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。

募集
産業

交野市産業対策審議会の委員を募集

交野市産業振興基本計画の進捗状況等について審
議する
「交野市産業振興対策審議会」
の市民委員を
募集します。
定員 1 人
任期 2 年
委員報酬 1 回の会議につき 9,500 円
応募資格 応募時点で次の要件全てを満たす人
①市内在住の 20 歳～ 70 歳
②交野市の市議会議員および常勤の職員でない
③平日に開催される会議に出席できる
申込・問 8/2 ㈪～ 20 ㈮〈必着〉に履歴書、小論文
（「委員の応募動機と、地域産業の発展のために
市民としてできること」
をテーマに400 ～ 800
字以内）
を郵送・持参で地域振興課
☎ 892-0121
〒 576-8501（住所記入不要）

仕事

令和4・5年度

給食物資納入業者募集

登録希望者は必要書類を提出してください。初め
て登録される場合は事前に問い合わせてくださ
い。10 月開催予定の「学校給食物資納入業者選定
委員会」
で決定します。
受付期間 8/11 ㈬～ 27 ㈮
提出先・問 おりひめ給食センター ☎ 891-0098

求人

環境

農薬散布の際は飛散に注意

風などでの飛散による住宅地を含む周辺環境への
農薬による影響を防ぐため、農薬散布の際は周り
に十分注意してください。
問 農政課 ☎ 892-0121

文化

交野市文化祭一般募集の中止

毎年、広報 8 月号で文化祭への展示・発表の一般募
集を掲載していましたが、新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から、昨年に続き一般募集を
見送ることとなりました。
ご理解をお願いします。
問 社会教育課 ☎ 892-7721

平和

平和を祈って 1 分間黙とう

8 月 6 日は広島に、9 日は長崎に原子爆弾が投下
された日です。
市は、
原爆死没者の慰霊と平和祈念
のため、みなさんに 1 分間の黙とうを呼びかけて
います。また、市内の各寺院にも、原子爆弾が投下
された時刻に
「平和の鐘」
をついていただくようお
願いしています。
みなさんも、家庭や職場、地域で 1 分間の黙とうを
お願いします。
① 8/6 ㈮ 8:15 ② 8/9 ㈪ 11:02
問 人権と暮らしの相談課 ☎ 817-0997

交野市地域生活支援拠点等事業
緊急時の受け入れ・対応開始

この事業は、関係機関が協力して障がいのある方
が安心して暮らし続けられるよう、地域全体で支
える仕組みのことです。
今回始まる
「緊急時の受入・対応」
では、
家族の病気
や事故等の緊急時に必要な対応を行います。利用
希望者は、
事前登録をお願いします。
詳細はお問い
合わせください。
対象 市内在住の障がい児者等
問 障がい福祉課 ☎ 893-6400
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動くこども 110 番
ステッカーを張った車・バイクが地域を走り、
助け
を求める子どもの一時保護と通報を行います。
家庭や地域で子どもたちを守りましょう
「一人で遊ばない」
「知らない人についていかな
い」
等、
子どもたちに犯罪から自分の身を守る方法
を教えましょう。
また、
子どもの様子をうかがう、
車から子どもに話しかけるなどの不審者を見かけ
たら、
子どもを守り、
すぐに警察に通報しましょう。
※子どもたちが登下校や遊びで外出する際には、
防犯ブザーやホイッスルを持たせ、しっかりと
活用するように教えましょう。
問 青少年育成課 ☎ 892-7721

相談

中小・小規模事業者向け経営相談

市の委託を受け、技術開発や販路拡大等、自主的
な経営努力を支援するため、専門の相談員による
相談を行っています。相談には事前予約が必要で
す。
日程等の詳細はお問い合わせください。
対象 市内に事業所を有する中小・小規模事業
者、NPO 法人、
創業予定者等
相談内容 技術・製品開発、
人材育成、
知財関連、
創
業、
税務・労務、
補助金申請支援等
費用 無料
問 北大阪商工会議所交野支所 ☎ 892-6700

くらし 高齢者にお祝い
金婚式のお祝い
金婚式を迎えた夫婦にお祝い品を贈呈します。
対象 9/15 ㈬現在、市内在住で、昭和 45 年 9/1
～ 46 年 8/31 までに婚姻届を出した夫婦
申込 8/2 ㈪～ 31 ㈫に、戸籍抄本など ( 婚姻日を
証明するもの ) を持参して、高齢介護課または
市役所 1 階福祉サービスコーナー
※本籍地が交野市の人は戸籍抄本は不要です。
敬老のお祝い
長寿を祝福し、
敬老お祝い品を贈呈します。
対象 9/15 ㈬現在、市内在住で 99 歳 ( 大正 10 年
9/16 ～大正 11 年 9/15 生まれ ) の人
※該当者には、9 月下旬に祝い品を送ります。
問 高齢介護課 ☎ 893-6400

子どもの人権 110 番強化週間

いじめ、不登校、児童虐待等、子どもの人権問題を
ご相談ください。
相談無料。
秘密は厳守します。
日時 8/27 ㈮～ 9/2 ㈭ 8:30 ～ 19:00
※ 8/28 ㈯・29 ㈰は 10:00 ～ 17:00
相談電話番号 ☎ 0120-007-110
インターネット相談窓口 https://www.jinken.go.jp/

受付期間、
試験日程等はお問い合わせください。
対象 18 歳～ 32 歳
問 自衛隊守口出張所 ☎ 06-6997-7339

福祉

8 月は
「こども 110 番月間」
です

地域のこどもは地域で守り、安心して暮らせる環
境を確保するため、
「こども 110 番」運動を推進し
ています。
こども 110 番の家
もしものときに助けを求めることができるよう、
協力家庭・店舗に旗やステッカーを掲げています。
※こども 110 番協力者も募集しています。

人権

自衛官候補生を随時募集

お知らせ

防犯

相談員 人権擁護委員、
法務局職員
問 大阪法務局人権擁護部 ☎ 06-6942-9496

おわび おわびと訂正
広報 6 月号 13㌻、
「織姫の里かたの観光大使コン
テスト応募者募集」
に誤りがありました。
ふくなが あ い り
誤りは、
現観光大使の
「福永愛理さん」で、正しくは
「福永愛莉さん」
です。
おわびし訂正いたします。
問 地域振興課 ☎ 892-0121
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