
主な内容
P  ２　  　　 新年のごあいさつ
P  ７　  　　正職員・会計年度任用職員などを募集
P  ８　  　　市職員の給与・職員数の状況
P 10・11　　特集　知っていますか？「地区市民協議会」

Facebook Twitter Instagram YouTube きしまる ホームページ

岸和田市役所　〒 596－ 8510 大阪府岸和田市岸城町 7－ 1
 072 － 423－ 2121（大代表）  072 － 423－ 4644
開庁時間：月～金曜日 午前９時～午後５時半（祝・休日を除く）
市の人口　男 90,917 人　女 98,560 人　計 189,477 人（93 ↓）
世帯数　89,303世帯（71↑）　面積　72.72k㎡　【12月1日現在】

【発行（毎月１日）　広報広聴課】

広報きしわだは、町会・自治会を通じてお届けしています。今号は「いきいき学びのプラン」との合併号です。

岸城神社（岸城町）に奉納する、今年の干
え

支
と

「卯（ウサギ）」の巨大絵馬を制作する子どもたち
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価格高騰緊急支援給付金（非課
税世帯に対する5万円給付）の
受け付けは1月31日㈫まで

市では、価格高騰緊急支援給付金
の給付を行っています。対象と思
われる人には11月 11日に確認書
を発送しました。提出期限は1月
31日㈫までです。期限を過ぎると
給付を受けることが出来ませんの
で、提出がまだの人は
早めに手続きをしてく
ださい。

問岸和田市価格高騰緊急支援給付
金コールセンター 0570 － 085
－ 878

水道料金の基本料金、従量料金
を 50％減免します

市民や事業主の経済的負担を軽減
するため、水道料金のうち基本料
金と50㎥までの従量料金につい
て、50％減免します。減免にあた
り、手続きは不要です。詳しくは
市ホームページをご確認ください。
対本市と給水契約をしている世帯
と事業所（官公庁、臨時用、船舶
用を除く）　減免期間１・２月検

対…対象　日…日程　時…時間
場…場所　内…内容　講…講師
費…費用　定…定員　保…保育
申…申し込み　問…問い合わせ
記載のない市外局番は「072」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。
催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。

市政情報市政情報

お知らせ

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

立ち止まらず団結し、安心な暮らしへ

　あけましておめでとうございます。

　年頭にあたり、市議会を代表して謹ん

で新年のご挨
あ い さ つ

拶を申し上げます。

　市民の皆さまには、希望に満ちた輝か

しい新春をお迎えのことと心からお慶
よろこ

び

申し上げます。また、日頃より、市政発

展のために多大なるご支援、ご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年は新型コロナウイルスの波

は続くものの、ウィズコロナの精神で、だんじり祭をはじ

め、あらゆる行事ごとも一定開催され、少しずつ以前のよう

な日常も戻りつつあります。また、昨年は記念すべき市制施

行100周年の年でもありました。市民の皆さまのご参加、ご

協力のもと、様々な100周年記念事業を推し進めることがで
きており、市民の皆さまには、感謝を申し上げる次第であり

ます。この記念事業は、今年の3月まで実施されますので、
一人でも多くの市民の皆さまにご参加いただき、最後まで盛

り上げていただければと存じます。

　まだまだ新型コロナウイルスの終息は見えず、急速な時代

の変化による対応が強いられております。市議会といたしま

しても、立ち止まらず団結し、全ての市民の皆さまが安心し

て暮らせるよう取り組んでいく所存でございます。引き続き

ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

　結びとなりますが、市民の皆さまにとりまして、本年が明

るく幸せな年となりますように心からお祈り申し上げます。

市議会議長
西田武史

針分　※下水道使用料は減免対象
外。湯屋用、福祉施設用は、基本
水量がそれぞれ 300㎥、100㎥で
あるため、減免対象となる従量料
金はありません。 問上
下水道局料金課お客様
窓口 423－ 9593

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。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１月13日㈮午後2時　場市
役所新館 4階（岸城町）　案件都
市計画マスタープランの改定ほか　
定８人　問都市計画課都市計画担
当423－ 9629
■上下水道事業運営審議会
日・時１月19日㈭午後2時　場市
役所別館2階（岸城町）　案件水道
事業ビジョン進捗状況ほか　定５
人　問上下水道局総務課 423
－ 9590
■環境審議会
日・時１月26日㈭午後2時　場福
祉総合センター（野田町 1丁目）　
案件地球温暖化対策実行計画　定
５人　問環境保全課環境政策担当

 423－ 9463
■子ども・子育て会議
日・時１月27日㈮午後2時　場市
役所新館 4階　案件第 2期子ど
も・子育て支援事業計画の中間見
直し　定５人　問子育て支援課

423－ 9623
■第 2回障害者施策推進協議会
日・時１月30日㈪午後2時　場市
役所新館 4 階　案件障害福祉・
障害児福祉計画の進捗状況ほか　
定５人　問障害者支援課 423
－ 9549　 431－ 0580
■男女共同参画推進審議会
日・時２月 1日㈬午後 2時　場男
女共同参画センター（加守町 4
丁目）　案件男女共同参画推進施
策の実施状況ほか　定５人　問人
権・男女共同参画課男女共同参画
担当429－9858　 441－25
36
■景観審議会
日・時２月1日㈬午後 3時　場市
立公民館（堺町）　案件第6回都市
景観賞の推薦ほか　定８人　問都
市計画課景観担当 423－ 9538
■人権尊重のまちづくり審議会
日・時２月 7日㈫午後 2時　場男
女共同参画センター　案件人権施
策実施状況ほか　定５人　問人
権・男女共同参画課人権推進担当
 429－ 9833　 441－ 2536

発送した確認書発送した確認書

輝く未来の実現に向けて

新年あけましておめでとうございます。

市民の皆さまには、清
す が す が

々しい新春をお

迎えのこととお慶
よろこ

び申し上げます。平素

より市政各般に対しまして温かいご支

援、ご協力をいただき心から厚くお礼申

し上げます。

新型コロナウイルス感染症の対策では、

市民の皆さま、事業者の皆さまには、生活

様式から行動まで、様々な面で制限や自粛

にご理解、ご協力いただきありがとうございます。そして、

医療現場やワクチン接種等での医療従事者の方々の献身的な

働きにも、あらためて感謝を申し上げます。社会が経験を積

み重ねたことで、徐々に日常も取り戻されつつありますが、

皆さま方におかれましては、引き続き、感染拡大防止にご理

解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

本年4月からスタートする第5次総合計画「将来ビジョン・
岸和田」では、「笑顔にあふれ誰もが“幸せ”を感じる都市」

の実現を基本理念に、安心していつまでも住み続けることがで

きる、個性豊かで魅力的な「新・岸和田」となるよう、行政の

みならず、地域づくり活動に携わる多くの市民の皆さまととも

に力を合わせ、輝く未来を実現してまいります。今後とも温か

いご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本年が明るく希望に満ちあふれた年となりますことを念願

いたしますとともに、皆さま方のご健勝とご多幸を心からご

祈念申し上げ、新年のご挨
あ い さ つ

拶といたします。

市長
永野耕平
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市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会を開催

4 月 23 日㈰執行の市議会議員一
般選挙の立候補予定者説明会を開
催します。立候補予定者 1人に
つき参加者は 2人までです。
日・時１月20日㈮午後2時　場市
職員会館2階（岸城町）
■政治家の寄附は禁止！
政治家が選挙区内の人にお金や物
を贈ることはもちろん、有権者が
政治家に寄附や贈り物を求めるこ
とも、公職選挙法により禁止され
ています。一人ひとりがルールを
守って、明るい選挙を実現しまし
ょう。
問選挙管理委員会
事務局423－96
92

新庁舎整備基本計画（案）
に関する市民説明会を開催

現地建て替えを行う新庁舎整備基
本計画（案）の説明会を開催しま
す。全会場同内容のため、申し込
みは 1人 1会場でお願いします。
当日申し込みも可能です。

申・問電話またはQR
コードから庁舎建設準
備課へ 447－ 4581

養育費に関する公正証書等
作成費用を補助します

離婚による子どもへの負担を最小
限にするため、養育費や面会交流
など離婚後の子育てについて公正
証書等で取り決めることは重要で
す。市では養育費に関する公正証
書等の作成費用を補助します。申
請方法や必要書類など、詳しくは
市ホームページをご確認ください。
対市内在住のひとり親で、次の①
～④の要件に全て当てはまる人 
①養育費の取り決めに係る費用を
令和4年4月1日以降に負担して
いる人 ②養育費の取り決めに係
る債務名義を有している人 ③養
育費の取り決めの対象となる20歳
未満の児童を現に扶養している人 
④過去に同一の児童を対象とし
て、他自治体を含め公正証書等作
成に係る補助金等を受給していな
い人　問子ども家庭課
子育て給付担当 423
－ 9624

電子図書館がオープンしました

パソコンやスマートフォン、タブ
レットから 24 時間電子書籍の貸
し出しや返却ができます。文字を
大きくできる本や、読み上げ機能

がついた英語の絵本もあります。
貸し出し点数は 3点まで、貸出
期間は 14 日間（336 時間）で、
自動返却されます。市立図書館の
「図書利用券」があれば利用でき
ます。詳しくは図書館ホームペー
ジをご確認ください。
問図書館本館 422－
2142

上下水道局からのお知らせ

■滞留水道水の使用方法
朝一番や留守などで長期間使用し朝一番や留守などで長期間使用し
なかった水道水は、水道管に長時なかった水道水は、水道管に長時
間滞留しているため、塩素の消毒間滞留しているため、塩素の消毒

効果が少なくなったり、鉛管を使効果が少なくなったり、鉛管を使
用している場合は、微量の鉛が溶用している場合は、微量の鉛が溶
出することがあります。念のため、出することがあります。念のため、
使い始めのバケツ 1杯程度は飲使い始めのバケツ 1杯程度は飲
用以外にお使いください。また給用以外にお使いください。また給
水管の管理は、各自で行う必要が水管の管理は、各自で行う必要が
あります。詳しくはお問い合わせあります。詳しくはお問い合わせ
ください。ください。
■貯水槽の管理は適正に
マンションやビルの多くは、いっマンションやビルの多くは、いっ
たん貯水槽に水をためてから各戸たん貯水槽に水をためてから各戸
に給水されるシステムになっていに給水されるシステムになってい
ます。貯水槽の管理者は、水質がます。貯水槽の管理者は、水質が
悪くならないよう、年 1回の定悪くならないよう、年 1回の定
期清掃や施設の点検など、日頃か期清掃や施設の点検など、日頃か
ら適正な管理に努めてください。ら適正な管理に努めてください。
また、有効水量また、有効水量 1010㎥を超える貯㎥を超える貯
水槽は、水道法で定期検査が義務水槽は、水道法で定期検査が義務
づけられています。漏水や水質事づけられています。漏水や水質事
故を防ぐためにも定期的に点検を故を防ぐためにも定期的に点検を
行いましょう。行いましょう。
問上水道工務課修繕管理担当上水道工務課修繕管理担当

423423－ 96029602

広告掲載については広告掲載については 合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072－ 275－ 5449072－ 275－ 5449 ㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06－ 6226－ 131406－ 6226－ 1314 ㈱宣成社㈱宣成社 06－ 6222－ 688806－ 6222－ 6888 ㈱ウィット㈱ウィット 072－ 668－ 3275072－ 668－ 3275

■出張申請
　詳しくは市ホームページをご確認ください。

日時 場所
1/5 ㈭ 10:00 ～ 16:00 大宮地区公民館（加守町4丁目）
1/12 ㈭ 10:00 ～ 16:00 山直市民センター（三田町）
1/17 ㈫ 13:00 ～ 16:00 葛城上地区公民館（塔原町）
2/1㈬ 10:00 ～ 16:00 山滝地区公民館（稲葉町）
2/8㈬ 10:00 ～ 12:00 山滝支所（内畑町）
2/10 ㈮ 10:00 ～ 16:00 光明地区公民館（尾生町）
2/14㈫ 10:00 ～ 16:00 八木市民センター（池尻町）

　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。
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

■延長開庁と休日開庁
受付時間延長日 休日開庁日

1/20 ㈮、2/20 ㈪ 9:00 ～ 19:00 1/8 ㈰、2/5㈰ 9:00 ～ 15:00

つくろう！ マイナンバーカード

■マイナポイントの手続きは 2月末まで！
　昨年 12 月末までにマイナンバーカードを申請した
人が対象です。詳しくは総務省ホームページをご確認
ください。

対象経費（上限3万円）
①公証人手数料令に定められた公証
人手数料 
②家庭裁判所の調停申し立てまたは裁
判に要する収入印紙代、郵便切手代
③戸籍謄本等添付書類取得費用

電子図書館ホームページ電子図書館ホームページ

広
告

日時 場所
1/11 ㈬
19:00 ～ 20:00

福祉総合センター
（野田町1丁目）

1/12 ㈭
19:00 ～ 20:00

東岸和田市民セン
ター（土生町4丁
目  リハーブ4階）

1/14 ㈯
10:00 ～ 11:00

桜台市民センター
（下松町4丁目）

1/15 ㈰
10:00 ～ 11:00

八木市民センター
（池尻町）

1/17 ㈫
19:00 ～ 20:00

春木市民センター
（春木若松町）

1/18㈬
19:00 ～ 20:00

山直市民センター
（三田町）
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都市計画案の縦覧

都市計画課にて案の縦覧を行いま都市計画課にて案の縦覧を行いま
す。都市計画に関係する住民及びす。都市計画に関係する住民及び
利害関係人は、縦覧期間中に意見利害関係人は、縦覧期間中に意見
書を提出することができます。書を提出することができます。
案件案件南部大阪都市計画特別用途地南部大阪都市計画特別用途地
区の変更　区の変更　縦覧期間縦覧期間１月１月3030日㈪～日㈪～
2月2月 1313 日㈪　日㈪　意見書提意見書提出・出・問問２月２月
1313 日㈪（必着）までに直接また日㈪（必着）までに直接また
は郵送（案件名、住所、氏名、電は郵送（案件名、住所、氏名、電
話番号、意見を記入）で都市計画話番号、意見を記入）で都市計画
課都市計画担当へ〒課都市計画担当へ〒 596－ 8510596 － 8510
 423－ 9629423－ 9629

大門公園が事業認可されました

岸和田都市計画公園事業 3・3・
202 － 13 号大門公園（箕土路町
3丁目）が事業認可されました。
関係図書は令和8年 3月 31日ま
で水とみどり課で縦覧できます。
問水とみどり課整備担当 423
－ 2370

掛金の一部を補助
退職金共済にご加入を

詳しくは市ホームページをご確認
ください。
対１月１日現在、常時雇用の従業
員が 50 人未満の市内事業所で、
令和２年２月以降「中小企業退職
金共済制度」または「特定退職金
共済制度」に加入し、掛金の全額
を事業主が負担している事業所　
補助期間事業所の加入から満２年
（24カ月）を限度とした昨年１月
～ 12 月分　補助金額従業員１人
につき掛金の 10％（月額 800 円
を上限とする）　申・問２月 10 日
㈮（必着）までに申込用紙に必要
事項を記入し、直接ま
たは郵送で産業政策課
労働政策担当へ〒 596

－ 8510  423－ 9621

防災行政無線（同報系）
運用基準を策定しました

市内各所に設置されているスピー
カーから音声を発信する防災行政
無線の効果的かつ円滑な運用を図
るため、「防災行政無線（同報系）
運用基準」を策定しました。自然
災害や武力攻撃事態など、昼夜を
問わず発信する必要があるものな
どを規定しています。「避難情報」
などの緊急を要する場合は、放送
前にサイレンを鳴らし、その他の
場合は、放送前後にチャイムを鳴
らします。
問危機管理課 423－ 9437

再生原料古紙売買等業務委託
条件付き一般競争入札を行います

市役所本庁舎などから排出される
古紙類を収集し、再生原料として
処分した後、契約による売払い代
金を市へ納入する事業者を条件付
き一般競争入札で募集します。申
し込み方法など詳しくはお問い合
わせいただくか、市ホームページ
をご確認ください。
入札日２月14 日㈫　申込期間１
月10 日 ㈫ ～23日 ㈪　
問総務管財課総務・統
計担当 423－ 9531

令和 5年度入札参加資格
審査申請を受け付け

申請には市指定の書類（市ホーム
ページからダウンロード可）が必
要です。②③の両方を申請する場

合は、1つのファイルにまとめて
ください。
■①工事、測量・建設コンサルタ
ント ②物品（水道・病院資材
を含む） ③業務委託
対①全ての業者 ②③現在登録し
ていない業者　申・問１月 23 日
㈪～ 2月 3日㈮（当日消印有効）
に郵送で契約検査課へ〒 596 －
8510　①工事契約担当 423 －
9547 ②物品契約担当 423 －
9548 ③検査担当 423－ 9552

ねずみ駆除薬を無料配布

希望者に駆除薬を無料で配布しま希望者に駆除薬を無料で配布しま
す。配布期間外でも駆除の相談がす。配布期間外でも駆除の相談が
あれば無料で配布します。あれば無料で配布します。
配布期間配布期間１月１月 1616 日㈪～ 2月日㈪～ 2月 2828
日㈫（土・日曜日、祝日を除く）　日㈫（土・日曜日、祝日を除く）　
場場環境事務所（土生町 2丁目 4環境事務所（土生町 2丁目 4
－－ 3030）　）　問問廃棄物対策課地域美化廃棄物対策課地域美化
担当担当 423－ 9444423－ 9444

固定資産税課からのお知らせ

■①償却資産の申告は
　1月 31日㈫までに
償却資産とは、事業に使用する資
産（構築物、機械、器具、備品など）
のことで、土地や家屋と同様に固
定資産税の課税対象です。所有者
は法令に基づき、毎年１月１日現
在の市内における資産状況を市へ
申告する必要があります。昨年中
に新しく設立した事業所や、昨年
に引き続き申告が必要な事業所な
どに対し、申告案内を送付してい

ますので、１月 31 日㈫までに必
ず申告してください。市内に償却
資産を所有している事業所で、案
内が届いていない場合はご連絡く
ださい。なお、申告にはインター
ネットによる電子申告「eLTAX」
も利用できます。詳し
くは市ホームページを
ご確認ください。
■②太陽光発電設備を設置した時は
太陽光パネルなどの太陽光発電設
備（再生可能エネルギー発電設備）
も固定資産税の課税対象となり、
償却資産（固定資産）として市へ
の申告が必要な場合があります。
次表の申告対象に該当する場合は
ご連絡下さい。

■③太陽光発電設備を設置した
　土地の評価・課税
太陽光発電設備を設置した土地は、
利用状況から判断し、地目を宅地
または雑種地に認定します。その
ため、農地や山林などを太陽光発
電設備用地として利用した場合は
評価額や税額が大きく上がります。
詳しくはお問い合わせください。
問①②固定資産税課管理・償却資
産担当 423 － 9426 ③土地担
当 423－ 9427

児童扶養手当の振り込み

児童扶養手当（11・12 月分）を
1月 11 日㈬に受給者の口座に振
り込みます。通帳記入のうえご確
認ください。
問子ども家庭課子育て給付担当

423－ 9624

広告掲載については広告掲載については 合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072－ 275－ 5449072－ 275－ 5449 ㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06－ 6226－ 131406－ 6226－ 1314 ㈱宣成社㈱宣成社 06－ 6222－ 688806－ 6222－ 6888 ㈱ウィット㈱ウィット 072－ 668－ 3275072－ 668－ 3275

広
告

お知らせ

税金

設置者
発電規模

10kW以上 10kW
未満売電あり 売電なし

個人
（住宅用）申告対象 対象外 対象外

個人
（事業用）発電規模や売電の有無に

関わらず申告対象
法人

子育て
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広
告

麻しん（はしか）・風しん
予防接種を受けましょう

麻しん（はしか）・風しん予防接
種の 2 期（小学校就学前年児）
の接種期限は 3 月 31 日㈮です。
接種期間を過ぎると 10,000 円程
度の費用が必要になります。早め
に接種しましょう。
対・期間▶ 1期…1 歳から 2 歳の
誕生日の前日まで ▶ 2期…平成
28 年 4 月 2 日～ 29 年 4 月 1 日
生まれ（3 月 31 日㈮までに接種）　
場市内実施医療機関　持ち物母子
健康手帳、予診票（予診票がない人
は、お問い合わせください）　問保
健センター 423 － 8811

国民年金のお知らせ

■ 20歳がスタート国民年金
国民年金は、皆さんが今の高齢者
世代を支え、将来、子ども世代に
支えてもらう世代間扶養の仕組み
です。20 歳を迎えた人には、日
本年金機構から、国民年金に加入
した旨を通知します。保険料の納
付が困難な場合は、学生納付特例

や納付猶予など、保険料の支払い
を猶予する制度があります。詳し
くはお問い合わせください。
■保険料の納付は
　２年分の前納がお得
国民年金には、保険料を口座振替
でまとめて前払いすると割り引き
になる前納制度があります。２年
分前納すると、約 15,000 円割り
引きされ、大変お得です。また、
前納した全額が社会保険料控除の
対象となります（各年分に分割
も可）。期間は令和 5 年４月から
２年分です。２月末までに、年金
手帳、通帳、金融機関届出印を持
って、市民課国民年金担当または
各金融機関（申請用紙があるか事
前にご確認ください）でお申し込
みください。口座振替に加え、現
金・クレジットカード納付につい
ても、割り引き額の大きい２年前
納が利用できます。詳しくはお問
い合わせください。
問貝塚年金事務所431－1122、
市民課国民年金担当423－9460

国民健康保険・
後期高齢者医療保険・介護保険
納付状況のお知らせを送付

確定申告などの際、前年 1 月から
12 月に納付した国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料・介護保険
料は、社会保険料控除の対象とな
ります。それぞれの保険料を本市
に納められた人に、1 月下旬に各
担当から保険料納付状況のお知ら
せを送付します。②③の保険料を

保険・年金

項目 対象
①国民健康
　保険料

保険料を納付した全ての
納付義務者

②後期高齢
者医療
　保険料

普通徴収（口座振替、納
付書払い）で保険料を納
付した人、遺族年金か障
害年金から特別徴収（年
金天引き）で保険料を納
付した人

③介護
　保険料

65 歳以上で、普通徴収
で保険料を納付した人、
遺族年金か障害年金から
特別徴収で保険料を納付
した人

▶中央校区連合こども会＝児童の熱中症予防にスポーツドリンク
７ケース　▶医療法人清翔会＝まち・ひと・しごと創生寄附活
用事業に現金　▶岸和田中央ライオンズクラブ＝医療型児童発
達支援センターいながわ療育園に絵本 23 冊、テンピュール枕２
個　▶国際ソロプチミスト大阪－南＝市制施行 100 周年記念事
業 小中学校絵画作品展入選賞にペン 100 本、缶入り色鉛筆 300
セット　▶岸和田市グラウンド・ゴルフ連盟＝福祉活動に 6,900
円　▶国際ロータリー第 2640 地区岸和田東ロータリークラブ＝
新型コロナウイルス感染症対策に自動消毒薬液噴霧供給器 37 個、
CO₂ 濃度モニター 22 個
【ふるさと寄附・11月分】▶ 131,331,000 円（1,981 件）

ご寄附ありがとうございます（寄附順・敬称略）健康・福祉

遺族年金・障害年金以外の年金か
ら天引きされている人には、1 月
下旬に日本年金機構などの年金保
険者から「公的年金等の源泉徴収
票」が送付されます（市からは送
付しません）。
問①健康保険課収納担当 423 －
9459 ②健康保険課後期高齢者医
療担当 423 － 9468 ③介護保険
課保険料担当 423 － 9475

後期高齢者医療保険料・介護保
険料の納付書を送付しました

保険料を納付書払いで納めている
人へ発送しました。納期限内の納
付をお願いします。
■後期高齢者医療保険料
納期限７期…１月 31 日㈫、8 期
…２月 28 日㈫、９期…３月 31
日㈮　問健康保険課後期高齢者医
療担当 423 － 9468
■介護保険料
納期限10 期…１月 31 日㈫、11
期…２月 28 日㈫、12 期…３月
31 日㈮　問介護保険課保険料担
当 423 － 9475

岸和田税務署
確定申告はスマホから

マイナンバーカードなどを利用し、
スマートフォンやパソコンで自宅
から e-Tax で確定申告ができま
す。入力方法を動画で紹介してい
ますので、ぜひご覧く
ださい。
問岸和田税務署 438
－ 1341

近畿職業能力開発大学校
メカトロニクス技術科学生募集

近畿職業能力開発大学校は「企業
の製造現場での最新の技能・技術」
に対応できる人材を育成する国立
の工科系大学校です。令和 5 年
度メカトロニクス技術科の学生を
募集します。詳しくはホームペー
ジをご確認ください。
問近畿職業能力開発大
学校 489 － 2112

その他の
お知らせ
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産業活性化推進委員会
市民委員を募集

「新・産業ビジョン岸和田（岸和田
市産業振興基本計画）」の進捗や
施策について市民の立場で意見を
述べる市民委員を募集します。会
議は令和5・6年度に各3回程度、
平日昼間に2～3時間開催します。
テーマ今後の岸和田市に求められ
る産業活性化施策について（「新・
産業ビジョン岸和田〈岸和田市産
業振興基本計画〉」を読んだうえ
で、市内の産業が抱える課題を一
つ選択）　対会議に出席できる 18
歳以上の意欲のある市内在住・在
勤・在学者（既に他の委員となっ
ている人を除く）　任期委嘱日～
令和7年 3月 31日　募集人数２
人程度（書類選考）　報酬１会議
につき 9,000 円　申・問１月 4日
㈬～ 27日㈮（必着）に直接また
は郵送・ファクス・電子メール（テ
ーマについて800字程度のレポー
ト、住所、氏名、年齢、性別、職
業、電話番号、市民活動などの経
歴、応募動機を記入）で産業政策
課産業振興担当へ〒 596 － 8510　
 423 － 9618　 423 － 6925　
{sangyo@city.kishiwada.osaka.
jp　※QRコードからも応募でき
ます。レポートは手書きの場合、
400 字詰め原稿用紙または所定
の応募用紙で、パソコ
ンの場合はＡ4サイズ
で提出してください。

ファミリーロード参加団体を募集

市と協力しながら、継続的に市道
の清掃や緑化などの美化活動に取
り組み、きれいなまちづくりに参
加しませんか。活動の中で、市は
サイン板の設置、清掃道具の貸し
出し、ボランティア保険料の負担、
ごみの回収を行います。
対月 1回以上の美化活動ができ
る団体や企業　申・問２月 10 日

㈮までに電話で建設管理課道路管
理担当423－ 9497

“竹まつり”サポーター募集

市制施行100周年記念事業である
“竹まつり”がゆめみヶ丘岸和田
で 3月に開催されます。ワーク
ショップやミーティングに参加し
て一緒に“竹まつり”を盛り上げ
ましょう。詳しくは専用ホームペ
ージをご確認ください。
申QRコードから　問丘
陵地区整備課 423－
9658

岸和田市観光振興協会
事務局長を公募

市の観光事業の企画・立案など、観
光や地域活性化を図る上での要と
なる事務局長を公募します。詳しく
はホームページをご確認ください
採用人数１人　採用予定日４月１
日　申・問２月1日㈬午後5時（必
着）までに次表の提出書類を直接
または簡易書留郵便で岸和田市
観光振興協会へ〒 596
－ 0074 本町 11 － 23　
 436－ 0914

。

広告掲載については広告掲載については　　合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072 － 275 － 5449072 － 275 － 5449　　㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06 － 6226 － 131406 － 6226 － 1314　　㈱宣成社㈱宣成社 06 － 6222 － 688806 － 6222 － 6888　　㈱ウィット㈱ウィット 072 － 668 － 3275072 － 668 － 3275

広
告

貯木場の利活用に関する
アイデアを募集

本市と忠岡町にまたがって立地す
る木材港地区の貯木場など（約
94ha）の利活用に関するアイデ
アや求められる機能に関する意見
を募集しています。詳しくは市ホ
ームページをご確認ください。
提出・問産業政策課に備え付けの
意見公募用紙（市ホームページ
からダウンロード可）
を１月 31日㈫までに
直接またはファクス・
電子メールで産業政
策課産業振興担当へ

423－9618　423
－ 6925　{sangyo@
city.kishiwada.osaka.
jp　※QRコードから
も提出できます。

農業委員・
農地利用最適化推進委員を募集

市農業委員会の委員の任期満了に
伴い、次期委員を募集します。対
象や業務内容など、詳しくはお問
い合わせいただくか、市ホームペ
ージをご確認ください。
任期令和５年７月 20 日から３年
間　応募期間１月 6日㈮～ 31日
㈫　問農業委員会事務局423－
9704

募集

ワークショップ作品イメージワークショップ作品イメージ

提出書類

①履歴書　
　（直近3カ月以内の顔写真貼付）

②職務経歴書（現在までの職歴や主な
業務を記入。書式自由）

③ 2,000 字程度のレポート
※A4縦サイズ・横書きで、テーマ「本
市の観光の課題と岸和田市観光振
興協会が担うべき役割」について。

④長形3号の返信用封筒
　（84 円切手を貼付し、申込者の住
所・氏名を記入）

　各資料と意見公募用紙は各提出先や広
報広聴課情報公開コーナー、各市民センター、山滝支所（内畑町）
に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。
提出意見公募用紙に必要事項を記入し、各提出期間（必着）に直
接または郵送・ファクスで各提出先へ
※市ホームページ「意見聴取制度（パブリックコメント）」からも
提出できます。
■地域防災計画の改訂
　市民の生命、身体及び財産を災害から保護し、被害を軽減する
総合的な計画「地域防災計画」の改訂を予定しています。
提出・問１月 10 日㈫～ 2 月 9 日㈭に危機管理課へ〒 596－
8510　 423 － 9437　 423 － 6933
■交通まちづくりアクションプラン【基本計画編】【地域公共交
通計画編】【総合交通戦略編】（案）
　公共交通に関連する計画について、上記案の策定を進めています。
提出・問１月 13日㈮～ 2月 13日㈪に市街地整備課交通政策担当
へ〒596－8510　423－9656　437－9171　{shiseibi

　@city.kishiwada.osaka.jp　※電子メールでも提出できます。
■新行財政改革プラン（案）
　将来にわたって質の高い市民サービスを持続的に提供する体制
を築くため、今後の行財政運営の方向性を定めた「新行財政改革
プラン」を策定します。
提出・問１月 17 日㈫～ 2月 16 日㈭に行財政改革課へ〒 596 －
8510　 423－ 9405　 423－ 6749

意見公募（パブリックコメント）
市政にご意見をお寄せください

詳しくは
こちらから

提出は
こちらから
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　申込書は各担当課で配布または各ホームページからダウンロードできます。
詳しくは各ホームページをご確認ください。採用は４月１日の予定です。正職員・会計年度任用職員などを募集

岸和田市で一緒に働きませんか？

■教育委員会
　会計年度任用職員
職種など表③のとおり
試験日１月 21日㈯
試験会場市職員会館
申込書配布・受付・問１月 5
日㈭～ 18 日㈬に直接、
教育委員会総務課人事・
給与担当へ423－9606

③教育委員会　会計年度任用職員（免許は採用予定日時点で取得済みの場合を含む）

職種 対象 勤務時間など 勤務地 試験 募集
人数

学校給食センター
管理栄養士

管理栄養士免
許を有する人

8時 30分～ 16時 15分（休憩 45分）
週4日勤務

学校給食センター
（岸の丘町3丁目）

面接・
適性検査 1人

小学校給食栄養士 栄養士免許を
有する人

8時 30分～ 16時（休憩 45分）
週5日勤務（冬季・春季休業期間は勤務なし。
夏季休業期間は3～ 5日程度勤務あり）

市内の各小学校 面接・
小論文 1人

小中学校介助員 －
8時～ 16時（休憩 45分）
週5日勤務（冬季・春季休業期間は勤務なし。
夏季休業期間は3～ 5日程度勤務あり）

東光小学校（別所町 2
丁目）または岸城中学
校（野田町2丁目）

面接 2人

幼稚園教育担当員
（預かり保育担当）

幼稚園教諭免
許を有する人

12時30分～18時（水曜日は12時～18時）
週5日勤務 市内の各幼稚園 面接 10人

部活動推進
コーディネーター －

9時～ 16 時 45分（休憩 45分）週4日勤務、
または 10時～ 16 時 30 分（休憩 45分）週
5日勤務

市役所（岸城町） 面接・小論文
・適性検査 1人

①会計年度任用職員（学歴や資格などは採用予定日時点で卒業または取得済みの場合を含む）

職種 対象 募集人数
一般事務 高等学校卒業程度の学力を有する人 15人程度
文化国際課事務 高校卒業程度の学力を有し、日常的な英会話・英訳ができる人 1人

DV相談員

㋐～㋓いずれかに該当する人
㋐大学で社会福祉及び心理学の課程を修めた人
㋑社会福祉士資格を有する人
㋒社会福祉主事として1年以上福祉事業に従事した人
㋓DVや各種相談の実務経験を1年以上有する人

1人

生活保護
面接相談員

㋐～㋔いずれかに該当する人
㋐社会福祉士資格を有する人
㋑精神保健福祉士資格を有する人
㋒生活保護ケースワーカーの経験を1年以上有する人
㋓福祉関係の面接相談員の経験を1年以上有する人
㋔介護支援専門員（ケアマネジャー）の資格を有する人

2人

生活保護
就労支援相談員

公共職業安定所で求職相談業務に1年以上従事した経験を有
する人 2人

生活保護
医療相談員

㋐㋑いずれかに該当する人
㋐保健師資格を有する人
㋑看護師または准看護師資格を有する人

1人

生活保護
介護相談員

介護支援専門員（ケアマネジャー）として、1年以上サービ
ス計画の作成業務などの実務経験を有する人 1人

生活保護
他法活用調査員

日本年金機構（社会保険事務所）で1年以上勤務した経験を
有する人 2人

保健センター
歯科衛生士 歯科衛生士資格を有する人 1人

介護認定
調査員

介護福祉士、介護支援専門員（ケアマネジャー）、看護師、准看
護師の免許・資格を有する人、または介護に係る保健、医療、福
祉に関する知識と経験を有し、原動機付自転車を運転できる人

3人

総合通園センタ
ーバス運転手 中型免許（8トン限定を除く）または大型免許を有する人 2人

■会計年度任用職員
職種など表①のとおり
試験日１月 22日㈰または 29日㈰
試験会場市職員会館（岸城町）
申込書受付・問１月４日㈬～ 19 日㈭に直接、人事課人事
能力開発担当へ 423－ 9412

■市民病院正職員
　変則勤務（Ⓑは夜間勤務も）が可能な人に限ります。
職種など表②のとおり
試験ⒶⒸは１月22日㈰に専門試験と面接を市民病院（額
原町）で Ⓑは申込者と調整し試験日を決定
申込書受付ⒶⒸは１月5日㈭～13日㈮（必着）にⒷは随時、
直接または郵送で経営管理課へ〒 596―8501
問経営管理課 445－ 1000
②市民病院正職員（Ⓒの資格は今春取得見込みを含む）

職種 対象 募集人数

Ⓐ診療情報管理士 昭和 63 年 4 月 2日以降に生まれ、
診療情報管理士資格を有する人 1人

Ⓑ診療放射線技師
昭和 48 年 4 月 2日以降に生まれ、
診療放射線技師免許を有し放射線治
療に関する診療業務の経験を通算5
年以上有する人

1人

Ⓒ医療ソーシャル
　ワーカー

昭和 58 年 4 月 2日以降に生まれ、
社会福祉士資格を有する人 1人

■幼稚園、小・中学校の講師登録者を随時募集
　幼稚園、小・中学校で働く講師を募集しています。登録は随時受け付け、年度途中の採用もあります。年齢・
経験は問いません。詳しくはお問い合わせください。また、教員免許に関する相談なども受け付けています。
対教員免許を有する人
問教育委員会総務課人事・給与担当 423－ 9606

・適性検査

広
告
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退職手当（全職種）
退職
理由

退職手当支給率 平均支給額
（令和3年度決算）勤続20年 勤続25年 勤続35年 最高限度

自己都合 19.6695 カ月 28.0395 カ月 39.7575 カ月 47.7090 カ月 151万3千円
応募認定 24.586875 カ月 33.27075 カ月 47.7090 カ月 47.7090 カ月 2,031万3千円

定年 24.586875 カ月 33.27075 カ月 47.7090 カ月 47.7090 カ月 2,228万3千円
※応募認定には、定年前早期退職特別措置（組織の活性化や職員の適正な新陳代謝を図るため

の制度）として２％～ 45％の加算措置があります。

④ 職員手当の状況（令和４年４月１日現在）

期末・勤勉手当（令和4年度の支給割合）
支給 期末手当 勤勉手当 計
6月 1.2カ月 0.95カ月 2.15カ月

12月 1.2カ月 0.95カ月 2.15カ月
計 2.4カ月 1.90カ月 4.30カ月

扶養・住居・通勤手当
区分 内容

扶養
手当

・配偶者、扶養親族（その他）6,500円
　ただし部長級は 　             3,500円
・扶養親族（子）　 　　 　10,000円
　16～22歳の子に　  　  5,000円加算

住居
手当

・契約者かつ家賃支払者 
　家賃額に応じ支給：限度額28,000円

通勤
手当

・交通機関利用者  　　　   　　　実費
・交通用具利用者 用具・距離別に支給
・２km未満の者　  　　     支給なし

市職員の給与・職員数の状況

② 職員給与費等の状況（令和３年度普通会計決算）と１人当たり給与費  
    の過去５年間の推移

職員数（Ａ） 1,304 人

給
与
費

給料 46 億 1,411 万円
職員手当 11 億 6,000 万 9 千円

期末・勤勉手当 19 億 8,002 万円
計（Ｂ） 77 億 5,413 万 9 千円

1 人当たり給与費（Ｂ / Ａ） 594 万 6 千円
1 人当たり共済費 121 万 7 千円

年度 1 人当たり給与費
平成 29 年度 593 万 6 千円
平成 30 年度 599 万 6 千円
令和元年度 602 万円
令和 2 年度 599 万 7 千円
令和 3 年度 594 万 6 千円

① 人件費の状況（令和３年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（令和 4 年 1 月 1 日現在） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ / Ａ）

19 万 853 人 853 億
2,045 万円

22 億
7,635 万円

124 億
5,335 万円 14.6%

※人件費には、退職手当及び市長や議員、各行政委員などの特別職に支給される給料、報酬
などを含みます。

⑥ 部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

　　　
　　　　　　　

職員数（人） 対前年度
主な増減事由令和

3年
令和
4年 増減数 増員 減員

普
通
会
計

（
福
祉
関
係
を
除
く
）

一
般
行
政

議会 9 9 0 0 0

総務 189 194 5 10 -5
業務増（+5）
その他(+5)
事業見直し(-3)
その他(-2)

税務 63 66 3 3 0 その他（+3）
労働 2 2 0 0 0
農水 18 18 0 0 0
商工 11 12 1 1 0 業務増(+1)

土木 96 101 5 6 ー1
業務増（+3）
その他（+3）
その他（-1）

小計 388 402 14 20 ー6

福
祉
関
係

民生 383 387 4 11 ー7
業務増（+6）
その他(+5)
その他(-7)

衛生 77 84 7 7 0 業務増(+7)
小計 460 471 11 18 ー7

一般行政部門計 848 873 25 38 ー13

特
別
行
政

教育 277 274 ー3 5 ー8
業務増（+1）
その他(+4)
その他(ー8)

消防 179 178 ー1 0 ー1 その他(ー1)
特別行政部門計 456 452 ー4 5 ー9
普通会計の計 1,304 1,325 21 43 ー22

公
営
企
業
等
会
計

病院 570 567 ー3 0 ー3 その他(ー3)

水道 51 51 0 1 ー1 業務増（+1）
その他(ー1)

下水道 30 31 1 1 0 その他(+1)

その他 59 60 1 2 -1
業務増（+1）
その他（+1）
その他（–1）

公営企業等
会計部門計 710 709 ー1 4 -5

総合計 2,014 2,034 20 47 ー27

部門
区分

③ 一般行政職の初任給、経験年数別給料月額及び平均給料月額と平均年齢
　（令和４年４月１日現在）

平均年齢 41歳
平均給料月額 31万2,504円

区分 大学卒 高校卒
初任給 19万0,400円 16万1,600円

採用２年後 20万2,400円 17万1,700円
経験年数 10年～14年 26万2,560円 24万1,600円
経験年数 15年～19年 31万2,713円 27万7,020円
経験年数 20年～24年 35万4,755円 32万4,829円
経験年数 25年～29年 39万6,705円 35万8,900円
経験年数 30年～34年 42万7,557円 38万3,120円

経験年数 35年以上 43万9,919円 40万8,900円

※経験年数は、卒業後直ちに採
用され引き続き勤務している
場合の採用後の年数です。

　市職員の給与は、予算を議会に提案するときに、給与費の説明書を添えて公
表しています。市民の皆さんに市職員の給与などの実態をより一層理解してい
ただくため、次の６項目についてお知らせします。
問人事課給与担当423－9413

特殊勤務手当（令和3年度決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合 24.9％
支給対象職員１人当たり平均支給年額 6万3,321円

代表的な手当の名称 清掃業務、消防業務、税務業務

時間外勤務手当
（令和3年度決算）

支給総額 3億1,945万円
職員１人当た
り支給年額 24万1,094円

地域手当（令和4年４月１日現在）
支給率 ６％

支給対象職員数 1,325人
支給対象職員１人当たり

平均支給年額（令和3年度決算）
22万

5,771円

④ 職員手当の状況（つづき）

給料・報酬月額
市　長 99万円
副市長 85万円
教育長 75万円
議　長 66万円
副議長 63万円
議　員 60万円

⑤ 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）
期末手当（令和4年度の支給割合）

支給 市長 副市長・教
育長

議長・副議
長・議員

6月 2.075カ月 2.075カ月 2.025カ月
12月 2.225カ月 2.225カ月 2.175カ月

計 4.30カ月 4.30カ月 4.20カ月

広告掲載については広告掲載については　　合ＩＭ総合企画合ＩＭ総合企画 072 － 275 － 5449072 － 275 － 5449　　㈱朝日オリコミ大阪㈱朝日オリコミ大阪 06 － 6226 － 131406 － 6226 － 1314　　㈱宣成社㈱宣成社 06 － 6222 － 688806 － 6222 － 6888　　㈱ウィット㈱ウィット 072 － 668 － 3275072 － 668 － 3275

広
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※職務上の段階、職務の等級などによる
加算措置があります。

※職員数には、外部への派遣職員も含まれ、実際の配置職員数とは異
なります。
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講座 対象 日時 場所

①

自由来館
「さくら」
（15 組程度。
出入り自由）

未歩行児
（妊婦も可）

月・水・金曜日
13 時～ 15 時

（1/13 ㈮を除く）

子育て支援
センター
さくらだい

②
あかちゃん
ひろば

（全 3 回。10 組）

3 カ月～
1 歳未満

1/24 ㈫・31 ㈫、
2/7 ㈫
10 時～ 11 時

子育て支援
センター
さくらだい

③ あかちゃんパーク
（15 組程度） 未歩行児 1/17 ㈫

10 時～ 11 時
保健センター

（別所町 3 丁目）

④ ぺんぎんひろば
（15 組程度）

歩行始め～
3 歳未満

月曜日、1/5 ㈭・
6 ㈮・12 ㈭・18
㈬・25 ㈬・27 ㈮
10 時～ 11 時

子育て支援
センター
さくらだい

⑤ あそびのひろば
（20 組程度）

歩行始め～
就学前児童

1/26 ㈭
10 時～ 11 時半

男女共同参画
センター

（加守町 4 丁目）

⑥ ふれんどパーク
（雨天中止） 就学前児童

1/11 ㈬
10 時～ 11 時

箕土路公園
（箕土路町2丁目）

1/19 ㈭
10 時～ 11 時

東岸和田公園
（土生町）

⑦ 親子であそぼう！
（15 組程度） 就学前児童 1/21 ㈯

10 時～ 11 時
桜台市民センター

（下松町 4 丁目）

⑧ こやぎちゃん
ルーム 就学前児童 2/1 ㈬

10 時～ 11 時
八木市民センター

（池尻町）

⑨ ぐりぐらくらぶ
（5 組程度）

就学前の多胎
児（妊婦も可）

1/13 ㈮
14 時半～ 15 時半

春木市民センター
（春木若松町）

⑩ ぷちパパ・ぷち
ママ（5 組程度）

妊婦と
その配偶者

1/10 ㈫
13 時半～ 14 時半

子育て支援センタ
ーさくらだい

⑪
クローバー
ひろば

（5 組程度）

子育てに悩む
保護者

1/13 ㈮
10 時～ 11 時

子育て支援
センター
さくらだい

　費用は無料です。保護者同伴でお越しください。
申電話で子育て支援センターさくらだいへ
※②は 1 月 10 日㈫から受け付け。初めて参加の保護者に限る。⑥

⑧は申し込み不要。

■子育て支援センターさくらだい
　尾生町 5 丁目　 445 － 1962

子育て支援センターの催し
保健センター （別所町 3 丁目）
■子育て世代包括支援担当  423 － 8812　 423 － 8833
・妊娠の届け出
　妊婦のマイナンバーと本人確認ができるものを持って、保健セン
ターへお越しください。助産師や保健師に妊娠・出産についての
相談ができます。
・こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）
　民生委員児童委員協議会の協力で、生後 2 カ月ごろの赤ちゃん
がいる家庭を訪問します。
・ママにっこり相談（予約制）
　産前産後や育児の心配事を助産師に相談できます。
■母子すこやか担当　 423 － 8811　 423 － 8833
・乳幼児健康診査（4 カ月児、1 歳 6 カ月児、2 歳 6 カ月児〈歯科〉、

3 歳児）
・離乳食講習会（申込先着 12 人。試食材料費 100 円）　
　随時、電話で申し込みを受け付けます。手話通訳または要約筆記
が必要な人は、1月 13 日㈮までに要相談。
対 3 ～ 12 カ月児の保護者
日・時1月 25 日㈬午後 1 時半～ 2 時半
保 3 ～ 12 カ月児（先着 5 人。1 月 10 日㈫午前 10 時から電話で

受け付け）

BABY INFORMATION

子育て情報子育て情報

相
談

教育相談
教育相談室
面談などは予約制
日・時月～金曜日 9 時～ 17 時
問 426－1035

育児相談
岸和田地域子育て支援センター
面談などは予約制
日・時月～土曜日 10 時～ 17 時
問 428－2880

子育て支援センターさくらだい
面談や家庭訪問などは予約制
日・時月～金曜日 9 時～ 17 時
問 445－1962

※各市立保育所では電話相談を実施しています。

記載のない市外局番は「072」です。記載のない市外局番は「072」です。

■岸和田地域子育て支援センター　
　下松町 4 丁目　光陽保育園内　 428 － 2880
　費用は無料です。雨天中止。詳しくはお問い合わせください。
対未就園児と保護者
場岸和田地域子育て支援センター

講座 内容 日時

キッズクラブ
『お正月遊び』

お正月には昔からの伝統や、日本の遊
び（たこあげや、こままわしなど）を
楽しみたいもの。手作りのおもちゃで、
お正月遊びをしませんか。

1/11 ㈬
9 時半～ 11 時半

園庭あそび
寒さに慣れることで、子どもの免疫力
アップが期待できます。寒さ対策をし
ながら園庭遊びを楽しみましょう。

水曜日
9 時半～ 11 時半

図書館 おはなし会
　各図書館サポーターなどによるおはなし会です。家族や友達と楽
しいひとときを過ごしましょう。②④は事前に申し込みが必要です

（④は前日から受け付け）。

名称 対象 日時 定員 場所・問合

① おはなし会 幼児
1/8 ㈰、2/5 ㈰
11 時から
20 分程度

当日先着
10 人程度

図書館本館
（岸城町）
 422 － 2142

② ちいさな
おはなし会

乳幼児
と

保護者

1/11 ㈬・18
㈬・25 ㈬
10 時半から
20 分程度

5 組
（申込先着順。
1組1回まで）

旭図書館
（土生町 4 丁目 
リハーブ3階）
 428 － 6200

③ おはなし会 小学生
以下

1/11 ㈬
16 時から
20 分程度

当日先着 6 人

④
だっこで
おはなし会
atさくらだい

乳幼児
と

保護者

1/19 ㈭
10 時半から
30 分程度

7 組程度
（申込先着順） 桜台図書館

（下松町 4 丁目）  
 428 － 9230

⑤ クララさんの
おはなし会

小学生
以下

1/14 ㈯
11 時から
30 分程度

当日先着
8 人程度

⑥ ミニ
おはなし会

乳幼児
と

保護者

1/28 ㈯
10 時半から
30 分程度

当日先着 6 人
春木図書館

（春木若松町）
 436 － 0679

⑦
ちいさな
おはなし
ひろば

乳幼児
と

保護者

1/24 ㈫
10 時半から
20 分程度

当日先着
10 人程度 八木図書館

（池尻町）  
 443 － 6849

⑧ おはなし
ひろば

小学生
以下

1/26 ㈭
16 時から
30 分程度

－

子育て情報

子育て情報はこちらでも配信中！

きしまる
アプリ

市ホーム
ページ
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自分たちが暮らすまちを地域のみんなでより良くしたい！と活動している
「地区市民協議会」のことを、皆さんは知っていますか。
今号では、地区市民協議会と地域のために活動している団体について紹介します。
問合　自治振興課協働推進担当 072－ 423－ 9740  072－ 423－ 6933

知っていますか？　「地区市民協議会」

地区市民協議会のあり
方を考える

「修斉地区まちづくり
基本構想」を策定！

「地区市民協議会」って
なあに？

地区市民協議会（以下、市民協）は、概
おおむ

ね小学
校区ごとにあるコミュニティ組織です。
　それぞれの地域は、地理的、社会的特徴が異
なっているため、抱えている課題やニーズもさ
まざまです。市民協は、自分たちの住む地域社
会をみんなの力で良くしていくことを目的に活
動しています。
　昭和 48年に初めて城北地区で市民協が設置
されてから、少しずつ広がっていき、平成12年
には市内のすべての小学校区に設置され、現在

全部で 20の市民協があります。地区公民館が
主な活動拠点になっています。

誰でも
活動に参加できるの？

　市民協は、その地域に住む人はもちろん、そ
の地域に通勤・通学している人やその地域で事
業をしている人たちも市民協の一員として、活
動に参加することができます。

どんなことを
しているの？

　市民協は、地域団体（町会、子供会、青年団、

民生委員・児童委員、PTAなど）と連携して、
地域コミュニティの活性化や地域の課題解決の
ため、さまざまな活動をしています。
　ライフスタイルが多様化している現在ですが、
活動に参加することで地域に知り合いが増え、
いろいろな繋がり・仲間ができるかもしれませ
ん。あなたも市民協の活動に参加してみません
か。活動に参加したい人は、自治振興課までお
問い合わせください。

修斉地区市民協議会の挑
戦

光明の未来をつくる福
祉懇談会の取り組み

旭・太田地区市民協議会の
活動

天神山地区市民協議会の
活動 地域から困っていることを少しでもなくしていけたら…

その地域はその分良くなっていくよね

「修斉地区まちづくりワークショップ」を開催し、自分たちの
まちづくり基本構想をつくりました。次は、「地区防災計画」！
楽しみながらまちおこし、まだまだ頑張りますよ！

まちづくり専門委員会の立ち上げ
　修斉地区はほとんど農地に指定されていて、家を建てたりできないん
です。北阪町の人から大阪外環状線（国道 170号）沿道の農地の土地活用
について相談を受けたんですが、修斉地区は神須屋町から北阪町まで縦
に長く、各町にもそれぞれ道路や土地活用など課題がある。それらをま
とめて要望書を提出しよう。それなら市民協という素晴らしい組織があ
るのだから、市民協でやりましょうということで、3年前にまちづくり
専門委員会を立ち上げたんです。
自分たちのまちづくり基本構想を策定
　初めは要望書ぐらいに思っていましたが、進めていくうちに「これじ
ゃあかん、市は振り向いてくれない。市には総合計画とか都市計画マス
タープランがあるから、市民側でもそういう計画を立てよう」と作った
のがこの「修斉地区まちづくり基本構想」です。アドバイザーに大学の
先生を迎え、いろいろ相談し、勉強会もしました。そしてワークショッ

プを 5回開催し、修斉地区の宝、課
題を出し合い、テーマごとに目指すべき将来
像を決めていきました。みんなで活発な話し
合いをし、昨年5月に完成したんです。
行動を起こし、続けていくことが大事。次は「地区防災計画」！
　今年からは、修斉地区の防災計画に取り掛かります。2～ 3年計画で作
ろうと考えています。先日、防災講座をしたんですが、たくさんの人が参
加してくれました。防災については関心が高いと思うので、町会、市民協
に関わって防災をやろうという人が増えてほしいですね。
　防災といえば、修斉地区は公園が少ないんです。防災上も公園が欲しい。
一時避難所としての公園ですね、防災資機材や備蓄倉庫も置けるような。
公園といえばグランピングができる農業公園も作りたい。田園風景を残し
ながら活性化を図る。夢物語でも言い続けることが大事、言わないうちに
諦めるより言い続ける！声を上げないと誰も振り向いてくれません。（笑）

みんなで JR東岸和田駅を色とりどりのお花で
いっぱいに！「ガーデニングショウ」

地域で愛される一大イベント
花火が夜空を彩る、「天神山夏祭り」

　旭・太田地区市民協とリハーブ全体管理組合、府岸和田土木事務所、
岸和田市で構成された協議会が主催し、毎年5月に JR東岸和田駅前
で「ガーデニングショウ」を開催しています。
　昨年は、個人が 78人と旭小学校、太田小学校、土生中学校、大阪
技能専門学校、ニチイケアセンターの5団体が参加し、合計 168 個
のバスケットで駅前を彩りました。

　天神山地区市民協では、毎年8月の第1土曜日に天神山小学校で夏祭
りを開催しています。夏祭りは「天神山を故郷と思ってもらえるような、
帰省のきっかけとなるような行事を」ということで企画され、昨年、3
年ぶりの開催となる29回目を迎えました。この夏祭りに参加するため
に地元・天神山に戻ってくる人も多いそうです。ビンゴ大会や屋台の出
店もあり、花火が上がる夜の8時頃には3,000人以上の人で賑

にぎ

わいます。

光明の未来をつくる
福祉懇談会
運営委員長
北野 正清さん

令和 3年 8月に行われた
第 1回ワークショップの
様子

令和4年 5月に完成した
修斉地区まちづくり基本構想

詳しくは
こちらから

　昨年 11月 22日に開催された
「修斉地区の宝をめぐるまち歩
き」。有真香会館～阿間河滝町の
石垣の町並み～奥家の椋

む く

～長屋
門坂～意

お が み

賀美神社～北阪八幡宮
～成願寺～宝照院～有真香会館という約4㎞を歩く
コースに参加された植田さんにお話を聞きました。
　「修斉地区の宝はもちろん知っていますが、より
詳しく歴史的なことを知りたいと思い、参加しまし
た。興味深いお話を聞かせていただき、とてもおも
しろかったです。こういう機会をもっと増やして、
修斉地区の魅力を知り、さらに地域のことを考える
人が一人でも多くなることを願います。」

植田 博子さん
（土生滝町在住）

修斉地区の魅力を再確認！
～修斉地区の宝をめぐるまち歩きに参加して～

阿間河滝町の石垣の町並み
危険箇所防止運動 歩道の清掃活動 川の清掃活動

市民スポーツカーニバル 総合防災訓練夜警

様子

令和4年 5月に完成した
修斉地区まちづくり基本構想

光明の未来をつくる福祉懇談会の活動
　平成 29 年に第 4 次岸和田市地域福祉計画・地域福祉活動推進計画が策
定され、そのモデル地区に光明地区が入ったことがきっかけで始めたの
が「光明の未来をつくる福祉懇談会」です。地域によって困っているこ
とは違います。それで、今、地域で困っていることや、5 年、10 年先
に困るであろうことを考え、その対応をしようと活動しています。まず、
本当に困っていることは何かを知るために、住民アンケート、各種団体
へのアンケートをとりました。その団体へのアンケートで、市民協でも
困っていることがあるとわかったんです。
時代に応じたやり方を。「市民協のあり方検討会」発足
私は、市民協では会長と体育部会長を務めました。市民協というのは 

地域の発展のためになくてはならないものです。市民協で困っているこ
とは、各町会からの事務局員の選出や部会の人数、そして各行事のあり方。
光明地区は町会によって人数が全然違う。行事が本当に楽しめているの

か、地域の人の交流の場となっているの
かという声もありました。そういうこと
を見直そうとしたら、組織自体を変えていく必要があるのではないかと
いうことで、令和3年 10 月に「市民協のあり方検討会」を発足しました。
過去 10 年間の事務局経験者と一緒に会議をして考え、それを市や社会福
祉協議会の協力を得ながら取り組んでいます。先日、「市民協のあり方検
討会」でまとめた内容を市民協の役員会に提案したところです。光明地
区市民協ができて 30年。今までやってきたことを否定するのではなく、
良いところは残しながら、時代に応じたやり方を考えていかなければい
けません。
みんながともに助け合って、住みやすいまちに
　市民協が地域コミュニティ活動のきっかけになって、そこから町会加入や
ご近所付き合い、仲間づくりに繋がるといいですね。高齢化や災害を考える
と、孤立する人がないようみんなで助け合っていかなければいけません。

か、地域の人の交流の場となっているの
かという声もありました。そういうこと

プを 5回開催し、修斉地区の宝、課
題を出し合い、テーマごとに目指すべき将来
像を決めていきました。みんなで活発な話し
合いをし、昨年5月に完成したんです。

修斉地区市民協議会
まちづくり専門委員会
副委員長
金田 隆行さん

特集

小学校区単位のまちづくり

住みやすい地域を
つくるために活動

行政

連携

地区市民協議会

各種
団体

町会
自治会

企業教育
機関

小学校区単位のまちづくり

住民

小学校区単位のまちづくり

市民
活動
団体

・連合運動会
・見守り活動

・地域の花植え
・避難訓練

・マラソン大会
・餅つき

・夏祭り
・たこあげ大会

・こども教室
　　　　など

活動例

わたしたちのまちをもっと元気に！
もっともっと住みやすく！
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新条地区公民館
活動団体登録説明会

来年度に登録を希望する団体は必
ず出席してください。
対市内在住・在勤者を主な構成員
とする５人以上の新規・更新グル
ープ　日・時１月 22 日㈰午前 10
時～ 11時　場・問新条地区公民館
（荒木町２丁目） 441 － 4123

自分らしく生きる道 ジェンダー
平等社会の実現をめざして
～一人ひとりの性と幸せとは～

自分らしく生きられる社会には何
が必要なのか一緒に考えましょう。
日・時１月 22 日㈰午後１時半～
３時半　場男女共同参画センタ
ー（加守町４丁目）　講真道ゴー
氏（元プロボクサー）　定60 人（当
日先着順）　保２歳～就学前児童
６人（申込先着順。１月 14 日㈯
までに要申し込み）　問岸和田女
性会議 080 － 4984 － 5226

ひとりひとりの力を活
い

かす
「ファシリテーション講座」

様々な意見やアイデアを引き出し、
まとめて話し合いをスムーズに進

めるためのスキルを身につけまし
ょう。
日・時１月28日㈯午後１時半～４
時半　場男女共同参画センター（加
守町４丁目）　講奥西春美氏（ホ
ワイトボード・ミーティング®認
定講師）　定30 人（申込先着順）　
保２歳～就学前児童６人（申込先着
順。１月21日㈯までに要申し込み。
傷害保険料100円）　申・問電話ま
たはファクス・電子メール（講座
名、住所、氏名、電話番号、保育
希望者は子の氏名・生年月日・性
別・アレルギーの有無を記入）で
男女共同参画センターへ441－
2535  441－ 2536　{danjo
c@city.kishiwada.osaka.jp

「男のええ加減料理」教室

対全回参加できる男性　日・内１月
29日㈰・石狩鍋、２月19日㈰・
カレー、３月12日㈰・煮込みハ
ンバーグ（全３回）　時午前 10時
～午後１時　場男女共同参画セン
ター（加守町４丁目）　講男のえ
え加減料理クラブ　費3,000円（材

QRコード（講座名、住所、氏名、
電話番号、参加人数、手話通訳の
要否、保育希望者は子の氏名・生
年月日を記入）から人権・男女共
同参画課人権推進担当へ 429－
9833  441－2536　{jinken
s@city.kishiwada.osaka.jp ※文
字通訳あり。手話通訳、
保育は１月 26 日㈭ま
でに要申し込み。

気象災害のことあなたはどれだけ
知っていますか？～今から備える、
身を守るための正しい知識～

気象災害における普段の心構えと
警戒レベルに応じた取るべき行動
を学びましょう。
日・時２月４日㈯午前10時半～正
午　場大宮地区公民館（加守町４
丁目）　講日本気象予報士会関西
支部　定20人（申込先着順）　保１
歳半～就学前児童６人（申込先着
順。１月 24 日㈫までに要申し込
み）　申・問電話または
QRコードから市立公
民館へ 423 － 9616

50代からの男のスターティング・
ノート～自分らしい人生のために～

「退職後の充実した人生」につい
て今から一緒に考えてみませんか。
対男性　日・時２月４日㈯午後１
時半～４時半　場男女共同参画セ
ンター（加守町４丁目）　講吉岡
俊介氏（シニア産業カウンセラー）　
定20 人（申込先着順）　申・問電
話またはファクス・電子メール（講
座名、住所、氏名、電話番号を記入）
で男女共同参画センターへ 441
－2535  441－2536　{dan
joc@city.kishiwada.osaka.jp

料費ほか。１月22日㈰までに持参）
定８人（申込先着順）　申・問電話
またはファクス・電子メール（講
座名、住所、氏名、電話番号を記入）
で男女共同参画センターへ 441
－ 2535  441－2536　{danj
oc@city.kishiwada.osaka.jp

『母娘関係』～母と娘それぞれの
人生のために～

母と娘の関係でしんどさを感じて
いませんか。性別役割分担意識を
押し付けず、相手を尊重すること
の大切さを学びましょう。
日・時１月29日㈰午後２時～４時　
場男女共同参画センター（加守町
４丁目）　講宮本由起代氏（大阪心
のサポートセンター代表）　定30人
（申込先着順）　保２歳～就学前児
童６人（申込先着順。１月 22 日
㈰までに要申し込み。傷害保険料
100 円）　申・問電話またはファク
ス・電子メール（講座名、住所、
氏名、電話番号、保育希望者は子
の氏名・生年月日・性別・アレル
ギーの有無を記入）で男女共同参
画センターへ 441 － 2535 

441 － 2536　{danjoc@city.kis
hiwada.osaka.jp

人権問題専門講座
「非行少年から更生支援者へ」

非行や犯罪に至った原因や立ち直
りまでの実体験をお話しします。
日・時２月２日㈭午後２時～４時　
場福祉総合センター（野田町１丁
目）　講野田詠氏氏（牧師）　定70
人（申込先着順）　保６カ月～就
学前児童５人（申込先着順。傷害
保険料100円）　申・問前日までに
電話またはファクス・電子メール・

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更になる場合があります。
催しなどに参加の際は、マスクを着用し感染症予防対策をお願いします。

イベント情報
費用は特に記載がない限り無料

対…対象　日…日程　時…時間
場…場所　内…内容　講…講師
費…費用　定…定員　保…保育
申…申し込み　問…問い合わせ
記載のない市外局番は「072」

暮らし

教室のイメージ

まちづくり実践プロジェクト
「もしもあなたが城主だったら？」

市制施行100周年記念事業

　段ボールで自分だけの大きなお城を作っ　段ボールで自分だけの大きなお城を作っ
て城主になりきりましょう。小学３年生以て城主になりきりましょう。小学３年生以
下は保護者同伴でお越しください。下は保護者同伴でお越しください。
日・日・時時１月１月 2929 日㈰午後１時半～４時日㈰午後１時半～４時
場場春木市民センター（春木若松町）春木市民センター（春木若松町）
講講工房パステルハウス工房パステルハウス
費費100100 円（傷害保険料）円（傷害保険料）
定定2020 組程度（申込先着順）組程度（申込先着順）
申・申・問問電話または電子メール（講座名、氏名、電話または電子メール（講座名、氏名、
電話番号を記入）で工房パステルハウス　電話番号を記入）で工房パステルハウス　
（数宝）へ（数宝）へ 443－
7220 {kobo_pa

　stel_house@yahoo.
co.jp

じゃがいも栽培・収穫体験

　「きしわだ生き　「きしわだ生き活活
い

き農業応援団」の指き農業応援団」の指
導のもと、たねいもの植え付けから収穫導のもと、たねいもの植え付けから収穫
までを行うまでを行う全４回の講座です。
初回日・時２月 18日㈯午前 10時
場神於山土地改良区内（尾生町）
費一畝

う ね

1,000 円（傷害保険料含む）
定30 組（抽選）
申・問１月20日㈮（必着）までにはがき
またはファクス（参加者全員の住所・
氏名・フリガナ・年齢・電話番号を記入）
で農林水産課農林
水産振興担当「じ
ゃがいも収穫体験」
係へ〒596－8510
 423－9488 

430－2272 昨年の収穫の様子

『避難所運営について学ぼう』
防災福祉コミュニティ協議会「防災講演会」

　特定非営利活動　特定非営利活動
法人（NPO）とれ法人（NPO）とれ
じゃーBOX 理事じゃーBOX 理事
長の大槻由美氏が、長の大槻由美氏が、
女性の視点を女性の視点を活活

い

かか
して運営した熊本して運営した熊本
地震での避難所運地震での避難所運
営の実例を踏まえ、地域防災の重要性・営の実例を踏まえ、地域防災の重要性・
取り組みをお話しします。取り組みをお話しします。
　災害時の避難所運営について一緒に　災害時の避難所運営について一緒に
考えましょう。考えましょう。
日・日・時時１月１月 2222 日㈰午前日㈰午前 1010 時～正午時～正午
場場福祉総合センター（野田町１丁目）福祉総合センター（野田町１丁目）
定定200200 人（当日先着順）人（当日先着順）
問問危機管理課危機管理課 423 － 9437

大槻由美氏
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味噌汁。～味噌汁と味噌玉づくり～

対成人　日・時２月19日㈰午前10
時～午後１時　場市立公民館（堺
町）　講山中弓子氏（全国学校調理
師連合会名誉会長）　費500 円（材
料費）　定16 人（抽選）　申・問２
月９日㈭までにQRコ
ードから市立公民館へ
 423 － 9616

特別展記念企画「キシワダワニ
の歯のレプリカをつくろう」

特別展「岸和田の海と山と人」の
最終日のイベントです。
対３歳以上（小学生以下は保護
者同伴で）　日・時１月 15 日㈰①
午後２時～３時 ②午後３時～４
時　場自然資料館（堺町）　講濱
塚博氏（自然資料館アドバイザ
ー）　費高校生以上 400 円（入場
料。同伴者も必要）　定各10人（①
②ともに当日午後１時半に抽選。
１家族あたり３人まで）　問自然
資料館 423 － 8100

冬のきしわだ恐竜教室

最新の恐竜研究のお話や恐竜の復
元、フィギュアの彩色を行います。
対小・中学生（小学生は保護者同
伴で。幼児同伴不可）　日・時１月

22日㈰午後１時半～４時　場自然
資料館　講徳川広和氏（恐竜造形
作家）、大阪公立大学恐竜愛好会
「ジェラシックパー君」　費500円
（材料費）　定20 人（抽選。１組
保護者を含む３人まで）　申・問１
月 16 日㈪（必着）までに往復は
がきまたは電子メール（参加者全
員の住所・氏名・年齢か学年・電
話番号を記入）で自然資料館「冬
の恐竜教室」係へ〒 596 － 0072
堺町６－５　 423 － 8100　{
sizen@city.kishiwada.osaka.jp

スペシャル実習「日本産アンモ
ナイト取り出し体験」

対小学生以上（小学生は保護者同
伴で。幼児同伴不可）　日・時１月
29日㈰①午後２時～３時 ②午後
３時 15 分～４時 15 分　場自然
資料館　講松永豪氏（自然資料
館専門員）　費高校生以上 200 円
（入場料。同伴者も必要）　定各10
人（抽選）　申・問１月16日㈪（必
着）までに往復はがきまたは電子
メール（参加者全員の住所・氏名・
年齢か学年・電話番号、希望時間
を記入）で自然資料館「アンモナ
イト」係へ〒596－ 0072堺町６
－５　 423 － 8100　{sizen@
city.kishiwada.osaka.jp

多肉植物の寄せ植え講習会

日・時２月25日㈯午後２時　場ま

なび中央公園管理棟　講溝口京子
氏（園芸研究家）　費1,500 円（材
料費）　定40 人（抽選）　申１月
25 日㈬（必着）までに往復はが
きまたは電子メール（住所、氏名、
フリガナ、電話番号を記入）でま
なび中央公園管理棟「多肉植物の
寄せ植え講習会」係へ〒 596 －0
044 西之内町 42－ 35 {midor
i-sports@kishiwada-park.jp
※窓口で申し込む場合は、返信用
はがきまたはメールアドレスが必
要です。 問岸和田市公園緑化協
会 441 － 9200

市立公民館講師デビュー
「はじめての子どもオカリナ講座」

対小学３～６年生　日・時１月28
日㈯、２月４日㈯・18日㈯午前10
時半～正午（全３回）　場市立公民
館（堺町）　講白井貴子氏（オカリ
ナ講師）　費1,100円（オカリナ購
入費）　定12人（抽選）　申・問１
月 17 日㈫までにQR
コードから市立公民館
へ 423 － 9616

第34回 親子で楽しくそろばん・
フラッシュ暗算体験会

初めてのそろばん学習向けの楽し
いイベントです。参加者にはそろ
ばん１丁をプレゼントします。
対市内在住の年中～小学２年生の
子と保護者（２人１組）　日・時２
月５日㈰午前９時半～正午（30
分前受け付け）　場岸和田商工会
議所（別所町３丁目）　定50組（申
込先着順）　申・問１月 11 日㈬午

前９時～ 27 日㈮午後５時にQR
コードから岸和田商工
会議所へ 439－ 50
23

おたのしみ実習
「のぞいてみようカレーのせかい」

カレーに使われるスパイスの植物
を観察したり、カードを集めて学
びましょう。希望する大人はオリ
ジナルスパイスづくりもできます。
対３歳以上（小学生以下は保護者
同伴で）　日・時２月５日㈰午後２
時～４時　場自然資料館（堺町）　
講てこぽこさんとはくぶつかん　
費200円（材料費。オリジナルス
パイスづくり希望者のみ）　定30人
（当日午後１時半に抽選）　問自然
資料館 423 － 8100

前向き子育てプログラム
（トリプルP）セミナー

トリプル Pの効果・子育て技術
を学びましょう。
対就学前児童の保護者、妊婦とそ
の配偶者　日・時２月14日㈫午前
10時～ 11時半　場保健センター
（別所町３丁目）　講家本めぐみ氏
（トリプルP認定ファシリテーター）　
定30 人（申込先着順）　保６カ月
～就学前児童 10人（申込先着順）　
申・問１月 11 日㈬午前 10 時から
電話で保健センターへ 423 －
8811

子育て

自然・環境

キシワダワニの歯のレプリカ

新春を飾る 「消防出初め式」新春を飾る 「消防出初め式」

　はしご車や消防車、救急車など　はしご車や消防車、救急車など1212台と参加人員による分列行台と参加人員による分列行
進や、救急隊による救急活動の展示、消防団による小型ポンプ進や、救急隊による救急活動の展示、消防団による小型ポンプ
操法、救助隊によるはしご操法、消防車による一斉放水などを操法、救助隊によるはしご操法、消防車による一斉放水などを
行います。また、大阪市消防局航空隊ヘリコプターによる祝賀行います。また、大阪市消防局航空隊ヘリコプターによる祝賀
飛来や、産業高校吹奏楽部による祝賀演奏で式典が彩られます。飛来や、産業高校吹奏楽部による祝賀演奏で式典が彩られます。
※当日は午前９時半から※当日は午前９時半から 1111 時半まで岸和田城正門前道路が通時半まで岸和田城正門前道路が通
行止めとなります。ご協力をお願いします。行止めとなります。ご協力をお願いします。
日・日・時時１月８日㈰午前１月８日㈰午前 1010 時（祝賀演奏は午前９時半）時（祝賀演奏は午前９時半）
場場千亀利公園（岸城町）千亀利公園（岸城町）
問問消防本部警備課消防本部警備課 426 － 8609

令和2年 消防出初め式

第29回 産業教育フェア
第30回 デザインシステム科卒業制作展

産業高校の生徒が制作した作品の展示を行います。ぜひご覧産業高校の生徒が制作した作品の展示を行います。ぜひご覧
ください。ください。
日・日・時時1月1月 2020 日㈮午前日㈮午前 1010 時半～午後5時、1月時半～午後5時、1月 2121 日㈯午前日㈯午前
9時～午後5時、1月9時～午後5時、1月 2222 日㈰午前9時～午後0時半日㈰午前9時～午後0時半
場場マドカホール（荒木町1丁目）マドカホール（荒木町1丁目）
展示展示デザインシステム科…木工加工、陶芸、設計図面、建築模木工加工、陶芸、設計図面、建築模
型、染色、縫製、服飾、デザインパネル、型、染色、縫製、服飾、デザインパネル、
映像作品など、映像作品など、商業科・情報科…「課題「課題
研究」で作成した作品などの展示、商品研究」で作成した作品などの展示、商品
開発クラブの商品・活動報告開発クラブの商品・活動報告
※デザインシステム科生徒によるファッシ
ョンショーは招待制のため、一般のお客
様は入場できません。
問産業高校学務課 422 － 4861

「卒業制作展」ポスター

過去の作品

カレーに使われるスパイスの植物カレーに使われるスパイスの植物
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クラブ見学体験WEEK

何か新しいことを始めてみません
か。各クラブの開催日時や内容な
ど、詳しくは市ホームページをご
確認ください。
■大宮地区公民館（加守町４丁目）
日１月17日㈫～２月22日㈬　申・問
電話または電子メール（氏名、電話
番号、希望日時・内容を記入）で市
立公民館へ423－961
6 {shiritsuk-kouza@
city.kishiwada.osaka.jp
■春木市民センター（春木若松町）
ご自由にお越しください。
日１月５日㈭～ 31 日
㈫　問春木市民センタ
ー 436 － 4500

シネマ・デ・シエスタ

多様な生き方や人間模様に触れる
映画の鑑賞会です。
日・時１月 17 日㈫午後２時～３
時 45 分　場男女共同参画センタ
ー（加守町４丁目）　内「グレー
ス・オブ・モナコ 公妃の切り札」
（日本語字幕）　定30 人（当日先
着順）　問男女共同参画センター
 441 － 2535  441 － 2536

天然のエッセンシャルで芳香美
容♪アロマ香る無添加リップ作
り～ 1月の「つながる広場」～

口に入っても安全な材料で自分だけ
のオリジナル口紅を作りましょう。
対中学生以上　日・時１月21日㈯

午後１時～２時半　場市民活動サ
ポートセンター（野田町１丁目　福
祉総合センター内）　講川端千絵
氏（アロマハピネスコスメティッ
ク・プライマリーアーティスト）　
費3,000 円（材料費）　定４人（申
込先着順）　申・問１月４日㈬～
20 日㈮に電話またはファクス・
電子メール・QRコード（氏名、
電話番号、メールアドレスを記入）
から市民活動サポートセンター
へ 438 － 2367 

438－ 2368　{info@
kishiwada-saposen.jp

泉州観光地域づくりセミナー
～泉州地域の魅力再発見～

日・時１月 27 日㈮午後１時半～
３時　場熊取交流センター煉

れ ん が

瓦館
（泉南郡熊取町）及びオンライン
配信　内泉州タオルのブランド戦
略と地域活性化　定対面…50 人、
オンライン…100人（申込先着順）
申・問QRコードからK
IX泉州ツーリズムビュ
ーローへ436－3440

和歌 和泉式部×書 奥
お く せ ん け ん

宣憲展

岸和田に残る和泉式部伝説と本市
出身の書家を紹介します。初日午
後２時からは書家によるアーティ
ストトーク、最終週にはオリジナ
ル商品をもらえる企画があります。
日１月28日㈯～２月12日㈰　場岸
和田城天守閣３階・多

た も ん や ぐ ら

聞櫓・隅
すみやぐら

櫓（岸
城町）　費高校生以上300円（入場
料）　問岸和田城 431 － 3251

ポーセラーツ体験講座

シール感覚で磁器に自由にデザイ
ンできるクラフトです。オリジナ
ルのマグカップまたはお皿を作り
ましょう。
対市内在住・在勤者　日・時１月
29 日㈰午前 10 時～正午　場大

芝地区公民館（磯上町１丁目）　
講中井悦規氏（ポーセラーツ講師）　
費1,000 円（材料費。マグカップ
とお皿両方の場合は 1,500 円。前
日までに持参）　定15 人（抽選）　
申・問１月 19日㈭までに電話また
は電子メール（住所、氏名、電話
番号、マグカップまたはお皿の希
望を記入）で大芝地区公民館へ

439 － 5900 {osiba-kouza@
mk.city.kishiwada.osaka.jp

ミニだんじり「ケヤキ材」チャリ
ティーバザーと地車ばなしの会

毎年恒例のチャリティーイベント
です。「ケヤキ材」を購入できます。
日・時１月29日㈰午後１時　場・問
だんじり会館（本町）436－0914

音レコサロン INまちかど公民館

レコードがあれば、持参してくだ
さい。レコードをコーヒーととも
に楽しみましょう。
日・時２月５日㈰午後１時～４時　
場市立公民館（堺町）　講森川利
夫氏、門田忠明氏　問市立公民館
 423 － 9616

はじめての和菓子づくり
～和菓子と中国茶の
マリアージュを楽しみましょう～

和菓子の歴史を学びながら、練り
切り作りを体験し、相性のいい中
国茶と一緒に味わいましょう。
日・時２月５日㈰午後１時半～３
時半　場大宮地区公民館（加守町
４丁目）　講千葉貴恵氏（高級茶藝
師）　費1,000 円（材料費）　定12

人（抽選）　申・問１月 24 日㈫ま
でにQRコードから市
立公民館へ 423 － 9
616

春木女性学級公開講座
聴いて感じる二

に こ

胡の魅力

二胡が奏でる美しい音色で心癒さ
れるひとときを楽しみましょう。
日・時２月７日㈫午後１時半～３
時　場春木市民センター（春木若
松町）　講雪本直子氏（二胡奏者）
ほか　定50 人（抽選）　申・問１
月 26 日㈭までに電話またはＱＲ
コードから春木市民セ
ンターへ 436 － 45
00

マドカドラマスクール定期公演
出演者を大募集！

５月 28 日㈰に行われる定期公演
の出演者を募集します。
対現在小学２年生～ 20 歳で隔週
日曜日午後の練習（本番前は練習
日が増えます）と本番に参加でき
る人　場マドカホール　講木村玩
氏・大谷羊子氏（SPACEとりっ
くすたあ）　費5,000 円程度（衣
装代など）　オーディション１月22
日㈰午後１時半にマドカホールで　
申・問マドカホールで配布する申込
用紙（市ホームページからダウン
ロード可）を郵送またはファクス
でマドカホールへ〒596－ 0004
荒木町１丁目17－１　 443－
3800　 443－ 4627

趣味・教養

芸術・文化

昨年の定期公演

包近の桃にまつわる岸和田の伝承民話を題材に脚色した音楽劇包近の桃にまつわる岸和田の伝承民話を題材に脚色した音楽劇
です。①一般公募による小・中学生バージョン ②大人バージョです。①一般公募による小・中学生バージョン ②大人バージョ
ンがあります。ぜひ、お越しください。出演者など詳しくはホーンがあります。ぜひ、お越しください。出演者など詳しくはホー
ムページをご確認ください。ムページをご確認ください。
日・日・時時2月5日㈰①午後1時開演 ②午後5時開演（各2月5日㈰①午後1時開演 ②午後5時開演（各3030分前開場）分前開場）
場場自泉会館（岸城町）自泉会館（岸城町）
定定各各 5050 人人
チケッチケットト①① 2,0002,000 円 ②円 ② 3,0003,000 円（当日円（当日 500500 円増。円増。
自泉会館で販売）自泉会館で販売）
問問岸和田文化事業協会岸和田文化事業協会 437 － 3801

詳しくは
こちらから

音楽劇「桃と赤鬼」
岸和田文化事業協会20周年記念 KIX泉州国際マラソン 第9回親子ランニング参加者募集

対対泉州9市 4町在住の3歳～小学3年生の子と保護者（2人 1組）泉州9市 4町在住の3歳～小学3年生の子と保護者（2人 1組）
日・日・時時2月2月 1212 日㈰午後0時日㈰午後0時 1515 分（制限時間分（制限時間 3030 分）分）
場場りんくう公園シンボル緑地内特設コース（泉佐野市）りんくう公園シンボル緑地内特設コース（泉佐野市）
種種目目3歳～就学前児童…1㎞、1㎞、小学 1～ 3年生…1㎞または2㎞1㎞または2㎞
定定200200 組（抽選）組（抽選）
費費1組1組 1,5001,500 円（傷害保険料含む）円（傷害保険料含む）
申・申・問問1月1月 1010日㈫～日㈫～1616日㈪にスポーツ振興課または日㈪にスポーツ振興課または
KIX泉州ツーリズムビューローに備え付けの申込用紙KIX泉州ツーリズムビューローに備え付けの申込用紙
を直接、スポーツ振興課を直接、スポーツ振興課 447－ 7072、または郵送、または郵送
でKIX泉州ツーリズムビューローへでKIX泉州ツーリズムビューローへ〒 596－ 0054宮
本町27－1　泉州ビル2階　 479－ 3620

詳しくは
こちらから

実際のオリジナル口紅

過去の様子
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岸和田市文化祭 参加団体募集

10 月開催予定の文化祭参加団体
を募集します。展示と舞台発表部
門があります。
対市内で文化活動をしている団体
申・問１月６日㈮～ 31 日㈫（必
着）にマドカホールで配布する申
込書に必要事項を記入し、直接、
マドカホール（荒木町１丁目）へ
 443 － 3800　月曜日休館

地区館講座
『リフレッシュコンサートin山直』

音楽を聴いて、リフレッシュしま
しょう。子ども向けに観覧席の前
にマット席も用意しています。
日・時１月 29日㈰午後２時～４時
（30 分前開場）　場山直市民セン
ター（三田町）　出演あっちゃめ
（沖縄民謡）、岸和田ウインドアン
サンブル（吹奏楽）、moodies（昭
和歌謡）　定100 人（申込先着順）
申・問１月４日㈬から電話または
QRコードから山直市
民センターへ 441 －
1451

地区館講座『プリンセスmaya
ほろ酔いコンサート』

ほろ酔いになって、コンサートを
楽しみましょう。日本酒やワイン、
ジュースが付きます。
日・時２月５日㈰午後２時～３時
半　場光陽地区公民館（並松町）　
費500 円（参加費）　定50 人（申
込先着順）　申・問１月６日㈮から
電話で光陽地区公民館へ 439－
4786　※車での来館不可。

時代を楽しむ音楽会 近現代編～西
洋音楽の多様化、そして現代へ～

日・時２月 17 日㈮午後７時開演
（30 分前開場）　場自泉会館（岸
城町）　曲目「砂丘の家」より“澄

みきった朝の砂丘”“幸せの憂い”
（デュポン）、トランペット・ヴァ
イオリン・ピアノのための三重奏
曲（エワゼン）ほか　出演中道亜
莉沙（ピアノ）、古川佐保（ヴァ
イオリン）、筒井奏子（トランペ
ット）、うっちー（ナビゲーター）　
チケット2,000円（当日500円増。
自泉会館で販売）　定50 人　問岸
和田文化事業協会 437 － 3801

バレンタインコンサート

今回のテーマは「愛」。「美女と野
獣」、「愛は勝つ」など、愛溢れる
世界観を存分に楽しみましょう。
日・時２月 19 日㈰午後２時～３
時半　場春木市民センター（春木
若松町）　出演岸和田ウインドア
ンサンブル＆コンブリオ（吹奏楽）　
定100 人（抽選）　申・問１月 11
日㈬～２月３日㈮に電話または
QRコードから春木市
民センターへ 436－
4500

ボッチャ・風船バレーチャレンジ

ボッチャや風船バレーを体験して
みませんか。当日参加も可能です。
体育館シューズをご持参ください。
対市内在住・在勤・在学者　日・時２
月５日㈰午前10時～正午　場山直
南小学校体育館（稲葉町）　申・問２
月３日㈮までに電話ま
たはQRコードからス
ポーツ振興課へ 447
－ 7072

第143 回 わだい浪切サロン

日・時１月 18 日㈬午後７時～８
時半　場南海浪切ホール（港緑町）
及びオンライン配信　内生体防御
の最終兵器“抗体”－コロナ・ワ
クチンから抗体医薬まで－　講藤
井郁雄氏（大阪公立大学研究推進
機構・特任教授）　定対面…40人、
オンライン…100人（申込先着順）　
申・問１月17日㈫午後５時までに電
話またはQRコードから
和歌山大学岸和田サテ
ライトへ 433－0875

手話レベルアップ講座

対手話奉仕員養成講座修了程度の
力を有し、将来的に本市登録手話
通訳者となるために大阪府手話通
訳者養成講座の受講をめざす人　
日・時２月９日㈭・16日㈭、３月
９日㈭・16日㈭・23日㈭午後７
時～８時半（全５回）　場福祉総合
センター（野田町１丁目）　定15
人程度　（定員を超えた場合は、市
内在住・在勤者を優先し、手話学
習歴などを参考に調整）　申・問１
月 13 日㈮までに電話またはファ
クス（住所、氏名、生年月日、電話・
ファクス番号、手話学習歴、在勤
者は勤務先を記入）で障害者支援
課障害福祉担当へ 423 － 9446
 431 － 0580

生活援助サービス従事者研修会
～介護の新たな担い手を大募集～

ヘルパー資格などがなくても介護
の仕事ができるようになりました。
研修会を受講すると、高齢者を補
助する仕事の資格を取得でき、介
護事業所やシルバー人材センター
で働くことができます。
対市内在住・在勤・在学者　日・時２

月13日㈪・14日㈫・16日㈭午前
10時～午後３時（全３回）　場福
祉総合センター（野田町１丁目）　
定70人（申込先着順）　申・問１月
４日㈬～ 31 日㈫に電話またはフ
ァクス・電子メール（住所、氏名、
生年月日、電話番号、在勤・在学
者は勤務先・学校名を記入）で介
護保険課へ 423 － 9475  4
23－6927 {kaigo@city.kishiw
ada.osaka.jp　※申込人数が一定
数に満たない場合は開催しません。

フレイル予防講座

フレイルとは加齢や疾病により心
身の働きが弱くなってきた状態で
す。予防方法を楽しく学んで、一
緒に体を動かしてみましょう。
日・時２月21日㈫午後１時半～３時
場市立公民館（堺町）　講德久貴男
氏（社会福祉協議会事務局長）　費
100円（傷害保険料）　定20 人（申
込先着順）　申・問電話ま
たはQRコードから市立
公民館へ423－9616

行ってみよう！初めての介護教室

少しでも自立した生活が送れるよ
うな援助方法や、頑張りすぎない
介護方法を学びましょう。
対市内在住者　日・時２月22日～
３月22日の水曜日午後１時半～３
時半（全５回）　場社会福祉法人光
生会小松里苑（小松里町）　講社会
福祉士、介護福祉士ほか　定20人
（申込先着順）　申電話でいきいき
ネット相談支援センターピープル
へ 443 － 0900 問介護保険課
 423 － 9475

健康・福祉

スポーツ

過去の様子

教室名 対象 日時 場所 費用

親子ランニング
教室

年長～小学3年生
までの子と保護者
（2人 1組）

1/9㈷・22㈰
① 9:00 ～ 10:00
②10:15～11:15

まなび
中央公園
（西之内町）

各
1,200 円
（1組）

陸上教室・
短距離＋マラソン 小学生 1/14 ㈯・21㈯

9:00 ～ 10:00
まなび
中央公園

各
1,200 円

健康テニス 一般 1/16 ㈪
10:00 ～ 11:00

野田公園
テニスコート
（野田町2丁目）

1,000 円

市内公園・運動広場教室
申前日までに電話で総合体育館へ

総合体育館の各教室
申前日までに電話（③はファクスも可）で総合体育館へ

教室名 対象 日時 費用

① 無料体験会
バレーボールスクール 中学生以上

1/4㈬・11㈬・
18㈬・25㈬
17:40～19:00

1 回
無料

② ラララフィット
～加齢に負けない健康プログラム～ 60歳以上

1/5㈭・12㈭・
19㈭・26㈭
9:30 ～ 10:30

1 回
無料

③ 手話でゆったりストレッチヨガ 聴覚障害者 1/7㈯
9:30 ～ 10:30 無料

その他の
ヨガや太極拳
などは
こちらから

スポーツ教室で体を動かしましょう！ 問総合体育館（西之内町） 441－ 9200  441－ 9204
総合体育館
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市内在住者対象に無料で相談に応じます。秘密は厳守します。祝・休日を除きます。1・2月の相談

市制施行 45周年記念映画（昭和 42年）
市制施行 45 周年を記念し、

制作された映画の一部です。右
記QRコードから視聴できます。

相談内容 日時・場所 問合
市政相談 予約制

市民相談室 423 － 9403

市民相談 月～金曜日9時～ 17時半
行政相談 第1～ 4月曜日 13時～ 16時
交通事故相談 月～木曜日9時～ 16時 事前に電話で予約

法律相談 木・金曜日 13時～17時（1人30分）　市職員会館で　
前週の月曜日9時から電話で予約（各先着8人）同じ内容の相談は1回限り

司法書士による
①クレジット・サラ金相談 ②登記一般相談

1/4 ㈬・18㈬、2/1㈬・15㈬ 13時～ 15時　市職員会館で
当日9時～ 11時に電話で予約（先着①4人 ② 6人）

行政書士による遺言・相続相談 1/11 ㈬、2/8㈬ 13時～ 16時　市職員会館で
前日までに大阪府行政書士会泉州支部 457 － 9186 で予約　同じ内容の相談は1回限り

不動産相談（宅地・建物の取引など） 1/17 ㈫、2/21 ㈫ 10時～ 12時
大阪府宅地建物取引業協会泉州支部438－9001で予約（先着4人）同じ内容の相談は1回限り

税理士による税務相談 1/10 ㈫・24㈫ 13時～ 16時
前日までに近畿税理士会岸和田支部436－0567で予約（先着4人）同じ内容の相談は1回限り

ＤＶ（配偶者などからの暴力）相談 火～土曜日9時～ 17時　
男女共同参画センター（DV専用相談電話）
 429－ 9797女性の弁護士による法律相談

（DV関連優先）
面接または電話相談は1/14 ㈯ 10時～ 12時、2/9㈭ 13時～ 15時（1人 30分）
前日の 13時までに電話またはファクスで予約

女性のための相談（電話相談） 水・金曜日 11時～ 13時 男女共同参画センター 443 － 3328

女性のための相談（面接・オンライン相談）1/12 ㈭、2/9㈭ 10時～ 11時 50分、1/26 ㈭ 14時～ 15時 50分前日の 17時までに電話で予約（1人 50分）
男女共同参画センター
 441 － 2535  441 － 2536

人権相談 火～土曜日9時～ 17時
人権・男女共同参画課
 429 － 9833　 441 － 2536人権擁護委員による人権相談 1/6 ㈮・20㈮、2/3㈮・17㈮男女共同参画センターで、1/25 ㈬、2/22 ㈬貝塚市役所で

時間は 13時～ 16時

障害を理由とする差別についての相談 火～土曜日 9時～ 17時半　人権・男女共同参画課 441 － 2536
月～金曜日 9時～ 17時半　障害者支援課 431 － 0580

人権・男女共同参画課 429 － 9833
障害者支援課 423 － 9526

障害者等の日常生活の
困りごとについての相談

月～金曜日9時～17時半
みらい相談支援センター 080－9470－2344　 050－ 3142－ 9879、OKハウス小松里
 441 － 7752　 441 － 7753、相談センター社協のだ 468 － 7110　 431 － 1500、
きぼうの輪 479－ 4417　 479－ 4418 障害者支援課相談担当

 447 － 6078　 431 － 0580月～金曜日 10時～ 18時　自立生活センター・いこらー 493－ 7378  493－ 8278
月・火・木～土曜日 10時～ 18時　相談支援事業所かけはし 426－ 3870  426－ 3872

障害者虐待防止センター（障害者支援課内）月～金曜日9時～ 17時半　 447 － 7081  431 － 0580（相談・通報専用） 
上記の時間以外は 423 － 2121  （市役所代表）    423 － 2727

健康相談 月～金曜日9時～ 17時
保健センター 423 － 8811栄養相談 1/16 ㈪、2/13 ㈪ 10時～ 12時、1/24 ㈫、2/21 ㈫ 10時～ 12時、13時～ 15時（予約制）

歯科相談 1/12 ㈭、2/9㈭ 10時～ 12時（予約制）
福祉まるごと相談
（脳トレ体操・血圧測定を含む）

1/16 ㈪、2/6 ㈪コープ岸和田店、1/12 ㈭、2/9 ㈭山直市民センター、1/18 ㈬、2/15 ㈬
東岸和田市民センター、1/26 ㈭、2/23 ㈷ラパーク岸和田　時間は 10時～ 12時

福祉政策課いきいきネット
相談支援センター 423 － 9467

被爆者相談（岸和田原爆被害者の会） 2/7 ㈫ 13時～ 15時　福祉総合センターで 福祉政策課 423 － 9527
司法書士相談（成年後見・クレジット・サ
ラ金・遺言・相続など） 1/12 ㈭、2/9㈭ 13時～ 16時　事前に電話で予約 社会福祉協議会心配ごと相談所

 437 － 8854
行政書士相談（成年後見・遺言・相続など）1/26 ㈭ 13時～16時　事前に電話で予約
医師による健康相談 木曜日 14時～ 16時（予約制）

社会福祉協議会 438 － 2321
スポーツ健康相談 随時予約制
居住支援相談会
（住まい探し・空き家活用など） 2/1 ㈬ 13時～16時　事前に電話で予約 居住支援協議会事務局

 437－8854
ボランティア相談 月・火・木～土曜日9時～ 17時 ボランティア相談専用 430 － 3366
ひきこもり相談（来所・電話・訪問相談） 月～金曜日9時～ 17時半　来所・訪問相談は事前に電話で予約 自立相談支援センター 439 － 8255
市民活動相談 火・木～土曜日 10時～ 17時、水曜日 10時～ 20時 市民活動サポートセンター 438－ 2367
子ども相談ダイヤル（子ども専用） 月～金曜日9時～ 17時　 426－1052　{kodomo-net@center.kishiwada.ed.jp（相談専用）教育相談室 426 － 1035
岸和田児童虐待ホットライン 月～金曜日9時～ 17時半　 423－9477（相談・通告専用） 子ども家庭課 423 － 9625
農業相談 1/25 ㈬、2/22 ㈬ 13時半～ 16時　神於山土地改良区事務所2階で 農業委員会事務局 423 － 9704
社会保険労務士相談（労働年金相談） 1/12 ㈭、2/9㈭ 13時～ 16時　市職員会館で　7日前までに電話で予約

産業政策課
 423 － 9621　 423 － 6925障害者雇用就労相談

月～金曜日9時～ 17時半　面談などは予約制（ファクスでの予約も可）
就労困難者等雇用相談
商工相談 月～金曜日9時～ 17時 岸和田商工会議所 439 － 5023
消費者相談 月～金曜日9時半～ 16時半 消費生活センター 439 － 5281

検査　岸和田保健所
①422－6077
②422－6070

①ＨＩＶ、梅毒、クラミジア（匿名可）
　…1月17日㈫、2月7日㈫・21日㈫
　　 13時半～14時半
②こころの健康相談（予約制）

人権標語入選作

なにげないそんな貴
あなた

方の一言が、
相手を救い、傷つける
　　　　　　　　　　　 濱田　二郎（市内在勤）
人の心は　千差万別　否定からでなく　理解から
　　　　　　　　　　　 坂口　裕章（市内在勤）

1月の
納税・納付

国民健康保険料…1月分
後期高齢者医療保険料…第7期分
介護保険料…第10期分
市民税・府民税…第4期分

献血　社会福祉協議会
437－8854

岸和田郵便局…1月29日㈰
南海浪切ホール…2月5日㈰
アクロスプラザ東岸和田…2月11日㈷
時間はいずれも10時～12時、13時～16時半

記載のない市外局番は「072」です。記載のない市外局番は「072」です。

編集後記編集後記

　表紙の写真は、本市出身の画
家、籔内博さん主宰の絵画教室
「アトリエズガ」の生徒さんが、
岸城神社に奉納する巨大絵馬を
制作しているところです。
　雨風に耐え得るようにアクリ
ル絵の具で色鮮やかに、生き生
きと描かれた個性豊かなウサギ
たち。一年間、岸城神社に奉ら
れますので、皆さん、ぜひ足を
運んでみてください。元気をも
らえますよ。（T）
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