
主な内容
P  ２　  　　 つくろう、マイナンバーカード！ 
P  ７　  　　個人情報保護制度が改正されます
P  ８　  　　岸和田市市制施行 100 周年記念事業
P 10・11　　特集　スタートします「将来ビジョン・岸和田」

第76回岸和田市民駅伝競走大会

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 90,856 人　女 98,540 人　計 189,396 人（81 ↓）
世帯数　89,301 世帯（2↓）　面積　72.72k㎡　【1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「議会だより」との合併号です。
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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。
■市民病院地域医療支援委員会
日・時２月９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
■国民健康保険運営協議会
日・時２月16日㈭午後２時　場市
職員会館（岸城町）　案件令和５
年度国民健康保険料ほか　定５人　
問健康保険課 423 － 9456
■住居表示審議会
日・時２月17日㈮午前10時　場市
役所新館４階（岸城町）　案件住居
表示実施案の諮問　定５人　問市
民課住居表示担当 423 － 9452

毎月勤労統計調査に
ご理解・ご回答を

２月上旬から事業所名簿作成のた
め、厚生労働省が指定した調査区
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。
対象地域西大路町、東大路町、今
木町、池尻町　問府統計課勤労・
教育グループ06－6210－9200

道路などの占用許可の更新を

道路及び法定外公共物占用の許可
期間が今年３月 31 日までの物件
について、引き続き占用する場合
は、継続の手続きが必要です。詳
しくは市ホームページをご確認く
ださい。
問建設管理課道路管理
担当 423 － 9497

特殊詐欺から財産を守ろう‼

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30 台（申
込先着順）　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２
月６日㈪から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 － 9
436

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。
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マイナポイント対象のマイナンバーカードの申請期限が延長！ つくろう、マイナンバーカード！
　マイナポイント対象のマイナンバーカードの申請期限が２月末まで延長されました（マイナンバーカード申請期限の延長は今回が最後で
す）。マイナポイントの申込期限については、今後延長される予定です。詳しくは市ホームページをご確認ください。

▶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
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）
3/7㈫ 10:00 ～ 16:00 桜台市民センター（下松町4丁目）
3/14 ㈫ 10:00 ～ 16:00 春木市民センター（春木若松町）

■マイナンバーカード申請
　手続きは事前予約制です。電話または右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

2/20 ㈪、3/20 ㈪ 9:00 ～ 19:00 2/5 ㈰、3/12 ㈰ 9:00 ～ 15:00

■２月１日㈬よりマイナポイントコールセンターを開設
　マイナポイント申し込み等の支援については、市ホームページ
をご確認いただくか、岸和田市マイナポイントコールセンターへ
お問い合わせください。
■マイナポイント申し込み等支援窓口
　事前予約制です。電話または右QRコードからご予
約ください。マイナポイント申込期限は、現在公表さ
れていませんが、お早めにご予約ください。
日など平日の午前９時～午後５時半に市役所別館１階（岸城町）で
▶休日開庁日
日など２月５日㈰、３月12日㈰午前９時～午後３時に市民課横で
▶出張申請
日など３月５日㈰午前９時半～午後３時半に山直市民センター
（三田町）で
予約・問岸和田市マイナポイントコールセンター 423－ 9748

マイナポイント
制度について

マイナポイント
申し込み等の
支援について



3市政情報

クリーンセンターごみ処分手数料
の改定を 1 年延期します

新型コロナウイルス感染症や物価
高騰による経済的影響への緊急対
応として、令和５年４月と令和７
年４月に予定していた直接搬入の
ごみ処分手数料の改定を１年延期
します。
問岸和田市貝塚市クリーンセンタ
ー 436 － 5389

春木市民センター
臨時休館のお知らせ

電気設備の法定点検による停電の
ため、春木市民センター（春木サ
ービスセンター、市立公民館分館、
春木図書館）を臨時休館します。
日２月 15 日㈬　問春木市民セン
ター 436 － 4500

青少年海外（サウスサンフランシ
スコ市）派遣事業　事前説明会

姉妹都市である米国サウスサンフ
ランシスコ市への青少年派遣事業
の再開に向け、説明会を行います。
対平成 17 年４月２日～平成 20 年
４月１日生まれの市内在住・在勤・
在学者と保護者　日・時３月12 日
㈰午前 10 時　場マドカホール（荒
木町１丁目）　内①青少年交流事業

の概要 ②映像による事業の紹介 ③
過去の派遣生による座談会　定15
組（申込先着順）　申・問３月 10
日㈮午後５時までに電話または電
子メール（住所、氏名、生年月日、
電話番号を記入）で文化国際課へ
 443 － 3800　{bunka@city.
kishiwada.osaka.jp

スポーツ振興くじの
助成金を受けて整備しました

スポーツレクリエーション環境の
充実などを目的に、まなび中央公
園（西之内町）ウォーキングコー
ス B を、スポーツ振興くじの助成
金を受けて整備しました。譲り合
いなどマナーを守り、ご利用くだ
さい。
問水とみど
り課整備担
当 423 －
2370

浄化槽は適正に管理しましょう

浄化槽は微生物の働きを利用して
トイレの排水や生活排水をきれい
にしています。浄化槽を正しく維
持管理しないと、汚れたままの水
が水路や川に流れ、水質汚濁を招
きます。浄化槽管理者には、浄化
槽法で保守点検や清掃、法定検査
が義務づけられています。また、
購入などにより新たに浄化槽管理
者になった場合は、浄化槽管理者
変更報告書を提出してください。
問環境保全課事業所指導担当 4
23 － 9462（法定検査については

（一社）大阪府環境水質指導協会
 072 － 257 － 3531）

市・府民税（住民税）
申告を2月1日㈬から受け付け

■市・府民税の申告は市民税課へ
申告が必要と思われる人には１月
下旬に申告書を郵送しました。市・
府民税の令和４年分所得の申告
期間は２月１日㈬～３月 15 日㈬

（土・日曜日、祝日を除く）です。
申告書が届かなかった人でも申告
が必要な人は、期間内に申告して
ください。税務署で所得税の確定
申告をする人は、市・府民税の申
告は不要です。また、所得証明書
交付のために申告する人は、申告
期間を避け、６月以降の証明書が
必要な時に申告してください。
■税額試算システムのご活用を
パソコンやスマホで、収入や該当
する控除などを入力することで、
税額の試算や申告書を作成するこ
とができます。作成した申告書を
印刷すると、そのまま
提出できます。システ
ムを使用した申告書の
作成方法を動画で公開
していますので、ぜひ
ご活用ください。
■郵送での申告書提出にご協力を
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、郵送での申告書提出にご
協力ください。申告書に住所、氏
名、生年月日、マイナンバーを記
入してください（必要に応じて扶
養親族欄・申告者本人欄にも記
入）。申告に必要な資料を全て添
付し、市民税課へお送りください。
申告書の控えが必要な人は、返信

用封筒（84 円切手を貼り、宛先、
宛名を記入）を同封してください。
■校区別の申告期間に来庁を
窓口での申告を予定している人は、
必ず検温して熱がないことを確認
し、マスク着用、筆記用具持参の
うえ、密集を避けるために表①の
校区別指定期間に、市民税課へお
越しください。申告受付場所での
混雑を避けるため、申告書は事前
に記入してからお越しください。
また、表②のとおり出張での申告
受け付けも行います。 ※混雑の
状況により、指定期間外の校区の
人は受け付けをお断りする場合が
あります。
問市民税課賦課担当 423 － 94
17、9418、9419

申告と納税はお早めに！

納税は便利なキャッシュレス納付
がおすすめです。詳しくは国税庁
ホームページをご確認ください。
問岸和田税務署 438
－ 1341

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
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税金

まなび中央公園ウォーキングコース B

税額試算
システムは
こちらから

日程 校区

2/1 ㈬～ 7 ㈫ 中央・城内・浜・
天神山

2/8 ㈬～ 14 ㈫ 旭・太田・光明・
修斉

2/15 ㈬～ 21 ㈫ 八木南・八木北・
八木・山滝・東葛城

2/22 ㈬～ 3/1 ㈬ 大芝・春木・城北・
新条

3/2 ㈭～ 8 ㈬ 山直北・城東・
山直南・常盤

3/9 ㈭～ 15 ㈬ 朝陽・大宮・東光

①校区別指定期間

②出張申告受付日
日時 校区 場所

2/21 ㈫
10:00 ～ 12:00 山滝 山滝支所

（内畑町）
2/21 ㈫
13:00 ～ 15:00 東葛城 河合町会館

（河合町）
3/2 ㈭
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

城東・
山直南 山直市民

センター
（三田町）3/3 ㈮

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

山直北

※今年度は春木市民センター（春木若
松町）では実施しません。

延期後の
改定時期

ごみ処分手数料
（70kgを超える分の
10kgごとの加算額）

現在 120 円
令和 6 年
4 月から 140 円

令和 8 年
4 月から 150 円

※70kg 以下（1,000 円）については、
変更ありません。

現地交流の様子
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和歌山大学岸和田サテライト

土曜日と平日夜間を中心に授業を
開講します。募集要項は、市役所
などで配布するほか、岸和田サテ
ライトホームページからもダウン
ロードできます。また冬季講演会
と同時に、学部開放授業前期開講
科目説明会を行います。学部開放
授業の受講生と大学院科目等履修
生募集の詳細は、岸和
田サテライトホームペ
ージをご確認ください。
■学部開放授業の受講生を募集
対18 歳以上（高校生不可）　科目

「地域観光戦略論 C」「一人ひと
りが輝く人生を生きる」　費受講
料１科目 11,000 円　定各 20 人　
出願期間２月 20 日㈪午前 10 時
～３月 23 日㈭午後５時
■大学院科目等履修生を募集
対大学を卒業した人または同等以
上の学力を持つ人　科目「行政法」

「国際関係論」　費入学検定料5,000
円、入学料10,000 円、授業料１単位

14,400 円（単位数は募集要項参照）　
定各科目とも若干名　出願期間２
月 20 日㈪～ 27 日㈪
■冬季講演会・学部開放授業前期

開講科目説明会
日・時２月 25 日㈯午後２時　場南
海浪切ホール（港緑町）　内「防
災講演＆防災ゲーム」　講市危機
管理課職員　定40 人（当日先着
順）
問和歌山大学岸和田サテライト

 433 － 0875

産業高校 定時制生徒を募集

対府内在住・在勤で、中学校卒業
（今春卒業見込みを含む）または同
等の学力を持つ人　※高等学校を
卒業した人または今年３月に卒業
見込みの人は志願不可。 試験３月
10 日㈮午前９時に産業高校（別所
町３丁目）で　科目国語、数学、
英語（リスニングテスト含む） ※
満 21 歳以上の人は、学力検査ま
たは小論文と、面接を実施します。
高等学校中退者には編入試験も行
いますのでお問い合わせください。 　
募集人数商業科40人　願書受付３

月３日㈮・６日㈪午後３時～７時、
７日㈫午後３時～５時に直接、産
業高校学務課へ　合格発表３月20
日㈪午後２時に産業高校で　※通
信制と併修すれば、３年で卒業可
能です。　問産業高校学務課 4
22 － 4861

市政にご意見をお寄せください
意見公募（パブリックコメント）

市では、市の基本的な政策を定め
る計画や構想を策定・変更などを
する際に、市民の皆さんからの意
見を反映させるため、広く意見を

募っています。各資料と意見公募
用紙は住宅政策課や広報広聴課情
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。※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。
■住まうビジョン・岸和田（案）
住生活を巡る課題に対する施策の
方向性を示し、誰もが安心し、幸
せを感じながら暮らし続けられる
住まいの実現を目指すために、住
宅マスタープランの改定を行いま
す。
■空家総合戦略・岸和田（案）
空家等の発生による生活環境の悪
化を抑制し、市民の安全・安心を
確保するとともに、空家等の利活
用による地域活性化を図り、より
効果的に対策を進められるよう空
家等対策計画の改定を行います。
提出・問２月６日㈪～３月８日㈬

（必着）に意見公募用紙を直接また
は郵送・ファクスで住宅政策課へ
〒 596 － 8510　  447 － 6513　
 423 － 7252

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

募集

広
告

広
告

出願時の提出書類

①入学志願書 ②自己申告書 ③入学
検定料 950 円 ④英語資格を活用す
る人はスコアなどを証明する証明書
の写し（中学校長が原本と相違ない
ことを証明したもの） ⑤海外現地校
で教育を受けたため調査書の教科の
評定が無記載の場合の取り扱いに係
る申請書の写し及び承認書（該当者
のみ） ⑥既に中学校を卒業している
人は住民票の写しなど ⑦府外在住
者は事業主の勤務証明書（勤務見込
みを含む） ⑧入学志願特別事情申告
書（該当者のみ） ※①②は各市立中
学校、産業高校で配布。

申・問直接、子育て施設課施設運営担当へ 423 － 9482子どもたちの成長をサポートしませんか？

職種 月給（令和4
年度実績）

勤務日時
募集
人数月～金曜日

（②のみ火～金曜日） 土曜日

①保育士 191,790 円～
8 時～ 18 時のうち

実働 7.5 時間
（休憩 45 分）

月 1 回
8 時～ 13 時のうち

実働 2.5 時間
（休憩なし）

10 人
程度

②児童
　指導員 180,391 円～ 9 時～ 16 時

（休憩 45 分）
毎週

9 時～ 15 時
（休憩 45 分）

若干名

③長時間
　担当職員 147,793 円～

7 時～ 10 時のうち
実働 2 時間と

16時～19 時のうち
実働 2 時間の

計 4 時間

毎週
7 時～ 13 時または

13 時～ 19 時の
6 時間

若干名

その他手当など

・期末手当年 2 回支給、通勤手当（上限あり）、残業手当など
・年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇、社会保険など

■公立保育所などで会計年度任用職員登録者を随時募集
　事前に登録し、必要な時に勤務していただきます。保育士、調理用務
員など様々な職種や勤務形態がありますので、詳しくはお問い合わせく
ださい。

■市立保育所などで会計年度任用職員（アルバイト）を募集
　表のとおり募集します。年齢制限はありません。エントリー
シート、申込書は、子育て施設課で配布または市ホームページ
からダウンロードできます。採用予定日は４月１日です。
対保育士資格を有する人（３月末までに取得見込みの人を含む）
勤務地市立保育所 11 カ所のうちいずれか（②はいながわ療育園、子育

て支援センターさくらだい〈勤務日時が異なります〉を含む）
試験①…エントリーシート（書類選考）形式 ②③…作文・面接を２月

19 日㈰午後１時から市職員会館（岸城町）で
配布・受付２月 14 日㈫まで（８日㈬～ 14 日㈫〈土・日曜日を除く〉は

午後７時まで受け付け）
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を中心とした吹奏楽・合唱グルー
プ　申・問３月26日㈰ま
でにQRコードから生涯
学習課へ 423－9615

「泉州の物産展」・「キッチンカー」
出店者を募集

４月１日㈯・２日㈰に岸和田城二
の丸広場（岸城町）で開催する、
本市を中心とした泉州の特産品を
広く紹介・販売する「泉州の物産
展」・「キッチンカー」の出店者を
募集します。
対泉州地域の特産品または産物を
使用した飲食物などを販売できる
人　費１区画 3,000 円（小間料）　
申・問２月 15 日㈬までに QR コー
ドから岸和田市観光振
興協会へ 436 － 09
14

府立南大阪高等職業技術専門校
生徒募集・見学会開催

４月入校の生徒を募集します。ま
た、見学会も開催します。詳しくは
府ホームページをご確認ください。
対18 歳以上の人　願書受付２月
１日㈬～３月 10 日㈮に居住地を

管轄するハローワークで　問府立
南大阪高等職業技術専
門校0725－53－300
5 0725－53－3015

自衛官を募集

年間を通じて受け付けています。資
料は QR コードから受付番号「323」
で請求できます。詳しくはお問い
合わせください。
対日本国籍を有する 18 歳以上 33
歳未満の人
■自衛官候補生体験型採用説明会
生活環境の見学や、自衛隊車両で
の駐屯地見学、ロープワーク体験
などを行います。
問自衛隊岸和田地域事
務所 426 － 0902

近畿職業能力開発大学校
オープンキャンパス

「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。メカ
トロニクス技術科７月入校生募集
にあたり、オープンキャンパスを
開催します。詳しくはお問い合わ
せください。
日・時２月22日㈬午後１時半　場・問
近畿職業能力開発大学校（岸の丘
町３丁目） 489 － 2112

市民委員を募集

本市では、一人ひとりが性別に関
わりなく、互いの人権を尊重し、
個性と能力を発揮して、多様な生
き方を選択できる社会の実現に向
け、様々な施策に取り組んでいま
す。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、年
２～３回（平日２時間程度）開催
します。応募用紙は市ホームペー
ジからダウンロードできます。
■①男女共同参画推進審議会

②人権尊重のまちづくり審議会
対18 歳以上の市内在住・在勤・在
学者（既に他の審議会の委員とな
っている人を除く）　任期２年間　
募集各２人（書類選考）　報酬１会
議につき 9,000 円　申・問２月 24
日㈮（必着）までに直接または郵送・
ファクス・電子メール（テーマ〈①
男女共同参画社会実現に向けての
現状と課題 ②人権尊重のためにし
てきたこと、したいこと〉につい
て 800 字程度のレポート、住所、
氏名、ふりがな、生年月日、性別、
電話番号、市外在住者は勤務先ま
たは就学先の名称・所在地・電話
番号、応募理由、あれば市民活動
の経験を記入）で人権・男女共同
参画課へ〒 596 － 0042 加守町４
丁目６－ 18　①男女共同参画担
当 429 － 9858 ②人権推進担当
 429 － 9833  441 － 2536
{jinkens@city.kishiwada.osaka.jp

ファミリー・サポート・センター
アドバイザーを募集

ファミリー・サポート・センター
の会員間の調整役となるアドバイ
ザーを募集します。採用予定日は
４月１日です。
対教員、保育士、社会教育主事い
ずれかの資格・免許を有する人

（３月末までに取得見込みを含む）　
勤務形態①午前9時～午後２時 ②
午後０時 15 分～５時 15 分のロ

ーテーションで月16日以内　時給
1,030円（令和４年度実績。通勤・
期末手当などあり）　募集人数１人　
試験２月19日㈰に面接を市職員会
館（岸城町）で　申・問２月16日㈭
までに子育て支援課で配布する願
書を直接、子育て支援課放課後こ
ども担当へ 423 － 9610

幼稚園、小・中学校の
講師登録者を募集

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
け付けます（年度途中の採用あり）。
年齢・経験は問いません。また教
員免許に関する相談も受け付けて
います。
問教育委員会総務課423－9606

消費生活モニターを募集

対市内在住の20歳以上で、消費生
活問題に関心があり、商品価格調
査や施設見学会、研修会・講座（保
育なし）など平日の活動に年10 回
程度参加できる人　募集人数30人

（校区別に、初めての人や経験年数
の浅い人を優先して抽選）　任期４
月～来年３月末　申・問２月 28 日
㈫（必着）までに電話またはファ
クス・はがき（住所、氏名、ふり
がな、生年月日、電話番号、モニ
ター経験の有無を記入）で消費生
活センターへ〒596 － 0045 別所
町３丁目 12 －１　 438 － 528
1  439 － 5300

岸和田フレンドシップコンサート
参加団体を募集

６月 18 日㈰に南海浪切ホール（港
緑町）で行われるコンサートの参
加団体を募集します。参加団体に
は発表だけでなく、運営にも携わ
っていただきますので、実行委員
会に必ず出席してください。
対市内在住の 30 歳未満の青少年
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その他の
お知らせ
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国民年金のお知らせ

■家族の年金保険料も
　税控除の対象です
国民年金の保険料は、全額が税控
除の対象です。控除を受けるには、
１年間に支払った保険料額を証明
する「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」の添付が必要で
す。家族の保険料を納付した分も
対象になりますので、確定申告の
際は家族分の証明書も添付してく
ださい。
問ねんきん加入者ダイヤル 057
0 － 003 － 004
■老齢年金の受給者に
　源泉徴収票を送付しました
老齢や退職を支給事由とする年金
は、雑所得として所得税の課税対
象です。確定申告を行う受給者は、
１年間の年金支払総額などを記載
している「源泉徴収票（日本年金
機構、各共済組合から送付）」を確
定申告時に提出してください。紛

失した場合などは再発行します。
問ねんきんダイヤル0570－05
－ 1165
■年金生活者支援給付金の請求
日本年金機構が昨年８月末以降に
送付した「年金生活者支援給付金
の支給該当者に係る簡易な請求書

（はがき型）」などの未請求者に対
して、３回目の勧奨としてお知ら
せを送付します。手続きがお済み
でない人は、至急手続きをお願い
します。
問市民課国民年金担当423－94
60、貝塚年金事務所431－1122

葛城の谷交流研修会
「東葛城小学校の小規模特認校
制度導入について」

東葛城小学校は、平成31年４月か
ら小規模特認校として市内全域の児
童の受け入れを始めました。その経
緯と現在の様子をお伝えします。
日・時２月 26 日㈰午後６時半～８

時　場東岸和田市民センター（土
生町４丁目　リハーブ４階） 講大
隈鉄正氏（東葛城地区市民協議会
運営委員長）ほか 定100 人（当
日先着順）　問自治振興課協働推
進担当 423 － 9740

就学通知書は届きましたか

今春、小・中学校に入学する新１
年生の保護者に、就学通知書を１
月下旬に送付しました。まだ就学
通知書が届いていない人は、お早
めにご連絡ください。
問教育委員会総務課学事担当 4
23 － 9607

児童手当を振り込みます

令和４年 10 月～令和５年１月分
の児童手当を、２月 10 日㈮に受
給者の口座へ振り込みます。通帳
記入のうえ、ご確認ください。た
だし、所得制限限度額以上の場合、
中学生までの児童１人につき一律
5,000 円です。また、所得上限限
度額以上の人は手当の支給はあり

ません。
問子ども家庭課子育て給付担当

423 － 9624

いのちと暮らしの相談会

生きづらさ・生活・仕事などの悩
みに弁護士や精神科医、相談支援
員、公認心理師が無料で相談に応
じます。申し込み不要です。詳し
くは市ホームページをご確認くだ
さい。
日・時３月１日㈬午後１時半～５
時（受け付けは午後４時まで）　
場・問保健センター（別
所町３丁目） 423 －
8811

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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保険・年金

▶ JA いずみの＝市立小・中学校、高等学校の児童生徒
に生理用品約 120 パック　▶ホームサーブ株式会社＝ま
ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に現金　▶岸和田市
町会連合会＝市立幼稚園、小・中学校、高等学校に自転
車、掃除機など　▶岸和田まちづくり創造研究会・岸和
田ヤラカス会＝青少年育成活動に使用のため、旭図書館
に絵本 22 冊　▶国際ソロプチミスト大阪－南＝男女共
同参画センターの図書購入のため、図書券

【ふるさと寄附・12 月分】
▶ 302,007,000 円（4,519 件）

ご寄附ありがとうございます（寄附順・敬称略）

子育て

年齢区分 月額
0 ～ 3 歳未満 15,000 円

3 歳 ～　
小学生

第 1・2 子 10,000 円
第 3 子以降 15,000 円

中学生 10,000 円
※第 3 子以降とは 18 歳の誕生日後

の最初の 3 月 31 日までの養育児
童のうち、3 番目以降をいいます。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険）と
介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合、申請すると限度
額を超えた分が支給されます。
対介護保険受給者がいて、令和３年８月～令和４年７月に掛かった

医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その合計額が
表の限度額を超える世帯

申昨年７月 31 日時点に加入していた医療保険の担当窓口へ。後期
高齢者医療制度の加入者は大阪府後期高齢者医療広域連合へ

■国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は
支給対象になると判断できる人には、３月上旬までにお知らせと

支給申請書を送付します。同封の返信用封筒にてご返送ください。
※高額療養費（外来年間合算）支給申請書が届いた人は、先にその

申請を行う必要がありますのでご注意ください。
※期間中に市外から転入した人は、申請により負担額に応じて支給

される場合があります。
■被用者保険の加入者（会社員や公務員、船員など）は

申請には介護保険課が発行する「自己負担額証明書」が必要です。

証明書の発行については介護保険課にお問い合わせください。
問介護保険…介護保険課給付担当 423 － 9475、国民健康保険

…健康保険課保健給付担当 423 － 9457、後期高齢者医療制度
…大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06 － 4790 － 2031、
健康保険課後期高齢者医療担当 423 － 9468、被用者保険…加
入している健康保険組合や共済組合など

医療保険と介護保険の自己負担限度額

※低所得Ⅰで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分について
は、低所得Ⅱの自己負担限度額 31 万円が適用されます。

所得区分
（金額は課税所得）

後期高齢者
医療制度

国民健康保険・被用者保険
70～ 74歳
のみの世帯 70歳未満がいる世帯

現役並み
所得者

690 万円
以上 212 万円 212 万円 所得 901 万円超 212 万円

380 万円
以上 141 万円 141 万円 所得 600 万超～

　 901 万円以下 141 万円

145 万円
以上 67 万円 67 万円 所得 210 万超～

　 600 万円以下 67 万円

一般（145 万円未満） 56 万円 56 万円 所得 210 万円以下 60 万円
低所得者

（市民税非課税）
Ⅱ 31 万円 31 万円 低所得者

（市民税非課税） 34 万円
Ⅰ 19 万円 19 万円

健康・福祉

子どもたちが読書に
親しむきっかけとなる
よう「こども読書ノー
ト」を市内の各図書館
で無料配布しています。
　100 冊読んだ人に記念スタンプ
と景品をプレゼントします。
対18 歳までの市内在住・在学者
問図書館本館 422 － 2142

読書ノートで 100冊読んで
みませんか？

冊読んだ人に記念スタンプ
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問都市計画課景観担当 423 － 9538「こころに残る歴史・文化景観」に指定しました

日程 場所

2/18 ㈯～ 28 ㈫ 岸和田カンカンベイサイドモール WEST2 階
（港緑町）

3/1 ㈬～ 7 ㈫ 市役所新館玄関前（岸城町）
3/8 ㈬～ 14 ㈫ 図書館本館（岸城町）
3/15 ㈬～ 31 ㈮ 市民病院（額原町）
※各施設とも最終日は午後 4 時までです。 自泉会館 五風荘庭園と家屋 旧岸和田村尋常小学校校舎 小金塚古墳

旧和泉銀行本店 杉江能楽堂 岸和田復活教会正覚寺の鐘楼と枝垂れ桜

久米田寺の
多宝塔

世界かんがい
施設遺産の
久米田池

威風堂々
岸和田城

本市では、「こころに残る景観資源発掘プロジェクト」
を平成 24 年度から実施しています。今年度は「歴史・文
化景観」をテーマに募集し、特に優れた 11 件を「こころ
に残る歴史・文化景観」に指定しました（写真参照）。
　また、過去に応募があった資源で、その当時、募集テー
マにそぐわないなどの理由により、指定されなかったもの
の中から、特に地域の魅力を高め、郷土への愛着や誇りの
醸成と地域価値の向上に寄与するものを、「特別編」とし
て 6 件追加指定しました。詳しくは市ホームページをご
確認ください。
　これまでの指定資源（樹木 15 件、みち 21 件、
水辺 15 件、まち 19 件、ひとの営み 10 件、眺
望 9 件）と合わせて、計 106 件となりました。
■「こころに残る歴史・文化景観展」を開催します

　デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に
より、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」の改正が
行われました。この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、
民間事業者及び地方公共団体等において、これまで別々の法律・条
例によって運用されてきた個人情報の取り扱いが、同一の法律によ
って定められます（図参照）。
　地方公共団体の機関における個人情報保護等の取り扱いに係る規
定については、今年 4 月 1 日から施行されます。
■個人情報保護法に規定される主な事項
▶個人情報ファイル簿
　本人の数が 1,000 人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファ
イルについて、その目的や取り扱い項目を記載した個人情報ファイ
ル簿を作成し、公表します。
▶個人情報保護委員会
　全国統一の個人情報保護法の規定に基づき個人情報が取り扱われ

ることから、国の機関である個人情報保護委員会が全国の地方公共
団体の個人情報の取り扱いを監督します。
制度の改正に対する本市の対応
　現行の「岸和田市個人情報保護条例」及び「岸和田市特定個人情
報保護条例」を廃止し、新たに個人情報保護法の施行に必要な事項
を規定する「岸和田市個人情報の保護に関する法律施行条例（法施
行条例）」を制定し、今年 4 月 1 日から施行します。引き続き個人情
報を適切に取り扱い、個人の権利利益を保護できるよう運用します。
■法施行条例に規定する主な事項
▶開示請求に係る手数料
　これまでと同様、手数料は無料とし、写しの交付に係る実費相当
額のみ徴収します。
▶制度運用状況の公表
　これまでと同様、毎年度、個人情報保護制度の各実施機関におけ
る運用状況を取りまとめ、公表します。

個人情報保護制度が改正されます 問広報広聴課広聴担当 423 －2386

所管

法令

対象

改正個人情報保護法

総務省

独立行政法人等
個人情報保護法

行政機関
個人情報保護法

独立行政法人等国の行政機関

個人情報保護委員会

個人情報保護法

民間事業者

各地方公共団体

個人情報保護条例

各地方公共団体等

個人情報保護委員会

国の行政機関等
民間事業者

法施行条例

地方公共団体

現
行

改
正
後

本市はホームサーブ株式会社と包括連携協定を締結しました
　本市は 1 月 25 日に、「岸和田市とホームサーブ株式会社との包括連携
に関する協定」を締結し、市民サービスの向上及び本市の成長・発展を図
る取り組みを行っていくこととなりました。
　本協定を通じて、安心・安全な子どもたちの学びの場づくりへの協力や、
地元企業と協業したサービスの実施などにより、安全な暮らしを支えるサ
ービス提供と地域経済を支える中小企業支援などを目指します。
　また、「企業版ふるさと納税」による寄附を本市の産業振興に活用して
いきます。
問包括連携協定について…公民戦略連携デスク 423 － 9647・ホーム

サーブ株式会社事業開発部 03 － 6381 － 1979、企業版ふるさと納
税について…産業政策課 423 － 9485

・地域経済を支える中小企業を支援
・学校校務員の技能向上に関する研修
・「企業版ふるさと納税」への協力

・地域企業との協業
・市政の PR
・マーケティングに関する支援

具体的な取り組み
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　昨年８～ 10月末にインスタグラムで開催した第5回きしわだ
フォトコンテストの入賞作品が決定しました。岸和田市の魅力が
たっぷり詰まった作品全 633 点の中から入賞作品6作品が選ば
れました。入賞作品の詳細などは市ホームページからご覧いただ
けます。たくさんのご応募ありがとうございました。
　今後も岸和田市の魅力が詰まった写真に「#岸和田MODE」
をつけて投稿してください。
問広報広聴課シティセールス推進担当 423 － 9653

岸和田市市制施行100周年記念事業
岸和田公立４校合同ダンス発表会岸和田公立４校合同ダンス発表会

　市内公立高校４校のダンス部による、だんじり法被を衣装に用い
たオリジナル作品「けやきの神」や各校ダンス部による発表会を行
います。
日・時３月 18日㈯午前 10時開演（１時間前開場）
場南海浪切ホール（港緑町）
チケット800 円（2月４日㈯から南海浪切ホールチケッ
トカウンターで販売）
問久米田高校 443 － 6651　 443 － 0307

多文化共生講座と国際交流
「やさしい日本語を使いましょう」「やさしい日本語を使いましょう」

　第一部は「やさしい日本語」について講座で学び、第二部では実
際に「やさしい日本語」を使って、日本語サロンで学習している外
国人とお話しします。
日・時３月 12日㈰午後 2時～ 4時
場男女共同参画センター（加守町4丁目）
定60 人（申込先着順）
申・問電話またはファクス・電子メール（氏名、ふりがな、電
話番号を記入）で岸和田市国際親善協会へ 457 － 9694
{kokusai@sensyu.ne.jp

タイムカプセル開封セレモニータイムカプセル開封セレモニー
　市制施行 70 周年を記念し、埋設したタイムカプセ
ルの開封セレモニーを開催します。当時、タイムカプ
セルに作品などを入れた人には案内を送付しています。
案内が届いていない人はQRコードから住所、氏名を
入力してください。対象でなくて
も興味がある人はご参加ください。
日・時３月５日㈰午前 10 時から１
時間程度（雨天の場合は 12日㈰
に順延）
場まなび中央公園（西之内町）
問企画課企画担当 423 － 9493

入力は
こちらから

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。

きしわだフォトコンテストきしわだフォトコンテスト
入賞作品決定入賞作品決定

学び学び舎舎
や

ネットワークネットワーク「好きを仕事にしようよ」「好きを仕事にしようよ」
　本市出身の akane 氏による講演や、アバン
ギャルディ（akane 氏プロデュースチーム）、
岸和田高校・和泉高校・久米田高校ダンス部に
よるダンスパフォーマンスを行います。夢を諦
めず好きなことを追求し、チャレンジすること
の大切さについて考えてみませんか。
対市内在住・在学の中・高校生、在勤の 15 ～
18 歳の社会人
日・時３月 25日㈯午後 2時～ 4時半
場本会場…市立公民館（堺町）、中
継所…春木市民センター（春木若松
町）、東岸和田市民センター（土生町
４丁目　リハーブ４階）、山直市民
センター（三田町）、八木市民センタ
ー（池尻町）、桜台市民センター（下松町４丁目）
定市立公民館…60 人、市民センター…各 30 人（八木
市民センターは 20人）
申・問２月 21 日㈫までにQRコードから市立公民館へ
 423 － 9616
※講演やダンスパフォーマンスは本会場で行います。

詳しくは
こちらから

きしわだ地元川柳 入賞作品決定きしわだ地元川柳 入賞作品決定
　昨年 9月に、本市と第一生命保険株式会社堺支社の
協働で開催した「きしわだ地元川柳 2022」の応募作品
全 527 作品の中から、入賞作品が決定しました。たく
さんのご応募ありがとうございました。
問岸和田市公民戦略連携デスク 423 － 9508

テーマ「きしわだ地元自慢・地元あるある」
句 雅号

大賞 「岸和田は　推しより曳
ひ

くが　勝る街」 神島キララ

優秀賞

「くるみ餅　くるみを探し　首ひねる」 ひやしそば

「岸和田は　九月始めの　カレンダー」 森の風

「就活の　決め手は祭りに　休めるか」 かくのみ

学生賞
「祭りの日　3日連続　おでん嫌」 バタフラリー

「彩
あや

誉
ほまれ

　今日のおかずに　彩りを」 クッキー

和泉高校ダンス部 産業高校ダンス部

久米田高校ダンス部 岸和田高校ダンス部

最優秀賞@freestone2016 さん

入選@para_ohara さん 入選@aki.1738 さん

優秀賞@kkn_0105 さん 特別賞@t.ari373 さん

入選@yuuuta.inouuue さん

akane 氏

アバンギャルディ

タイムカプセル埋設の様子
（平成４年）

申し込みは
こちらから

詳しくは
こちらから
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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

（2/1 ㈬は 2/2
㈭に、2/10 ㈮は
2/9 ㈭に変更）

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。6 組） 3 カ月～
1 歳未満

2/17 ㈮・24 ㈮、
3/3 ㈮
10 時～ 11 時

新条地区公民館
（荒木町 2 丁目）

③
あかちゃん
ひろば

（全 3 回。10 組）

3/7 ㈫・14 ㈫・
28 ㈫
10 時～ 11 時

子育て支援
センター
さくらだい

④ あかちゃんパーク
（20 組程度） 未歩行児 2/21 ㈫

10 時～ 11 時
保健センター

（別所町 3 丁目）

⑤ ぺんぎんひろば
（15 組程度）

歩行始め～
3 歳未満

月曜日、2/3 ㈮・
9 ㈭・22 ㈬
10 時～ 11 時

子育て支援
センター
さくらだい

⑥ ふれんどパーク
（雨天中止） 就学前児童

2/8 ㈬
10 時～ 11 時

西之内第1公園
（西之内町）

2/16 ㈭
10 時～ 11 時

東岸和田公園
（土生町）

⑦ 親子であそぼう！
（10 組程度）

就学前児童

2/15 ㈬
10 時～ 11 時

光陽地区公民館
（並松町。駐車場
なし）

⑧ 親子であそぼう！
（20 組程度）

2/18 ㈯
10 時～ 11 時

八木市民センター
（池尻町）

⑨ こやぎちゃん
ルーム 就学前児童 3/1 ㈬

10 時～ 11 時 八木市民センター

⑩ ぐりぐらくらぶ
（5 組程度）

就学前の多胎
児（妊婦も可）

2/10 ㈮
14 時半～ 15 時半

春木市民センター
（春木若松町）

⑪ ぷちパパ・ぷち
ママ（5 組程度）

妊婦と
その配偶者

2/14 ㈫
13 時半～ 14 時半

子育て支援センタ
ーさくらだい

⑫
クローバー
ひろば

（5 組程度）

子育てに悩む
保護者

2/10 ㈮
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
※②③は 2 月 6 日㈪から受け付け。初めて参加の保護者に限る。⑥

⑨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、2 月 10 日㈮までに要相談。
対 3 ～ 12 カ月児の保護者
日・時 2 月 20 日㈪午後 1 時半～ 2 時半
保 3 ～ 12 カ月児（先着 5 人。2 月 8 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

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。

2/1 ㈬・8 ㈬
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
2/5 ㈰、3/5 ㈰
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

2/1 ㈬・8 ㈬・
15 ㈬・22 ㈬
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

2/8 ㈬
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

2/16 ㈭
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

2/18 ㈯
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

2/25 ㈯
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

2/28 ㈫
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

2/16 ㈭
16 時から
30 分程度

－

⑨ おはなし会 小学生
以下

2/25 ㈯
14 時～ 15 時

当日先着
15 人程度

山直図書館
（三田町）  
 441 － 7575

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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特集特集 スタートしますスタートします
「将来ビジョン・岸和田“新・岸和田”づくりの総合計画」「将来ビジョン・岸和田“新・岸和田”づくりの総合計画」

将来像（この12年間でめざすまち）

個性きらめき 魅力あふれる ホッとなまち 岸和田

社会状況の変化に対応しつつ岸和田の魅力を活用・発展させながら、
みんなで将来像の実現に向けて、まちづくりを進めていきましょう。

将来像の実現に向けて、テーマ別の6つの基本目標と、
すべての分野や取り組みにおいて共通して意識・活用すべき3つの視点を設定しています。

将来
像に

将来
像に

込め
た思
い

込め
た思
い

総合計画って？
　市の最上位の計画で、市民・事業者・行政など、様々な主体
が行うまちづくりの指針となるものです。

総合計画の構成

　まちづくりの指針を明らかにする「基本構想」と、基本構想
を実現するための中期的な戦略シナリオである「基本計画」で
構成しています。

基本構想（計画期間 12年）
・将来像…12年後の岸和田のまちの姿
・基本目標（6個）…将来像を実現するためのもの
・個別目標（23個）…基本目標をさらに細分化したもの

まちづくりって？
　理想のまちを実現するために、市民や事業者・団体などの多
種多様な主体それぞれが、役割に基づきできることを、連携・
協力、つまり協働していくことが「まちづくり」です。
本市がめざすまちの姿や方向性を総合計画で共有し、みんなで
まちづくりを進めていくことが大切です。

　3つの視点を大切にして、基本目標の達成、将来像の実現に向
けて取り組む必要があります。

岸和田を強くする3つの視点将来像の実現に向けた6つの基本目標
広域連携型都市構造の実現に向けて

　将来のまちの活力や、市民の生活の利便性を維持していくた
めには、人・物・情報の流れを支える都市基盤や環境の整備、
システム、人的つながりといったソ
フト面の充実を、周辺都市やより広
域的な地域間での連携により強化し
ていくことが重要です。
　市内の各地域間や周辺都市、関西
圏を含めた広域的な都市間連携を強
化し、様々な交流と活動の活性化を
支える「広域連携型都市構造」の実
現をめざします。

都市間連携

・地域連携…地形や水系に沿って形成された自然・文化・産業
など、本市の多様な資源を有機的につなぎ、活かすため、海か
ら山までの連携を推進

・泉州地域広域連携…関西国際空港をはじめとする泉州地域の資
源やストックをつなぎ、活かすため、近隣市町と様々な場面で
広域連携を推進

・大阪・関西圏広域連携…大阪・関西圏の魅力を高め、本市の活
性化につなげるため、広域ネットワークを活かして、府内及び
近隣の府県との広域連携を推進

広域連携型都市構造イメージ図

岸和田の現状と課題
　本市の人口は2005年の20万1,000人をピークに減少が続いています。
このまま推移すると 2040 年には 15万人台まで減少すると見込まれてい
ます。また近年は、転出数が転入数を上回っており、特に 30歳前後の子
育て世代の転出傾向が顕著となっています。2015 年の岸和田市人口ビジ
ョン策定時に実施したアンケート調査では、転出理由として「通勤・通学
のしやすさ」「子育て環境」「治安」「教育環境」「住宅条件（価格、家賃、
広さなど）」が多くあげられています。また 2020 年に実施した若者・子
育て世代向けの市民アンケート調査では、30代で「住みよい」と感じて
いる人は約6割と、他年代に比べて少ない傾向にあります。
　今後の人口減少に歯止めをかけるためには、子育て世代を中心とした人々
に対する働きかけや生活利便性の向上などの対策により、住み続けたいと

思う人がさらに増えるまちになっていくこ
とが重要です。
　また社会状況に応じたまちづくりも重要
で、SDGs や地球環境問題、危機管理、AI
や IoT、財政状況についても考え、取り組
むことが必要です。
IoT…「Internet of Things」の略称。
　　　「モノ」をインターネットに接続する技術のこと。

※人口は「岸和田市人口ビジョン」に基づくもの。

ICT…「Information and Communications Technology」の略称。
　　　通信技術を活用したコミュニケーションのこと。

新しい総合計画を策定するにあたり、市民の皆さんとともに、岸和田の
未来を考え、思いを共有し、じっくり話し合うことを目的に、無作為に選
出された市民や、公募により参加された市民による「まちづくり市民懇話
会（とことん懇話会）」を令和2年 10月から2年間（計 40回）開催しま
した。
　また、市民アンケート調査や事業者・団体へのヒアリング、パブリック
コメント、地域説明会の開催などを実施しました。

対面とオンラインでの「とことん懇話会」の様子

策定までの道のり

岸和田の
次世代を育むまち

住みたい・子育てしたいと
思える環境が整う

安全で安心して
暮らせるまち

日常に不安がなく、地域で
安心して暮らせる

人と自然が共生した
住みよいまち

豊かな自然や生物多様性の
保全と、まちの美化の促進
や環境に配慮されている

健康で自分らしく
生きられるまち

多様性が尊重され、誰もが
健康で安心して生活できる

にぎわいと活力を
創造するまち

地域資源（人・物・取り組みな
ど）を活かした交流促進と産業
発展や、生活を支える様々な機
能の拠点への誘導とアクセス性
の向上、広域的連携によるにぎ

わいを創出させる

みんなでつくる
持続可能なまち

誰もが地域づくりに参加し
やすい環境の確保や、広域
的連携なども活用した持続
可能で健全な行政運営が確

保されている

1

2

3

海から山までの多様な地域資源の活用
豊かな自然や、歴史・文化、農業・漁業などの多種
多様な地域資源を相互につなげて新しい価値を生み
出すなど、これまで以上に、まちづくりに最大限有
効活用していきます。

1

2

3
時代を先取り・リードする先端技術の活用
ICT 技術をはじめ先端技術を様々な分野において積
極的に活用し、市民の生活の利便性の向上や社会変
化への柔軟な対応を図り、近隣地域全体をリードす
るまちをめざします。

1

2

3

多様性を尊重しあう岸和田の絆の発展・活用
岸和田に関わる全ての人が互いを認め合い、新しい
住民や若い世代、事業者などが参加できる新しいコ
ミュニティのあり方を実現していきます。

総合計画はみんなで進めていくものです。
将来像の実現に向けて、
一緒に取り組んでいきましょう。

　4月から新しい総合計画がスタートします。「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、総合計画に描いたまちづくりを進めて
いきます。
　まちづくりを進めるには、市民や行政などが互い
に協力し合うことが必要です。
問合　企画課政策担当 072－ 423－ 9492
　 072－ 423－ 6749

KISHIWADA CITY
KISHIWADA CITY

Uni-Voice

詳しくは
こちらから

「将来ビジョン・岸和田」

人情味ある市民が多
く、岸和田への愛着
心やプライドが活

い

か
されている

個性きらめき

海から山までの豊かな自然
と古くからの歴史・文化、
農業・漁業など、魅力ある
資源が活かされている

魅力あふれる

人にやさしく、いざというときにつながれ
る熱い心や、注目される熱い取り組みや場
所があり（ホット）、住んでいても訪れて
も安心（ほっと）できる場所となっている

ホッとなまち
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リアル謎解きゲーム
「三城の秘宝を探せ！」

岸和田城・大阪城・尼崎城で謎解
きイベントを実施しています。３
つのお城で全ての謎をクリアした
人には、抽選でプレゼントが当た
ります。
日２月28日㈫まで　費500円（謎
解きキット代）　問観光課 423
－9486　※謎解きキットは、岸和
田城天守閣、岸和田駅前観光案内
所で販売しています。

泉州ゆかりコレクション

第5回は、「岸和田藩が誇る二大名
著と『らんまん』牧野富太郎」です。
『重訂本草綱目啓蒙』『本朝食鑑』
を絵師「服部雪斎」の博物画を交
え紹介します。影響を受けたとさ
れる「牧野富太郎」関連の展示も
お楽しみください。※『らんまん』
は、植物学の父、牧野富太郎が主
人公モデルの次期NHK連続テレ
ビ小説です。
日2月5日㈰～4月23日㈰　場図
書館本館（岸城町）
■特別講演会「『らんまん』牧野
富太郎－始まりは、岸和田ゆか
りの名著だった！－」
対中学生以上　日・時２月26日㈰午
後2時～4時　場図書館本館　講万万
代博史氏（郷土史研究家）　代博史氏（郷土史研究家）　定40
人（申込先着順）　申・問２月4日
㈯午前10時から図書館本館へ

422－ 2142

常盤地区公民館
クラブ体験ウィーク

地区公民館で活動しているクラブ
が、体験プログラムを準備してお
待ちしています。新しい趣味を見
つけたい人におすすめです。時間
など詳しくは市ホームページをご
確認いただくか、お問い合わせく
ださい。
日日２月8日㈬～２月8日㈬～2828日㈫　日㈫　場・場・問問常常
盤地区公民館（下松町盤地区公民館（下松町
4 丁目）4 丁目） 428 － 92
29

大阪府指定文化財
「木造阿弥陀如来坐像」の世界
～令和3年度の仏像修理から～

岸和田藩主岡部家ゆかりの「木造
阿弥陀如来坐像」をクラウドファ
ンディングにより昨年度修理しま
した。この修理を通して見えてき

の一つ）の所領和泉国日根荘の開
発を一任された久米田寺が基礎資
料として作成した絵図です。主要
ポイントをガイドと歩いてみませ
んか。
日・時２月 25日㈯午前 9時半～午
後 3時　集合場所JR日根野駅改
札前　講井田寿邦氏（泉佐野の歴井田寿邦氏（泉佐野の歴
史と今を知る会事務局長）　史と今を知る会事務局長）　費100
円（資料代）　定25 人（申込先着
順）　申・問２月10日㈮午前10時
から図書館本館へ 422－ 2142

チラシ作り イマドキのコツ！

便利な方法を学んで、簡単にチラ
シを作れるようになりましょう。
対町会・自治会・市民団体・NPO
法人・個人など　日・時２月25日
㈯午前 10 時～ 11 時　場市立公
民館（堺町）　講太田俊彦氏（情
報処理安全確保支援士）　定20 人
（申込先着順）　申・問２月24日㈮
までに電話またはファクス・電子
メール（住所、氏名〈団体名〉、電
話番号、メールアドレスを記入）・
QRコードから市民活動サポート
センターへ 438 － 2367 

438－2368　{info@
kishiwada-saposen.
jp

日本遺産「葛城修験」
公開講座

令和２年に認定を受けた「葛城修
験」について公開講座を開催しま
す。府文化財保護課の講師が、葛
城修験の歴史、文化財的な側面か
ら話します。
日・時２月25日㈯午後 2時～ 4時
場マドカホール（荒木町1丁目）
講三好英樹氏（博士〈歴史学〉）　
定30 人（申込先着順）  申・問電話
または電子メール（氏名、電話
番号を記入）で観光課へ 423－
9486　{kankou@city.kishiwa
da.osaka.jp 

た本仏像の歴史を、実際修理に携
わった専門家が解説します。
日・時２月11日㈷午後１時半～３時
場だんじり会館（本町）　講橋本
麿嗣氏（美術院副工房長）　氏（美術院副工房長）　定30
人（申込先着順）　申・問電話で郷
土文化課郷土史担当へ 423 －
9689

出張マジミエ図書館Ｚラボ
～これからの公共空間を考えよう～

学生のアイデアを聞きながら、「未来
の公共空間」について、一緒に語り
合いましょう。申し込み不要です。
日・時２月 12 日㈰午後 1 時～ 3
時　場岸和田カンカンベイサイド
モール「ちきりプラザ」（港緑町）　
講岡本真氏（アカデミック・リソ岡本真氏（アカデミック・リソ
ース・ガイド株式会社代表取締役）ース・ガイド株式会社代表取締役）
問図書館本館 422－ 2142

シネマ・デ・シエスタ

多様な生き方や人間模様に触れる
映画鑑賞会です。
日・時２月15日㈬午後２時～３時35
分   場男女共同参画センター（加
守町４丁目）  内 「大統領の料理人」
（日本語吹き替え）  定30人（当日
先着順）　問男女共同参画センタ
ー 441－2535  441－2536

2月22日は「忍者の日」  伝説の忍
者を探せ！謎解きは岸和田城で！

岸和田城とその周辺に隠された暗
号や謎を解き明かす「謎解きイベ
ント」を開催します。
日日２月２月1818日㈯～3月日㈯～3月1919日㈰　日㈰　場場岸
和田城・二の丸広場・二の丸広場
観光交流センター（岸城町）　問問二
の丸広場観光交流センター 436
－ 3430

「日根野村絵図」を歩くツアー

「日根野村絵図」は九条家（摂家

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」

趣味・教養

活動内容

英会話、パソコン、Web制作、写真、英会話、パソコン、Web制作、写真、
卓球、剣道、居合道、気功・太極拳、卓球、剣道、居合道、気功・太極拳、
フラダンス、体操、ストレッチ、ヨガ、フラダンス、体操、ストレッチ、ヨガ、
華道、着付け、大正琴、合唱、詩吟、華道、着付け、大正琴、合唱、詩吟、
書道、ペン習字、編物、フラワーア書道、ペン習字、編物、フラワーア
レンジメント、絵画、パッチワーク、レンジメント、絵画、パッチワーク、
紙粘土紙粘土

KIX泉州国際マラソン  2月12日㈰午前10時半スタート!!

約 4,700 人のランナーが、浜寺公園（堺市）をスタートし、りん
くう公園（泉佐野市）をフィニッシュとする 42.195kmの日本陸上
競技連盟公認コース、及び岸和田城（岸城町）をフィニッシュとした
20.4kmのチャレンジランコースを駆け抜けます。
　ランナーを応援し、みんなで大会を盛り上げましょう。

■交通規制にご協力を
府道 204 号堺阪南線及び周辺道路では、当日、通行止めなどの交

通規制が行われます。岸和田市役所周辺は午前 11時～午後１時半頃
まで車両の通行ができません。また、路線バスは一部運行休止や迂

う

回
運行をします。ご理解・ご協力をお願いします。

■沿道応援ブース
　沿道では、座りながら応援できるブースの設置や、チアリーディン
グや吹奏楽、だんじり囃

ば や

子
し

、和太鼓などを予定しています。
■チャレンジランフィニッシュ会場イベント
　岸和田城前の二の丸広場では、当日午前 10時半より物産展を開催。
また、特設ステージを設け、大抽選会や表彰式など盛りだくさんのイ
ベントを予定しています。
■応援したいランナーの位置がすぐわかる「応援navi」
　パソコン・タブレット・スマートフォンでアプリをダ
ウンロードすると、ランナーの現在位置が確認できます。
コースを先回りしてランナーに声援を送りましょう。

問（一社）KIX 泉州ツーリズムビューロー 479－3620

木造阿弥陀如来坐像木造阿弥陀如来坐像木造阿弥陀如来坐像

ダウンロード
はこちらから
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幸せの黄色い花でリースを作ろう
～３月8日は「国際女性デー」～

イタリアでは「ミモザの日」とも
言われる国際女性デーにちなみ、
ミモザのリースを作ります。男性
の参加も大歓迎です。
日・時３月４日㈯午前10時～正午　
場男女共同参画センター（加守
町4丁目）　講溝口京子氏（園芸
研究家）　費1,500 円（材料費。２
月 25 日㈯までに持参）　定20 人
（申込先着順）　保２歳～就学前児
童 6人（申込先着順。傷害保険料申込先着順。傷害保険料
100100円円）　申・問２月 25日㈯まで
に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・保育希望者は子の氏名・
生年月日・性別生年月日・性別を記入）で男女共
同参画センターへ 441－2535　
 441 － 2536 {danjoc@city.
kishiwada.osaka.jp

初めてのアクアリウム講座

日・時３月12 日㈰午前 10 時～正
午　場市立公民館（堺町）　講藤
原宗爾氏（フジワラペットファー
ム代表）　費2,000 円（水槽代ほ
か）  定15人（抽選）　申・問２月17
日㈮までに電話または
QRコードから市立公
民館へ 423－9616

感謝を伝えるギフトを作ろう！
フラワーバルーン講座

対中学生・高校生　日・時３月12日
㈰午後1時半～3時半　場市立公
民館（堺町）　講吉竹瞳氏（バルーン
パフォーマーひとみ）　費2,000 円

（材料費）　定12人（抽選）　 申・問２
月28日㈫までにQRコ
ードから市立公民館へ
 423－ 9616

図書館友の会 短歌教室公開講座
「こんなに面白い！今どきの短歌」

近年の短歌人気を牽
け ん

引
い ん

する金川宏
氏と牛隆佑氏のトークショーです。
日・時３月 12 日㈰午後 1時半～
3 時　場図書館本館（岸城町）　
定30 人（申込先着順）　申・問２
月8日㈬午前10時から図書館本
館へ 422－ 2142

図書館友の会 文章教室公開講座
「魅力ある文章を書くには」

日・時３月 18日㈯午後1時～4時　
場図書館本館（岸城町）　講倉倉
橋健一氏（詩人）　橋健一氏（詩人）　定28人（申込先
着順）　申・問２月8日㈬午前10時
から図書館本館へ 422－ 2142

春の草花の寄せ植え講習会

日・時３月29日㈬午後２時　場臨海
会館　講溝口京子氏（園芸研究家）
費1,500 円（材料費）　定30 人（抽
選）　申２月 27 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）で臨海会館「春
の草花寄せ植え」係へ〒 596 －
0015 地蔵浜町 10　浜工業公園内　
{midori-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

ボッチャにチャレンジしてみよう！

当日参加も可能です。運動しやす

い服装でお越しください。
日・時２月19日㈰午前9時半（30分
前受け付け開始）　場中央小学校
（堺町）　持ち物体育館シューズ、
水筒、タオル、マスク　申・問２月
16日㈭までにQRコー
ドからスポーツ振興課
へ 447 － 7072　

423 － 5030

BMX体験会

対市内在住・在勤・在学者　日・時２
月26日㈰午前10時～正午（30分
前受け付け開始）　場サイクルピ
ア岸和田BMXコース（春木若松
町）　定30 人（申込先着順。うち
小学生以下は 20 人）　申・問２月
22 日㈬までにQRコードからス
ポーツ振興課へ 447
－ 7072　  423 －
5030

もしかしてあなたは
HSP（繊細さん）かも？

感受性が強く、他者の気持ちに影
響されがちで、心が疲れやすく生
きづらいのは、実はHSPかもし
れません。どんな特性があるのか
を学んでみましょう。
日・時２月10日㈮午後１時～３時　
場桜台市民センター（下松町4丁
目）　講熊川サワコ氏（ほくせつ
マメの木副代表）　定20人（申込
先着順）　申・問電話で桜台市民セ
ンターへ 428 － 9229

セラピードッグに
読み聞かせだワン　第 3弾

第 3弾はセラピードッグについ
て映像を通して学び、好きな本を
選んで読み聞かせをします。やさ
しくて可愛いワンちゃんとふれあ

いませんか。
対市内在住の小学生と保護者　
日・時３月5日㈰午後2時～３時　
場図書館本館（岸城町）　講日本
レスキュー協会　定20人（申込
先着順）　申・問２月 7日㈫午前
10 時から図書館本館へ 422 －
2142

シニア・バイリンガル・ヨガ
～ヨガでからだの体操、
英語で頭の体操～

日・時３月8日㈬午前10時半～正
午　場市立公民館（堺町）　講大
嶋文氏（バイリンガルヨガインスト
ラクター）　定12人（抽選）　申・問２
月 21 日㈫までにQR
コードから市立公民館
へ 423－9616

生活が不活発になっていませんか

コロナで、外出や運動が少なくなっ
ていませんか。生活不活発病のチェ
ック方法や予防方法、体操などを実
技を交えて一緒に学びましょう。
日・時３月 11 日㈯午後 2 時～ 4
時　場福祉総合センター（野田町
1丁目）　定100人（申込先着順）　
申・問２月 6日㈪から
電話またはQRコード
から介護保険課へ 4
23－ 9475

障害者スポーツ大会
フライングディスク競技会

対市内・近隣市町在住の小学生以
上の障害児・者、障害者スポーツに
関心のある人　日・時３月12日㈰
午後2時～4時　場福祉総合センタ
ー（野田町1丁目）　申・問２月 24
日㈮（必着）までに障害者支援課、
福祉総合センターに備え付けの申
込書を、郵送またはファクスで障
害者支援課へ〒 596 －8510　

423 － 9549　 431 － 0580

ゆるやかに支え合う地域づくりを目指して
ひきこもり支援セミナー

　本市では、今年度からひきこもり相談窓口を開設しています
（16面参照）。ひきこもり支援は、当事者やその家族だけでな
く地域全体の課題です。ひきこもり支援に先進的に取り組んで
こられた中井俊雄氏（ノートルダム清心女子大学准教授）の講
演です。市内のひきこもり支援の取り組みなども紹介します。
日・時2月 17日㈮午前 10時～正午
場福祉総合センター（野田町1丁目）
定100 人（申込先着順）
申・問電話または電子メール（講座名、住所、氏名、電話番号電話または電子メール（講座名、住所、氏名、電話番号
を記入）・QRコードから岸和田市社会福祉協議会自立相談を記入）・QRコードから岸和田市社会福祉協議会自立相談
支援センターへ支援センターへ 439－8255　{{support@kishisyakyo.net

スポーツ

健康・福祉

総合体育館  市内公園・運動広場教室

教室名 対象 日程 場所 費用

陸上教室・短距離走 ★★ 小学生 2/11㈷
・18㈯ まなび中央公園 各 1,200 円

健康テニス 一般 2/13 ㈪ 野田公園テニスコート 1,000 円
ノルディックウォーキング 一般 2/15㈬ 二の丸公園 500円

親子ランニング教室 ★★ 親子（子は年長
～小学3年生）2/19㈰ まなび中央公園 1組 1,200 円

健康維持ストレッチ
一般 2/20 ㈪ 天神山キリン公園 無料
一般 2/21 ㈫ 東ケ丘第一公園 無料
一般 2/24 ㈮ 土生公園 無料

はらっぱ教室 小学1～3年生 2/25 ㈯ ときわ公園 500円
高齢者のためのストレッチ 一般 2/27 ㈪ 牛ノ口公園 無料

詳しくはお問い合わせください。
時午前 10時～11時（★★ は午前 9時～10時）
申・問前日までに電話で総合体育館へ441－9200

スクールは
こちらから

体育館単発教室
はこちらから

癒しの空間、水槽アクアリウムに挑戦

イメージ写真イメージ写真イメージ写真
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岸和田城下町ひなめぐり

桃の節句に合わせ、岸和田城周辺
の施設で、ひな人形を展示します。
日日２月２月1717日㈮～３月5日㈰　日㈮～３月5日㈰　場場岸
和田城・二の丸広場観光交流セン
ター・自泉会館・五風荘・岸城神社・
杉江能楽堂（岸城町）、だんじり会館・
まちづくりの館（本町）　問問岸和田
市観光振興協会 436－ 0914

わくわくコンサート ～フルート
＆ピアノで春いっぱい！～

幼児と保護者向けクラシックコンサ

ートです。兄弟姉妹同伴可能です
が、チケットが必要です。
日・時3月5日㈰午後2時開演（30
分前開場）　場自泉会館（岸城町）　
曲目 「ガヴォット」（ゴセック）、
「トロイメライ」（シューマン）ほか
出演音楽玉手箱マトリョーシカ
チケットペア1,000円（当日 500
円増。追加子どもチケット 500
円。自泉会館で販売）　定20 組　
問岸和田文化事業協会 437 －
3801

フレッシュプレミアムコンサート
未来へ ～ここから～

令和 3・4年度の優秀者が出演し
ます。最優秀賞・優秀賞も選出し
ます。
日・時３月12日㈰午後2時開演
（30 分前開場）　場マドカホール
（荒木町 1丁目）　出演浦部晏未・
大槻夏子・中地莉子・髙木真実子
・竹ヶ鼻智絵（ピアノ）、久保侑可
（クラリネット） 、永田雅子・安江

陽奈子・佐々木真衣（ソプラ
ノ）、蘭サクソフォンカルテット
チケット1,000円（当日 200円増。
自泉会館で販売）　定200人　問岸
和田文化事業協会 437 － 3801

きしわだ野菜まるしぇ

「彩
あ や

誉
ほまれ

®にんじん」はもちろん、地
元農家が愛情込めて育てた朝採れ野
菜が勢ぞろいします。
日・日・時時２月２月1212日㈰午前日㈰午前1010時～午後時～午後
4時（売り切れ次第終了）　4時（売り切れ次第終了）　場・場・問問二
の丸広場観光交流センター（岸城
町） 436－ 3430

怒りをぶつけない「わたし」に
なりたい ～アンガーマネジメン
トを学ぶ～

パートナーや子どもなど、さまざ
まな人との関係における怒りのコ
ントロール方法をグループワーク
などを通して学びましょう。
日・時２月18 日㈯午後 2 時～ 4
時　場男女共同参画センター（加
守町4丁目）　講伊田広行氏（立命
館大学非常勤講師）　定30 人（申
込先着順）　　保2 歳～就学前児
童 6人（申込先着順。傷害保険料申込先着順。傷害保険料
100100円円。2 月 10 日㈮までに要申
し込み）　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、保育希望者保育希望者
は子の氏名・生年月日・性別・アは子の氏名・生年月日・性別・ア
レルギーの有無を記入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.
kishiwada.osaka.jp

はあとふるシアター

映画を通して、人を大切にするヒ
ントを見つけてみませんか。
日・日・時時2月2月1818日㈯①午後 2時 ②午日㈯①午後 2時 ②午

後2時後2時5050分　分　内①「imagination」 
②「親愛なる、あなたへ」　定各
30 人（当日先着順）　　場・場・問問男女
共同参画センター（加守町4丁目）
 429－9833　 441－2536

意外と知らない調味料の話 ～さし
すせそ、「さ」と「せ」のおはなし。～

今回は砂糖と醤油のお話です。
日日①砂糖…①砂糖…2月2月2121 日㈫ 日㈫ ②醤油…②醤油…
3月7日㈫（全 2回）　3月7日㈫（全 2回）　時時午前午前 1010
時半～午後 0時半　時半～午後 0時半　場市立公民
館（堺町）　講井上雅香氏（健康
管理士一般指導員）　費600円（菓
子代）　定14人（抽選）　　保１歳半
～就学前児童 6人（申込先着順）
申・問2 月 15 日㈬まで
に QR コードから市
立公民館へ 423 －
9616

かしましフェスティバル

４年ぶりの開催です。ぜひお越し
ください。
日・日・時時２月２月2626 日㈰午後 1時～ 4時　日㈰午後 1時～ 4時　
場場男女共同参画センター（加守町4
丁目）  内手づくり百軒横丁、女性
会議活動の展示、ティーコーナー、
バザー、タップダンス、福引　問問岸
和田女性会議（馬場） 439－84
90

知っとく！なっとく！お金の話

NISAや iDeCoなど、自分の資
産を運用するにはどのようなもの
があるのかを知りましょう。
対対20 代・30 代の人、興味のある
人　日・日・時時３月３月1111 日㈯午後 2時～日㈯午後 2時～
4時　4時　場場市立公民館（堺町）　講伊
東亜記子氏・森川勝彦氏（ＳＭＢ
Ｃコンシューマーファイナンス株
式会社）　定20 人（申込先着順）　　
申申・・問問QR コードから
市立公民館へ423－
9616

日時 場所・問合
3/11 ㈯
11:00～

八木図書館（池尻町）
 443－ 6849

3/12 ㈰
13:00～

春木図書館（春木若松町）
 436－ 0679

それぞれの性について考えよう ～“ふつう”ってなに？～
　性の多様性について理解を深め、一人ひとりの「個性」の大
切さを考えてみませんか。大阪府共催講座です。
日・時2月 24日㈮午後2時～4時
場男女共同参画センター（加守町4丁目）
講いのもと氏（特定非営利活動法人QWRC〈クォーク〉）
定30 人（申込先着順）
申・問2 月 22 日㈬（手話通訳は 2 月 10 日㈮）までに電話
またはファクス・電子メール（講座名、代表者の住所・氏（講座名、代表者の住所・氏
名・電話番号、参加人数、手話通訳の要否を記入）名・電話番号、参加人数、手話通訳の要否を記入）・QRコ
ードから人権・男女共同参画課人権推進担当へ

429 － 9833　  441－ 2536　{{jinkens@city.
kishiwada.osaka.jp

　人形劇団「おじかくらぶ」の
皆さんが熱演します。当館スタ
ッフによるタコのお話もありま
す。小学生以下は保護者同伴で
お越しください。
日・時3 月12 日㈰①午後 1時
半～ 2時半 ②午後 3時～ 4
時
場自然資料館（堺町）
定各 50人（当日先着順）
問自然資料館 423－ 8100

　「みなみちゃんとおはなしたい」
によるおはなし会と工作を、家族
や友達と一緒に楽しみましょう。
対幼児以上
日など表のとおり
定各 20人（申込先着順）
申・問2月21日㈫から各図書館へ

子どもから大人まで参加できる文化芸術体験ワークショップです。小
学2年生以下は保護者同伴で。申込先着順です。★は材料費が必要です。
　詳しくは、市ホームページをご確認ください。
日3月 11日㈯
場マドカホール（荒木町1丁目）
申・問2月11日㈷午前 10時から電話でマドカホールへ 443－ 3800

内容 対象 時間 定員
①楽しいキッズバレエ
②おとなのバレエレッスン

①3歳～小学3年生
②中学生以上の女性

① 9:45 ～
② 11:15 ～ 各10人

健康ヨガ 成人女性 10:00 ～ 7人
初めてのフラダンス 4歳～成人 10:00 ～ 8組
私だけのコサージュ作り★
（材料費 1,000 円） 小学生以上 ① 10:00 ～

② 11:00 ～ 各 8人

ヘンテコ仮面を作ろう！ 5歳～成人（小学3年
生以下は保護者同伴）

① 10:30 ～
② 14:00 ～ 各 20人

今からでも遅くない！
大人も子どもも
ピアノレッスン♪

ピアノ未経験の4歳～
成人（アートマルシェ
未体験者のみ。小学生
以下は保護者同伴）

13:00～
（1人20分） 7人

素敵なリース作り★
（材料費 1,000 円） 小学生以上 ① 13:00 ～

② 14:30 ～ 各 6人

レザーで作ろう！ オリジナル
トレイ★（材料費 500円）

小学生以上（小学生は
保護者同伴）

① 13:30 ～
② 14:45 ～ 各 8人

マドカ de踊ろう！ 4～ 20歳 14:00 ～ 8人
ちぎり絵を作ろう！ 小学生以上 14:00 ～ 10人
竹で作ろうマグカップ 小学生以上 14:00 ～ 10人

芸術・文化

暮らし

岸和田のむかしばなし人形劇
「蛸地蔵」

春のおはなし会スペシャル

第第1313回  アートマルシェ回  アートマルシェ第13回  アートマルシェ

※時間は 40分程度です。

五風荘のひな人形五風荘のひな人形五風荘のひな人形
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定2020 人（抽選。1組保護者を含む3人まで）人（抽選。1組保護者を含む3人まで）
保 1歳半～就学前児童6人（申込先着順）1歳半～就学前児童6人（申込先着順）
申22 月月 2020 日㈪までに、保育希望者は子の氏名・生年月日・性別・ア日㈪までに、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し「春の恐竜教室」係へレルギーの有無を記入し「春の恐竜教室」係へ

講当館スタッフほか
費高校生以上 200 円（入場料。同伴者も必要。2月 23 日㈷は材料
費 500円も必要）
定各10人（①②ともに当日午後1時半に抽選。1組保護者を含む3人まで）

講塚腰実氏（大阪市立自然史博物館外来研究員）ほか塚腰実氏（大阪市立自然史博物館外来研究員）ほか
申2 月 7日㈫までに「大阪層群」係へ
■きしわだ自然友の会設立 20周年記念講演会「深海魚の戦略」
　（申し込み不要）
きしわだ自然友の会初代会長、尼岡邦夫氏による、真っ暗闇で高水圧の
深海で生きるための深海魚たちの多様で奇抜な戦略についての講演です。

講尼岡邦夫氏（北海道大学名誉教授）

自然資料館ときしわだ自然友の会による、生物学や地質学・古生物学
に関する研究発表会です。詳しくはお問い合わせください。

講当館スタッフ、きしわだ自然友の会会員ほか
■大阪湾の鳥観察会（雨天中止）

講中村進氏（日本鳥学会会員）ほか
申2 月 20日㈪までに、双眼鏡の有無を記入し「大阪湾の鳥」係へ
■春のきしわだ恐竜教室
恐竜の最新研究のお話と恐竜復元ワークショップを行います。

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」
定20 人（抽選。1組保護者を含む3人まで）
保1歳半～就学前児童6人（申込先着順）
申2 月 20 日㈪までに、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し「春の恐竜教室」係へ

対象 日時 場所 費用 定員

小学生以上 2/12 ㈰
9:50～ 13:00 市内の丘陵地

50円
（傷害保険料）

20人
（抽選）

対象 日時 場所 費用
小・中学生 3/11 ㈯ 13:30～ 16:00 自然資料館 500円（材料費）

対象 日程 時間 場所 内容

3歳以上
2/11 ㈷ ①14:00～ 15:00

② 15:00～ 16:00
自然
資料館

チリメンモンスター
2/23 ㈷ 海藻万華鏡をつくろう

対象 日時 場所 費用 定員

小学生以上 3/5㈰
10:30～ 15:30

阪南 2区人工干潟・
近木川河口干潟

50円（傷害
保険料）

20人
（抽選）

大人だけの参加も歓迎！大人だけの参加も歓迎！
自然資料館のイベント自然資料館のイベント

小学生以下は保護者同伴でお越しください。
申・問各締め切り日（必着）までに往復はがきまたは電子メール（保護者を含む参加者全員の住所・氏名・年齢か学年・
電話番号を記入）で自然資料館へ〒596－0072 堺町6－5 423－8100 {sizen@city.kishiwada.osaka.jp

■自然資料館・ミニ実習（申し込み不要）■自然資料館・ミニ実習（申し込み不要）

■野外観察会「大阪層群の地層と化石」（雨天中止）

■第■第2121回メランジェゼミ（申し込み不要。時間内出入り自由）回メランジェゼミ（申し込み不要。時間内出入り自由）

野菜づくりのコツと
裏ワザのおはなし

農業関係者はもちろん、家庭菜園
が趣味の人にとっても役立ちます。
日・日・時時３３月月1919日㈰午後2時～3時半日㈰午後2時～3時半
場場山直市民センター（三田町）  講農
山漁村文化協会スタッフ　定20 人
（申込先着順）　　申・申・問問２月24日㈮
午前10時から山直図書館へ 44
1－ 7575

講演会
「和泉葛城山の自然とブナ林」

和泉葛城山ブナ林天然記念物指定
100周年記念イベントです。和泉
葛城山とブナ林の魅力を知り、3
月21日㈷の植樹会に参加しません
か。植樹会の詳細は講演会当日お
知らせします。
日・時3 月 4日㈯午前10時～正午
場福祉総合センター（野田町1丁
目） 講和泉葛城山ブナ愛樹クラブ
定50人（当日先着順）　問和泉葛城
山ブナ愛樹クラブ090－7103
－4615、自然資料館423－8100

水ナスを栽培してみよう！

肥料や農薬などの研修もあります。
説明会3 月 7日㈫午前10 時に神
於山土地改良区事務所で 日3 月

末から 10 月末の毎週火曜日（4
時間程度）　場神於山土地改良区
（尾生町）　講きしわだ生き活

い

き農
業応援団　費10,000 円（傷害保
険料含む。苗代などは別途実費）　　
申・問2 月 17 日㈮（必着）までに
はがき（住所、氏名、年齢、電話
番号、申し込み理由を記入）で農
林水産課農林水産振興担当へ〒
596 － 8510  423－ 9488

知って得する労働問題講座

対対事業主、管理職、人事労務担当
者など 日・日・時時3月3月1010 日㈮午後 1日㈮午後 1
時半～ 5時半　時半～ 5時半　場場福祉総合セン
ター（野田町 1丁目）　内・内・講講第 1
講…月 60時間を超える残業は割
増賃金率が上がります・福田惠一
氏（大阪働き方改革推進支援・賃
金相談センター社会保険労務士）
第 2講…コロナ禍

か

における高年齢
者雇用の戦力化・濱田滋氏（はま
だ社会保険労務士事務所所長）、
労働相談コーナー（事前予約優先）
定定100人（申込先着順） 申・申・問問33
月 8 日㈬までに電話またはファ月 8日㈬までに電話またはファ
クス（クス（講座名、住所〈所在地〉、
氏名、会社名または団体名、電話
番号を記入）で産業政策課労働政）で産業政策課労働政
策担当へ策担当へ423－9621 423
－6925　※障害などの理由でサ
ポートが必要な場合は、申し込み

時にご相談ください。

祝日おたのしみ会

対幼児～小学生
■マジックショー
日・時2月11日㈷午前11時　定10
人（当日先着順）　場・問春木図書
館（春木若松町） 436－ 0679
■おりがみ「紙ヒコーキ」
日・時2月11日㈷午後2時　場・問八
木図書館（池尻町） 443－ 6849
■おりがみ「手

し ゅ り け ん

裏剣」（4歳以上）
日・時2月23 日㈷午前11時　定6
人程度（申込先着順）　場・申・問2
月 16 日㈭午前 10 時から桜台図
書館（下松町 4丁目）へ 428 －
9230
■絵本をつくろう
日・時2月23 日㈷午後 2時　定12
人（当日先着順。3回実施、各回4
人）　場・問旭図書館（土生町４丁目
リハーブ3階） 428－ 6200

子育てママパパにかける
声がけのコツ 
～勇気づけからNGワードまで～

公民館保育者研修会を兼ねた講座
です。公民館保育者（有償）を希望
する人には終了後、説明会を実施
します。
対公民館保育登録希望者、ボラ

ンティア保育者、子育て支援に
興味のある人　日・時2月 25 日㈯
午前 10 時～正午　場市立公民館
（堺町）　講朝日陽子氏（NPO法
人えーる代表理事）　定30人（申込
先着順）　申・問QRコ
ードから市立公民館へ
 423－ 9616

正しく伝わるプレゼン講座
～伝わると伝える。ちがいに目
からウロコがポロリ～（全2回）

短くわかりやすく伝わるというこ
とを学びましょう。
対小学生と保護者　日２月 25 日
㈯ 、３月 4日㈯　時午後 1時半
～ 3時半　場市立公民館（堺町）　
講栗瀬誠氏（マルチクリエイター）　
定10 組（抽選）　申・問２月 21
日㈫までに QR コー
ドから市立公民館へ

423－ 9616

幼児期から始める
心と体を育む食育のお話

対2 ～ 5 歳児の保護者　日・時2
月28日㈫午前10時～正午　場市
立公民館（堺町）　講谷口ひろみ氏
（食育講師）　定20人（申込先着順）　
保１歳半～就学前児童 6人（申込
先着順。2月 21 日㈫までに要申
し込み）　申・問QRコ
ードから市立公民館へ
 423－ 9616

自然・環境
資格・技能・
ビジネス

日時 場所 定員
2/19 ㈰
14:00～ 15:30 自然資料館 40 人（当日先着順。30

分前より受け付け開始）

日時 場所 内容
2/26 ㈰
10:30～ 17:00 自然資料館「岸和田の自然における経済価値評価」「岸和田の池の鳥」ほか

子育て

深海魚
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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。2・3月の相談

市制施行 60周年記念映画（昭和 57年）
　市制施行 60周年を記念し、
制作された映画です。右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　※交通事故相談は3月末をもって終了します。

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

2/1 ㈬・15㈬、3/1㈬・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 2/8 ㈬、3/8㈬ 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） 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 3/28 ㈫ 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2/9㈭ 13時～ 15時、3/11 ㈯ 10時～ 12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）2/9 ㈭、3/9㈭ 10時～ 11時 50分、3/23 ㈭ 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 2/3 ㈮・17㈮、3/3㈮・17㈮男女共同参画センターで、2/22 ㈬、3/22 ㈬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 2/13 ㈪、3/14 ㈫ 10時～ 12時、2/21 ㈫、3/30㈭ 10時～ 12時、13時～ 15時（予約制）

歯科相談 2/9 ㈭、3/9㈭ 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）

2/6 ㈪、3/6 ㈪コープ岸和田店、2/9 ㈭、3/9 ㈭山直市民センター、2/15 ㈬、3/15 ㈬東
岸和田市民センター、2/23 ㈷、3/23 ㈭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 ㈫、3/7㈫ 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） 2/9 ㈭、3/9㈭ 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）3/23 ㈭ 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 ㈬、3/1㈬ 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 2/22 ㈬、3/22 ㈬ 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） 2/9 ㈭、3/9㈭ 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）
　…2月7日㈫・21日㈫、3月7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

それぞれ違うみんなの個性
尊重しあって　一つの輪
　　　　　　　　　　　 谷口　一隆（市内在勤）
大丈夫？　一言かける　思いやり
　　　　　　　　　　　 鎌田　義雄（市内在勤）

2月の
納税・納付

国民健康保険料…2月分
後期高齢者医療保険料…第8期分
介護保険料…第11期分
固定資産税…第4期分

献血　社会福祉協議会
437－8854

アクロスプラザ東岸和田…2月11日㈷、3月11日㈯
岸和田徳洲会病院…2月16日㈭
岸和田工業センター…3月16日㈭
時間はいずれも10時～12時、13時～16時半
南海浪切ホール…2月5日㈰9時半～15時半、3月
11日㈯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

　3年ぶりに岸和田市民駅伝競
走大会が行われ、表紙の写真を
撮影しました。襷をつなぐ姿や
ゴールシーン、沿道で応援する
仲間の姿を見ていると、目頭が
熱くなり、込み上げてくるもの
がありました。
　選手、関係者の皆さん、お疲
れさまでした。感動をありがと
うございます！スポーツはやっ
ぱり素晴らしいなと、改めて感
じました。（Y）


