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市内の全図書館を臨時休館します

特別図書整理のため、市内の全図
書館を臨時休館します。また、図
書館システム更新作業も行うた
め、図書館ホームページ内の蔵書
検索システムが使用できなくなり
ます（電話での蔵書検索や利用照
会も不可）。ブックポストへの本
の返却は休館期間中でもご利用で
きます（視聴覚資料や相互貸借資
料を除く）。
期間９月17日㈯～ 30 日㈮　問図
書館本館 422 － 2142

戦没者などの遺族に対する特別弔
慰金の請求手続きはお済みですか

「第 11 回戦没者等の遺族に対す
る特別弔慰金」の請求期日は、来
年３月 31 日㈮です。期日を過ぎ
ると請求できなくなりますので、
ご注意ください。特別弔慰金は、
戦没者などの死亡当時に生まれて
いた遺族で、一定の要件を満たす
人に支給されます。詳しくはお問
い合わせください。
支給内容額面 250,000 円、５年償
還の記名国債　※　請求手続き後、
審査などを経て、支給決定まで概

おおむ

ね１年以上かかります。　問福祉
政策課地域福祉担当423－9467

宅地建物取引業人権推進員制度

府では、宅地建物取引におけるあ
らゆる人権問題をなくすため、業
界団体と連携し、宅建業者の従業
者を対象に「宅地建物取引業人権
推進員」を養成しています。人権推
進員を設置している店にはステッ
カーを掲示して
います。
問府建築振興課
 06 － 6210
－ 9734

毎月勤労統計調査「特別調査」
にご理解・ご協力を

７月 31 日現在、常用労働者を１
～４人雇用する事業所を対象に毎
月勤労統計調査「特別調査」を実
施します。８月上旬から対象調査
区内の全事業所に統計調査員が訪
問し、常用労働者数などを調査し
ます。
対象地域土生町１丁目、作才町１
丁目、西大路町、東大路町、南上
町２丁目、宮前町　問府総務部統
計課勤労・教育グループ 06 －
6210 － 9200

会議などを公開します

市では、大切な施策や計画につい
て会議で審議しています。会議は
傍聴できます。傍聴希望者の受け
付けは、会議開始の 30 分前～ 10
分前に各会場前で行います。当日
先着順です。
■都市計画審議会
日・時８月９日㈫午後２時　場市
役所新館４階（岸城町）　案件準
防火地域の指定拡大ほか　定８人
問都市計画課都市計画担当 423
－ 9629
■教育委員会評価委員会
日・時８月９日㈫午後２時　場市
職員会館（岸城町）　案件教育委
員会の点検・評価など　定10 人　
問教育委員会総務課 423 － 96
05
■市民病院地域医療支援委員会
日・時８月18 日㈭午後２時　場市
民病院（額原町）　案件地域医療
支援病院業務報告ほか　定５人　
問医療マネジメント課地域医療担
当 445 － 1000
■産業活性化推進委員会
日・時８月19日㈮午後３時　場市
役所新館４階　案件新・産業ビジ
ョン岸和田（産業振興基本計画）
の評価方法ほか　定10人　問産業
政策課産業振興担当 423 － 9618

住居表示を実施します

住所をわかりやすくするため、次
表のとおり住居表示を実施します。
該当区域のご家庭や事業所を調査
員が訪問し、住所や世帯員、事業
所名などをお聞きします。訪問開
始は８月下旬を予定していますの
で、ご協力をお願いします。世帯
調査済みのご家庭及び事業所には、
実施日の約１カ月前に新住所を通
知します。実施日以降は、新しい
住所をお使いください。
問市民課住居表示担当 423 －
9452

二の丸広場観光交流センターを
臨時休館します

８月１日㈪は、施設の設備点検の
ため、臨時休館します。
問二の丸広場観光交流センター
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新しい町名 住居表示前 実施日
下松町
6 丁目

下松町、上松町、
額原町の各一部 12/5 ㈪

■出張申請
日程 場所

8/1 ㈪～ 3 ㈬ ラパーク岸和田（春木若松町）
8/2 ㈫ 箕土路青少年会館（箕土路町 2 丁目）
8/5 ㈮ 山滝支所（内畑町）
8/9 ㈫ 大宮地区公民館（加守町 4 丁目）
8/10 ㈬ 光陽地区公民館（並松町。駐車場なし）
8/16 ㈫ 山直市民センター（三田町）
8/19 ㈮ 東岸和田市民センター（土生町4丁目　リハーブ4階）
9/1 ㈭ 葛城上地区公民館（塔原町）
9/6 ㈫ 山滝地区公民館（稲葉町）
9/9 ㈮ 八木市民センター（池尻町）
9/13 ㈫ 福祉総合センター（野田町 1 丁目）
9/14 ㈬ 大芝地区公民館（磯上町 1 丁目）
9/22 ㈭ 光明地区公民館（尾生町）

■プレゼントキャンペーン実施中
　岸和田カンカンベイサイドモールで期間中に、マイナンバーカードの申
請（完全予約制）をした人に素敵なプレゼントをお渡しします。詳しくは
市ホームページをご確認ください。
日・時８月 26 日㈮～ 28 日㈰、９月 23 日㈷～ 25 日㈰午前 10 時～午後４時

予約・問マイナンバーカード予約専用電話番号 423 － 9751、
市民課マイナンバーカードコールセンター 423 － 9509

受付時間延長日 休日開庁日
8/22 ㈪、9/20 ㈫ 9:00 ～ 19:00 8/14 ㈰、9/11 ㈰ 9:00 ～ 15:00

　手続きは事前予約制です。電話または QR コードからご予約ください。
■延長開庁と休日開庁


