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12 月４日～ 10 日は人権週間

■特設人権相談
人権擁護委員が無料で相談に応じ
ます。秘密厳守です。
日など次表のとおり

■人権を守る作品展
ポスターや標語、絵手紙などを展
示します。
日・時12 月２日㈮～４日㈰午前 10
時～午後５時　場マドカホール
■人権を考える市民の集い
　「ヤサシイハナをサカセマショウ

～木村花さんが望んだやさしい
世界を想

お も

いながら～」
手話（要申し込み）・文字通訳が
あります。
日・時12 月３日㈯午後２時～４時　
場マドカホール　講木村響子氏ほ
か　定400人（申込先着順）　保６
カ月～就学前児童10人（申込先着
順。傷害保険料100円）　申・問11
月８日㈫～12月２日㈮（保育・手
話通訳希望者は 11月25日㈮まで）
に電話またはファクス・電子メー
ル（住所、氏名、電話番号、参加
人数、保育希望者は子の氏名・生
年月日、手話通訳の要否を記入）で
人権・男女共同参画課人権推進担
当「市民の集い」係へ 429 － 9
833　 441 － 2536　{jinkens
@city.kishiwada.osaka.jp

第45回 岸和田市総合防災訓練を
実施します

南海トラフ巨大地震による大規模
災害の発生を想定し、救助・救出・
救急・消火などの訓練を行う、総

合防災訓練を実施します。新型コ
ロナウイルス感染症の状況を考慮
し、規模を縮小して開催します。
日・時11 月 18 日㈮午後２時～４
時（雨天決行）　場ブッキースタ
ジアム岸和田（岸和田競輪場）第
２駐車場（磯上町１丁目）　問危
機管理課423 － 9437

市有地を売却します

次表の市有地を一般競争入札によ
り売却します。

入札参加資格▶地方自治法施行令
第 167 条の４に規定する資格制
限に該当しない ▶法人・個人と
もに国税・市税を滞納していない
入札日時12 月 12 日㈪午後 1 時
半　入札場所市職員会館（岸城町）　
提出書類▶個人…入札参加申込
書、誓約書、印鑑証明書、住民
票、市が発行する身分証明書、国
税・市税に未納がないことの証明
書 ▶法人…入札参加申込書、誓
約書、役員名簿、印鑑証明書、法
人登記に係る登記事項証明書、国
税・市税に未納がないことの証明
書　申・問11 月 11 日㈮（午前９
時～午後５時〈正午～午後０時 45
分を除く〉）までに申込書（市ホ
ームページからダウンロード可）
に必要事項を記入し、直接、総務
管財課管財担当へ 423 － 9534　
※郵送不可。

審議会等の会議の公開状況

令和４年３月 31 日現在、審議会
等は 79 機関あり、そのうち、岸
和田市審議会等の会議及び会議録
の公開に関する条例に基づき、会
議の公開が義務付けられているも
のは 55 機関、公開しないものは
25 機関（再掲１機関を含む）で
した。公開が義務付けられている

もののうち、昨年度中に会議・会
議録を公開したものは 25 機関（会
議数 58 回）、例外的に非公開と
したものは４機関（再掲２機関を
含む。会議数８回）でした。また、
委員を選任しているが会議が開催
されなかったものは９機関、委員
を選任していないため開催されな
かったものは 19 機関でした。詳
しくは市ホームページをご確認く
ださい。
問総務管財課法務担当 423 － 9
532

公共施設の使用料が変わります

市では、平成 28 年５月に策定し
た「岸和田市受益者負担基本方針」
に基づき、施設を利用する人とし
ない人の負担の公平性を確保する
ため、公共施設の使用料の適正化
を順次進めています。来年４月１
日からだんじり会館、岸和田城、
自泉会館の３施設の使用料が変わ
ります。詳しくは市ホームページ
をご確認ください。
問だんじり会館・岸和田城…観光
課 423 － 9486、自泉会館…文
化国際課 443 － 3800

特殊詐欺対策機器を
高齢者に無料で貸し出します

市では振り込め詐欺・還付金等詐
欺などの特殊詐欺被害を防止する
ため、自動通話録音機を無料で貸
し出します（１世帯に１台）。設
置は各自で行ってください。
対貸し出しを希望する 65 歳以上
の市内在住者　貸与台数100 台

（抽選）　機能着信時に通話を録音
する旨の警告メッセージを流し、
自動で通話を録音　申・問12月16
日㈮までに自治振興課に備え付け
の申請書（市ホームページからダ
ウンロード可）に必要事項を記入
し、直接または郵送で自治振興課
へ〒 596－8510　 423－9436

野焼き・野積み・不法投棄、
しない！させない！許さない！

不法投棄などの未然防止・早期発
見には、日頃から適正に土地など
の管理を行うことが必要です。土
地の所有者・管理者は管理を徹底
し、野積みや不法投棄をされない
環境を整えましょう。
問府泉州農と緑の総合事務所環境
指導課 439 － 3601　 439 －
3810

令和５年度こども会等
キャンプ場宿泊利用抽選会

抽選会への参加には申し込みが必
要です。抽選会当日は時間厳守で
お願いします。
対来年７月 15 日㈯～８月 20 日㈰
に牛滝温泉四季まつりキャンプ場

（大沢町）の宿泊利用を希望する、
市内のこども会などの青少年団体

（こども会以外の団体は抽選会ま
でに規約の提出が必要）　日・時12
月３日㈯午後７時　場市立公民館

（堺町）　申・問11 月 25 日㈮まで
に、市立公民館に備え付けの申込
用紙（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入し、
直接またはファクスで生涯学習課
青少年担当へ 423 － 9615　

423 － 3011

市・府民税の申告書作成、ふるさ
と納税上限額の試算ができます

税額試算システムを利用し、個人
の市・府民税の税額試算や申告書の
作成、ふるさと納税の上限額の目
安を試算することができるように
なりました。詳しくは市ホームペー
ジをご確認ください。
問市民税課賦課担当

423 － 9418
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所在地 面積
（㎡）

用途
地域 地目

作才町
344 番 8 829.99 第一種

住居地域 雑種地

日程 時間 場所

12/3 ㈯ 10:00
～ 12:00

マドカホール
（荒木町 1 丁目）

12/6 ㈫

13:00
～ 16:00

東岸和田市民セン
ター（土生町 4 丁
目　リハーブ4階）

12/7 ㈬ 春木市民センター
（春木若松町）

12/8 ㈭ 桜台市民センター
（下松町 4 丁目）

12/9 ㈮ 山直市民センター
（三田町）

税金


