。

お部屋の開放

12/11(金)10:30～うたおう　あそぼう
わらべうた

きらきらステンドグラス

思い出に残るクリスマスプレゼント

12/4(金)①10:30～
②13:30～③15:30～

12/22(火)①10:30～
②13:30～③15:30～

つくってあそぼ

おしゃべり会

講師：田中由紀さん、由里純子さん。
先着4組。〈要申込〉12/2(水)9:30～

た な か ゆ き ゆ り じ ゅ ん こ

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

お部屋の開放 水・金・土曜日
①10:00～12:00②14:00～16:00

でんでんだいこ

「アンパンマンジングルベル」

12/9(水)①11:00～②15:00～おもちゃ作り

2部制。予約優先・人数制限あり。前日～当日受付。0歳～おお
むね3歳。祝日、ゆうゆうセンター休館日、12/27～1/5はお
休み。

クリスマスイベント 12/23(水)
①11:00～②15:00～

スクラップ
ブッキング 12/15(火)10:00～11:30

子どもの写真を可愛くデコレーション。場所：展示活用室。
1歳以上。持ち物：子どもの写真2枚とはさみ。
〈要申込〉12/1(火)～
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●病児保育　交野病院　☎891-0331　※受入れ基準は、交野病院ホームページをご覧ください。
交野病院内
病児保育室ふたば

月～金曜日8:00～18:00
土曜日8:00～13:00

半日1,000円　1日2,000円
保護者が働いている1歳～小学4年生

●園庭・室内開放・イベント　※対象は原則、未就園児と保護者です。

あまだのみや
ちどりこども園
☎892-1351

〈園庭〉12/15(火)9:30～11:00
〈室内〉12/3(木)9:30～11:00
〈園庭〉12/8(火)9:30～11:00
〈室内〉12/11(金)9:30～11:00

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。

クリスマス製作。2018年4/2～2019年4/1生ま
れ。先着15組。〈要申込〉12/4(金)10:30から
☎894-2697

雨天中止。駐車場はありません。〈園庭〉12/9(水)10:00～11:00

2016年4/2～2018年4/1生まれ。
登録時に1,000円が必要です。

〈園庭・室内〉
12/2(水)10:50～11:40

あさひ認定こども園
☎892-0206
くらやま認定こども園
☎892-8433

開智幼稚園
☎892-3488

〈クリスマスアドベント・冬のひよ
こクラス〉
12/19(土)10:00～12:00

ひかりの子幼稚園
☎891-9000

雨天中止。〈園庭〉12/9(水)10:30～11:45

〈ぴよぴよ教室〉
12/17(木)11:15～12:30

ほしだ幼稚園
☎891-3856

「リズムで遊ぼ！」。定員20組。
講師：久本和美さん
〈要申込〉12/1(火)から電話にて

ひさもとかずみ

2020年8/11～9/10生まれの乳児に医療機関で受診できる受診
券をお送りします。

持ち物:母子健康手帳対象者に案内を送ります。1歳6か月児健診は1歳10か月前後、3歳
6か月児健診は3歳10か月前後に送付予定です。

ミルキィベビー
教室

1/6(水)9:20～11:50
ゆうゆうセンター2階
プレイルーム

1組15分の個別相談。助産師による授乳相談、赤ちゃんの身
長・体重測定、保健師・栄養士の個別相談。1～3か月の赤ちゃ
ん対象。先着8組。持ち物:母子健康手帳、タオル。
〈要申込〉12/3(木)～※年間通しての参加は1人1回です。

パパママ☆
マタニティー
教室

①赤ちゃんを知ろう
　1/6(水)9:20～11:30
②妊娠中も健康に!
　1/14(木)9:20～11:30
③家族で赤ちゃんを迎えよう!
　1/23(土)9:20～12:00
ゆうゆうセンター2階
体験学習室

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知って得する妊婦ごはんのススメ、お口の健康教室
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)
定員先着7組程度。〈要申込〉12/3(木)～

●乳幼児の健診と相談、教室・講座　健康増進課　☎893-6405
※対象児または同居のきょうだいが通う学校･園･施設等が休校･休園の場合は参加できません｡
　また､開催日当日に37.5℃以上の熱や咳等の風邪症状がある人も参加できません｡

4か月児健診

1歳6か月児健診
3歳6か月児健診

●一時預かり保育　※事前に登録が必要です。詳細は各施設。
認定こども園 交野保育園 ☎891-6203

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

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



30

児
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書

オオハシ・キング 一
般
書

長野 ヒデ子　童心社

いろいろおせわになりました
っしょに読んで  赤ちゃんの絵本

　向かい合わせで大なわを跳びながら歌う「なわとび歌」が題材の絵本。巻頭に譜面が紹介され
ていますので、歌いながら楽しんでみてください。
　登場人物はなわとびは跳ばず、誰かと出会っては「おちゃをのみにきてください」「はい こんに
ちは」「いろいろおせわになりました」「はい さようなら」の繰り返し。何をお世話になったのかし
ら？とよく見ると、こっそり何かを交換しています。ページをめくるたびに少しずつ変化する絵
に子どもたちは気づいてくれるでしょうか。

い

BOOK COOK&今月のおすすめ本
BOOK

作：やぎゅう げんいちろう　福音館書店

　　　　　　　　　倉治図書館(☎891-1825)　青年の家図書室(☎893-4881)
家庭などのパソコンや携帯電話からも、交野市立図書館所蔵の本の検索ができます。https://www.katanotoshokan.jp

宮城谷 昌光　文藝春秋

スター
朝井 リョウ　朝日新聞出版

発達障害最初の一歩
松永 正訓　中央公論社

脳はすこぶる快楽主義

孔丘

池谷 裕二　朝日新聞出版

作りおきできる。
がっつり！ごはんの友
上島 亜紀　主婦と生活社

「グレート・ギャツビー」
を追え
ジョン・グリシャム　中央公論社

せとうちたいこさん
ふじさんのぼりタイ

□問 

かみしまあきながの

まどのむこうの くだもの なあに？

当原 珠樹　PHP研究所

中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント
竹内 薫　PHP研究所
たけうちかおる

しあわせなときの地図
フラン・ヌニョ　ほるぷ出版

動物たちが教えてくれる 海の中のくらし
佐藤 克文　福音館書店

まつながただし

材料（４人分）

❶フライパンに油を熱し、豚肉を炒める。
❷つきこんにゃくとごぼうを加え、さらに炒める。
❸調味料を加えて味つけしたら、できあがり。

お家で作ろう学校給食メニュー
COOK

準　備

作
り
方

1. 豚肉は食べやすい大きさに切り、ごぼうはささがきにする。
2. つきこんにゃくは、下茹でする。

・豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・つきこんにゃく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・濃口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

80㌘

80㌘

120㌘

小さじ１

大さじ１

大さじ１

適量

「きんぴらごぼう」

荒井 真紀 福音館書店
あ ら い ま き 　

さとうかつふみ

とうはらたまき

あさい

こうきゅう

みやぎたにまさみつ

いけがやゆうじ
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ごみ捨てが変わる
読んでもらう前と

後

□問 環境事業課 ☎892-2471

ペットボトルってどう捨ててる？

でも、結局同じ袋に入れてるでしょ？
全部プラだしその作業無駄じゃない？って思うんだけど。

洗って、キャップ外して、ラベルはがして、からポイ。

無駄じゃありません！その作業には意味があるんです。
ペットボトル、キャップ、ラベルは分けてリサイクルしますが、外したりせずにそのまま捨てるとパッカー車の中で圧縮され、取
り分けることが難しくなるのです。結果、作業効率が下がるだけでなく、リサイクルできないと判断された廃プラは、「燃やすご
み」として焼却されてしまいます。

きちんとリサイクルするためにも、
ペットボトルを捨てる際は、
①容器を洗う
②キャップをはずす
③ラベルをはがすの作業をお願いします。

地　　　区
曜　　　日

燃やすごみ 廃プラ 缶・びん・
乾電池等

新聞・雑誌・
段ボール等

粗大ごみ・
有料粗大ごみ

幾野

月・木

火
第 1・3水

第 1・3金 第 2水

青山、私部 (一部除く）、向井田 第 2・4金
※1月は第3・5金

※1月は第2・4金

※1月は第2・4金

第 4水

私部 4丁目 77～80番、郡津 第 2・4水 第 1・3金 第 3水

倉治、東倉治

金 第 1・3水
第 1・3火 第 2水

私部 8丁目 12・14・18・19・32番 第 4水
神宮寺、寺、寺南野、森、森北、森南

第 2・4火
第 2水

私部南 第 4水
天野が原町 第 2・4水 第 2・4火 第 3水
私部西

火・金
月

第 1・3水 第 1・3木 第 4水
私市、私市山手 第 2・4木 第 4水
星田北

第 2・4水 第 1・3木
第 1水

梅が枝、松塚 第 3水
藤が尾 第 2・4木 第 3水
南星台 1丁目・2丁目 1～ 5番、星田

木 第 2・4水
第 1・3月 第 1水

南星台（一部除く）、星田西、星田山手、妙見坂、妙見東 第 2・4月 第 1水
傍示 木 木 第 1・3木 第 2・4木 第 2水

※収集日の１か月前から､１週間前の水曜日まで申し込みができます。ごみ収集日 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。

洗っても中身や油汚れ等が取れない場合は
燃やすごみに出してください。



星ノ町
レジェンド

私部城想像復元鳥瞰図（山本ゾンビ氏作）私部城本郭写真

信長を裏切り私部城を落とそうとした戦国武将
まつながひさひで

松永久秀
1508～1577

　大河ドラマで注目を集めている松永久秀は、
戦国時代に活躍した武将のひとりで戦国三大
梟雄の一人とされています。久秀は、徳島県か
ら近畿地方へ勢力を伸ばした三好長慶に仕え
頭角を現し、奈良市に多聞城を建て、拠点とし
ました。また、河内の実力者である安見右近と
手を組み、私部城を建てさせました。長慶の死
後、三好三人衆(長逸、宗渭、岩成友通)とともに
三好政権を支配しましたが、関係の悪化により
三人衆と対立し、戦いに敗れてしまいます。永
禄11年（1568年）に織田信長が上洛した際、久
秀は名物茶器の九十九髪茄子を差し出して同
盟関係を結び、安見右近らとともに織田方につ
きました。
　しかし、元亀2年（1571年）に主君である信長
を裏切り、そのことを知らず関係を深めていた
安見右近を多聞城へ呼び出し自害に追い込み
ました。その直後に久秀は私部城を攻めます
が、守りが堅く攻め落とすことができませんで
した。翌年にも、津田や私部に砦を築き私部城
を攻めましたが、やはり守りは堅く、なかなか
攻め落とせないでいるところを、信長の大軍に
砦を囲まれ、拠点としていた多聞城にも攻め込
まれて降伏したのです。

　久秀は、信長と対立関係にあった石山本願寺
攻略の役割を命じられますが、天正５年（1577
年）に再び信長を裏切り石山本願寺らと手を組
みます。そして奈良県王寺町の信貴山城に立て
こもり、信長が送り込んだ使者に会おうとせ
ず、その後自害しました。
　当時の交野は京都、奈良、大阪の中間地点に
あり、勢力拡大を図っていた久秀にとって私部
城は重要な城でした。もし、久秀が私部城を攻
め落とせていたら、信長との戦いは全く違う結
果となっていたかもしれません。私部城は久秀
の命運を定めた場所だったと言えるでしょう。

□問 社会教育課文化財係 ☎893-8111

きょうゆう

みよしながよし

たもんじょう

や す み う こ ん

ながやす そ う い いわなりともみち

お だ の ぶ な が

つ く も か み な す

し ぎ さ ん じ ょ う

ちょうかんず やまもと
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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12/28(月) 新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性が
あります。また、催し等に参加する場合も、事前検温、マスク着用、身体的距
離確保等の配慮をお願いします。

マジックでストレス解消を
高齢者大歓迎。少人数で丁寧な指
導。第1・3水曜13：00～15：00。青
年の家。3か月3,000円。
□問 新田 ☎090-7873-0971

にった

かたの写真同好会・会員募集
初心者・ベテラン共に歓迎。写真を
楽しむ。例会毎月第3日曜9：30～
12：00。青年の家。年3,000円。
□問 松本 ☎891-2998

まつもと

カリスゆったりストレッチ体操
体をのばして姿勢矯正。持ち物バス
タオル。毎週月曜10：30～11：30、
いきいきランド交野。木曜14：00～
15：00、青年の家。金曜10：30～
11：30、交野会館。1回500円(体験
無料)。
□問 ペレイラ美起
　 ☎090-9612-2154

みき

交野着物着付教室
特別な道具は使いません。要申込。
12/12(土)・13(日)10：00～12：00。
武道館。2,000円(2日間)
□問 築田 ☎893-0134(19:00以降)

ちくだ

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。12/9(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

体育リトミックぴょんぐりら
保育士と一緒に音楽・体育知育遊び
を楽しむ。毎月第2・4金曜①9：45
～10：45②10：45～11：45。青年
の家。①2歳以上②2歳未満対象。1
回500円。
□問 坂本 ☎090-9091-5621

さかもと

第12回ラベンダー水彩画会展
水彩画多数展示。活動の見学・体験
入会歓迎。12/1(火)～6(日)9：30～
16：30(最終日は16：00まで)。青
年の家ロビー。
□問 講師の春木 ☎893-7012

はるき

毛筆年賀状・丑の色紙絵
①毛筆の年賀状。12/4(金)10：00
～12：00。②墨彩画で干支の丑を。
12/11(金)10：00～12：00。青年の
家。18歳以上対象。各日5人。800
円。
□問 大西 ☎080-1434-5276

おおにし

あしたへ！
発達障がい等気になる人お話しし
ませんか。12/10(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

中小企業者等経営相談・
給付金等申請支援相談

経営改善や補助金等の申請を支援する特別相談
窓口を、令和3年3月末まで設置しています。
日時　火曜13:00～17:00
　　　水曜13:00～17:00
　　　木曜9:00～13:00
※祝日・年末年始を除く。要予約。
費用　無料
場所　北大阪商工会議所交野支所
□申・□問 北大阪商工会議所交野支所 ☎892-6700

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3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。
※受取は金曜日のみ。
□問 ボランティアセンター ☎894-3737



34

廃食油回収
使い終わった家庭用油の回収で
す。12/19(土)9:30～10:30。市内
15ヶ所。無料。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

交野山初もうで
早くコロナ終息しますように。1/9
(土)9：00～。河内磐船駅。200円。
□問 鶴園 ☎891-6002

つるぞの

聞いてみたいインドの話
インド人女性が日本語で語るあれ
これ。12/13(日)13：30～15：30。交
野会館。先着20名。500円(高校生
以下無料)。
□問 交野市国際交流協会
　 ☎894-1113

童謡を歌って元気アップしよう
楽譜が読めなくても大丈夫。声を
出して楽しく。12/14(月)13：00～
14：30。いきいきランド交野。1,000
円。
□問 小澤 ☎090-7103-4793

おざわ

カイリーの英語絵本読み聞かせ会
先着10人。やさしい英語で楽しく
読み聞かせます。12/16(水)15：00
～15：45。交野会館。幼稚園児～小
学2年生対象。500円。
□問 交野市国際交流協会
　 ☎894-1113

包丁・ハサミ研ぎ
切れなくなった包丁・ハサミの研
ぎです。12/16(水)・17(木)10:00～
14：00受付。私部会館。品物により
300～800円。
□問 代永 ☎892-8568

よなが

新型コロナウイルス対策のため、催し等の開催を中止・延期する可能性が
あります。また、催し等に参加する場合も、事前検温、マスク着用、身体的距
離確保等の配慮をお願いします。

高次脳機能障がい当事者・家族会
「あまのがわ」

お茶を飲みながら気軽にお話できる場です。
日時　偶数月第3日曜と奇数月第3木曜
時間　13:00～15:00
場所　ラポールひらかた
対象　高次脳機能障がい者・家族
費用　初回無料、年会費2,000円
□申・□問 長谷川 ☎090-2105-9379

はせがわ

ハロウィン　イラスト・フェス作品展
市内在住・在学者による作品の数々を見に来てください。特に模
写の作品展は、「キッズ・ハロウィン」ならではの展示です。
日時　12/15(火)～20(日)9:00～17:00
　　　初日は12:00から。最終日は15:00まで。
場所　青年の家1階　ロビー
□問 キッズ・ハロウィンかたの実行委員会の秋山
　 ☎090-3976-9092

あきやま

いずみ    れいか
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作　泉  麗香
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みなさんからいただいた塗り絵おりひめちゃん

みなさんからいただいた塗り絵作品です。
幼児～小学生、毎月欠かさず投稿してくれる人、デイサービ
ス利用者のみなさんなど、いろんな人たちからの投稿です。
塗り絵の投稿は郵送だけでなく、写真を撮ってそのデータ
を送る方法でもOKです。
　kouhou@city.katano.osaka.jp

ホームページには、他にもみなさんからの作品を掲載して
いますので、ぜひご覧ください。左ページ塗り絵横のURLや
QRコードまたは検索サイトで「塗り絵おりひめちゃん」で
検索してください。
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https://katanosw
itch.jp/

発行 ： 2020年12月1日　編集 ： 企画財政部秘書広報課　〒576‒8501
大阪府交野市私部1丁目1番1号　☎ 072-892-0121        072-891-5046

人
口
と
世
帯（
10月

末
時
点
） ：
 世
帯
 ：
33,101世

帯
人
口
 ：
 77,651　

男
 ：
 37,510人

　
女
 ：
 40,141人

ＦＡＸ

動画は「かたのスイッチ」公式
YouTubeチャンネルで ※人口集中地区外で、管理者の特別な

　許可を得て撮影しています。

紅葉で色づくきさいち植物園のメタセ
コイアを撮影しました。燃えるように鮮
やかな葉が、園内を彩り、秋の到来を感
じさせます。なお、紅葉しているのがメ
タセコイア、していないのがセコイア
です。
右はメタセコイアを真上から撮影した
ものです。背が高く、細長い印象の木で
すが、上から見るとずんぐりとした形
で、新たな一面を発見した気分になり
ます。

きさいち植物園の
メタセコイア

交野空撮

https://youtu.be/2wOb_XSnBLw
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