魅力かがやき 未来へつなぐまち 貝塚

令和3年4月5日 No.977

４月

動画はこちら

３月11日(木)、朝日スポーツクラブ貝塚スイミングにて水中運動教室を実施しました。これは介護予防教室の一環として、民間の屋内温水プールを
利用し開催したものです。参加者のみなさんは、その場足踏みなどの運動機能テストでウォーミングアップをしてからプールに入っていました。
インストラクターの指導のもと、プールで体をひねったり膝をあげてのウォーキングや、音楽にあわせてアクアビクスに挑戦するなど、楽しみなが
ら水中運動を体験されていました。

今月号のトピックス

【新型コロナウイルス感染症対策について】
◆掲載した内容は、中止または延期となる場合がありま
す。詳しくはお問合せください。
◆イベントなどは感染症対策をして開催します。参加され
る場合は、マスクの着用をお願いします。
◆37.5度以上の発熱や風邪症状がある場合は、講座やイベ
ントへの参加はご遠慮ください。

●令和３年度 市政運営方針…２ページ
●令和３年度 当初予算…３ページ
●新庁舎News…４ページ

東貝塚駅

●新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター開設…10ページ
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◆障害者用に音声版・点字版の広報も発
行しています。ご希望のかたは障害福祉
課(☎072－433－7012)へお問合せくださ
い。
また、障害のあるかたでイベントなど
に参加する際配慮が必要な場合は、各問
合せ先へご連絡ください。可能な限り対
応します。
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令和3年度

JR東貝塚駅バリアフリー化
および周辺整備の推進
620,680千円
JR西日本が行うJR東貝塚駅バリアフリー化(エ
レベータ設置など)整備事業に対し支援します。
また、駅前広場や周辺道路を整備し、駅などの
利便性・安全性の向上を図ります。

観光魅力づくり事業
5,000千円
市内観光周遊コースの環境整備を進めると
ともに、貝塚市以南に位置する府内４市３町
および和歌山県北部３市と連携し、それぞれ
の魅力的な資源を共通の資源とした一体的・
効果的な広域観光の実現をめざします。

小学校屋内運動場
空調設備設置事業
630,000千円
小学生の熱中症対策としての活用も兼ねて、災
害時に各校区の指定避難所となる全ての小学校の
屋内運動場に空調設備を設置し、避難所の環境改
善を図ります。

「第５次貝塚市総合計画」の
理念である「魅力かがやき 未
来へつなぐまち 貝塚」の実現
に向けた、令和３年度の市政運
営方針の概要と主な事業をお知
らせします。金額は本年度予算
です。
市政運営方針全文は、市の
ホームページに掲載しています。

新庁舎整備事業
3,356,931千円
令和４年５月の供用開始をめざし、
行政機能を統合し、最新のICTや防災
拠点機能を備えた新庁舎を整備します。

問合せ先

政策推進課☎072－433－7055

子ども医療助成
対象年齢拡大事業

JR和泉橋本駅山側地区
まちづくり調査事業

331,334千円
(うち拡充分57,176千円)

13,000千円
JR和泉橋本駅山側地区における、地
元による新しいまちづくり活動を支援
するため、「まちづくり基本構想」の
策定など調査業務に着手します。

子ども医療費助成を充実させ子どもの健全な
育成を図るため、４月より、子ども医療費の助
成対象年齢を15歳到達の年度末から18歳到達の
年度末まで拡大します。

幼稚園給食実施事業
1,337千円
市立幼稚園において、希望する
４歳児、５歳児を対象に、近接す
る小学校で調理した給食を提供し
ます。
イメージ写真

地域生活支援拠点事業
5,994千円
重度化・高齢化した障害者の「親亡き
後」を見据え、介護者である家族の支援
が困難になった場合でも安心して生活で
きるよう、支援ネットワークの構築に取
り組みます。
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763億2,232万円（3.0％↑）
386億4,963万円(9.5％↑)
(１人当たり454,776円)

予算に関する詳しい資料は、市のホームページや図書館、行財政管理課で閲覧できます。
問合せ先 行財政管理課☎072－433－7266

令和２年度

増減率(％)

一般会計

386億4,963万円

352億9,099万円

9.5

国民健康保険事業

101億7,381万円

100億6,190万円

1.1

9億5,284万円

9億7,137万円

-1.9

介護保険事業

77億1,810万円

78億4,541万円

-1.6

後期高齢者医療事業

12億2,714万円

11億9,513万円

2.7

200億7,189万円

200億7,381万円

-0.0

水道事業

31億2,301万円

30億 271万円

4.0

下水道事業

55億4,655万円

60億5,064万円

-8.3

病院事業
小計

89億3,124万円

97億 260万円

-8.0

80万円

187億5,595万円

-6.2

763億2,232万円

741億2,075万円

3.0

財産区

小計

下記項目内の％は、一般会計予算に占める割合を示しています。( )内は、１月末
現在の住民基本台帳登録者数84,986人で割った市民１人当たりの金額です。

市 税

歳入

特定の事業に対し
て国から支出され
る負担金や補助金

110億 500万円 28.6％
(129,492円)

府支出金

66億2,438万円 17.1％
(77,947円)

譲与税・各種交付金

繰入金

使い方の決まっていない
国や府からの交付金など

基金（貯金）の
取り崩しなど

29億 491万円 7.5％
(34,181円)

24億3,769万円 6.3％
(28,682円)

21億 260万円 5.4％
(24,741円)

歳出

(目的別)

貯金箱

総務費

生活保護、子育て
支援、高齢者・障
害者福祉など

企画・人事・税務など市
役 所 の 運 営 、コミュニ
ティ、文化振興など

166億6,273万円 43.1％
(196,064円)

74億5,619万円 19.3％
(87,735円)

土木費
道路、河川、住宅、
交通安全施設の整
備や管理など

33億3,529万円 8.6％
(39,245円)

公債費

消防費

市 債（ 長 期 借 入
金）の返済

25億 906万円
6.5％
(29,523円)

消防や防災
対策など

10億5,330万円 2.7％
(12,394円)

議会費

その他

市議会の運営

農林業、商工・労働対策、
災害復旧など

２億6,484万円 0.7％
(3,116円)

5億4,971万円 1.4％
(6,468円)

市 債

地方交付税

建設事業の実施や、財源
不足に対処するための長
期借入金

地方公共団体の税収などの格差
を調整するため、国が地方公共団
体に代わり徴収し配分するもの

65億7,850万円 17.1％
(77,407円)

52億2,842万円 13.5％
(61,521円)

使用料・手数料、分担金・負担金

特定の事業に対して府
から支出される負担金
や補助金

民生費

176億

合 計

国庫支出金

市民税、固定資産税、たばこ税
など、みなさんから納めていた
だく税金

※金額は端数調整を行い万円単位で表示

令和３年度

区 分

公営企業会計

一般会計：市税・地方交付税を主な財源として、教育･福祉･道路･公園など
市が行う事務･事業を経理する中心的会計。
特別会計：特定の事業を行う場合、または一般会計と区分して経理する必
要がある場合に設置する会計。
公営企業：地方公営企業法の適用を受け、原則としてその事業経費のすべ
てを事業収入で賄い、独立採算制をとる会計。

当初予算の概要

特別会計

令和３年度一般会計当初予算は、市の主な財源である市税が、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、前年度と比較し5.1％の減少となる
中で、まちづくりの理念である「魅力かがやき 未来へつなぐまち 貝
塚」の実現に向けた編成となりました。
新庁舎整備事業やJR東貝塚駅のバリアフリー化および周辺地区の整備
事業、小学校屋内運動場空調設備設置事業など、未来を見据えた事業へ
予算を重点的に配分し、投資的経費が増加したことなどにより、総額は
386億4,963万円となり、前年度と比較して9.5％の増加となりました。
一方で、公営企業会計当初予算額は、市立貝塚病院における医療機器
更新や下水道事業の雨水管渠築造工事の減少などにより、176億80万円
となり、前年度と比較して6.2％の減少となりました。

保育料やごみ処理
手数料など、みなさ
んに負担していた
だく収入

その他
寄付金、繰越金、貸付金等
の返還金収入、財産売払
収入など

５億2,173万円 1.3％
(6,139円)

衛生費

12億4,640万円 3.2％
(14,666円)

教育費

健康増進、ごみ・
し尿の処理など

学 校 教 育、社 会
教 育 、スポ ーツ
振興など

34億4,278万円 8.9％
(40,510円)

歳出(性質別)

33億7,573万円 8.8％
(39,721円)
その他 3.2％
12億2,868万円

物件費 9.4％
36億894万円
繰出金
36億8,537万円
補助費等
38億5,856万円

義務的経費
200億3,033万円

9.5％
10.0％

51.8％

16.1％

普通建設事業費
62億3,775万円

※歳入と歳出については、金額の大きい順に表示しています。財政用語の説明は、ホームページをご覧ください。

【内訳】
扶助費 29.1％
112億4,455万円
人件費 16.2％
62億7,672万円
公債費 6.5％
25億 906万円
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新庁舎News！
新庁舎整備状況について、毎月掲載していきます

問合せ先 総務課☎072－433－7073

イメージ図

新庁舎整備について、令和４年３月「新庁舎整備工事完了」、
令和５年３月「現庁舎などの解体撤去および新庁舎の駐車場な
ど外構施設の整備完了」の計画で建設工事を進めています。
工事期間中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

実施設計が完了

ホームページ
QRコード

４月の工事予定

昨年７月に完成した基本設計をもとに、詳細な図面を作成
する実施設計に取り組んできました。
このたび、実施設計が完成しましたので、その主な内容を
お知らせします。
●新庁舎の概要
構造・階数 鉄骨造 ６階
建築面積 2,387.26平方メートル
延床面積 11,998.17平方メートル
●新庁舎立面計画
新庁舎の外観は、水平ラインを基調とした構成です。
北面の窓は、自然の風を通りやすくし、南面はガラス面を抑
え、日射負荷を減らす計画とします。
東立面図

新庁舎を建てる
場所の地盤を強く
する工事が終了
し、建物の基礎を
つくる工事を行っ
ています。
強くなった地盤
の上に、直接鉄筋
コンクリートの土
台(直接基礎)をつ
くり、基礎と基礎
をつなぐ梁(はり)とともに、建物を支えます。

今後のスケジュール
時 期

内 容

令和３年３月
新庁舎建設工事
～令和４年３月
北立面図

令和４年３月

新庁舎の整備完了

令和４年４月

新庁舎の什器備品の設置、書類などの移動

令和４年５月

維持管理業務、運営業務および付帯事業の開始
(令和29年３月 上記事業の終了)

※正面出入口側

新庁舎の供用開始
市役所別館改修工事、現庁舎などの解体撤去
令和４年５月
～令和５年３月 および新庁舎の駐車場など外構施設の整備

令和５年３月
●新庁舎サイン計画
全ての人にわかりやすいユニバーサ
ルデザインに配慮した施設案内を行い
ます。
エントランスホールなどにモニター
を設置し、市の広報や行政情報などを
表示します。

岸和田子ども家庭センター
生活福祉課が移転し業務を開始
イメージ図

イメージ図

駐車場など外構施設の引渡し

３月より、岸和田子ども家庭センターの生活福祉課が移転
し、保健・福祉合同庁舎３階で業務を開始しました。
生活福祉課では、忠岡町・熊取町・田尻町・岬町の福祉事務
所として、生活保護法に基づく事務や生活困窮者に対する自立
支援業務などを行っています。
なお、令和６年度には、庁舎別館に全ての部署が移転し業務
を行う予定です。
問合せ先 岸和田子ども家庭センター生活福祉課
☎072－430－4321、Fax072－430－4322
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親世帯近居型など・定住促進支援制度
若年世帯(全員が40歳未満)または20歳未満の子どもがいる世帯のかたを対象に補助事業を行います。
若年世帯住宅取得補助金と空き家バンク住宅取得補助金は重複可能です。最大60万円補助します。
どちらの補助金も転居または転入後６カ月が申請期限です。
いずれも貝塚市でパートナーシップ宣言をされた世帯を含みます。
【申請・問合せ先】
まちづくり課☎072−433−7214

若年世帯住宅取得補助金

上限10万円補助

貝塚市内で住宅を取得する場合、その費用の一部を
最大10万円補助します。
①市内転居型
市内在住の補助対象世帯が、貝塚市内で住宅を取得した場合。
②市外転入(親世帯近居)型
市外在住で、かつ親世帯が５年以上継続して貝塚市内に在住して
いる補助対象世帯が、貝塚市内で住宅を取得した場合。
③市外転入(Ｕ・Ｉ・Ｊターン)型
泉州地域(堺市を除く)以外在住の補助対象世帯が、貝塚市内で住
宅を取得した場合。

空き家バンク住宅取得補助金
貝塚市内で補助対象世帯が、市の空き家バンクに登録されて
いる住宅を取得する場合、その費用の一部を最大50万円補助します。
ただし、売買契約を締結した年の１月１日において30年が経過
している住宅が対象となります。

20万円
基礎額

30万円
(最大)
条件により加算(※)

●条件により加算
※耐震改修工事を実施した場合、最大30万円を加算(耐震基準を満た
さない昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅を、本市耐震改
修補助事業の対象として改修工事を実施した場合)

空き家バンク家財道具処分等
事業補助制度
空き家バンクへの登録を完了した物件を所有するかたに対し、
家財道具の処分などに必要な費用の一部を補助します。
詳しくは、お問合せください。
対象 空き家バンクの登録物件を所有するかた(法人や買主・借主
を除く)
補助金額 処分などに必要な費用の２分の１(上限10万円)
申請締切 売買または賃貸借に関する契約締結後30日以内(２親等
以内のかたとの売買などを除く)
申請・問合せ先 まちづくり課☎072－433－7214

あなたの住まいの地震対策は大丈夫？
〜４月から耐震関係補助金の申請受付け開始〜
地震は、いつどこで起こっても不思議ではありません。
大地震から、
ご自身と大切な人を守るため、
「命を守る住まいの耐
震化」を進めましょう。
詳しくは、お問合せください。
！

地震だ

対象 昭和56年5月31日以前に建
築された住宅など条件があります
補助種類 耐震診断補助・耐震設
計補助・耐震改修補助
申請・問合せ先
まちづくり課☎072−433−7214

(103)

増えています!!ダイエット食品の健康被害!
【事例】
①SNSの動画を見て、初回格安のダイエットドリンクを
申込んだ。２日間飲んだが２日とも下痢をした。業者に
解約を伝えると体調不良には対応せず、高額な正規料金
を要求してきた。
②ネットのニュースを見てダイエットサプリを購入、半
年間摂取したところ、最近の血液検査で尿酸値が上昇していた。ネット
検索をすると摂取していたサプリが健康被害を引き起こすことがあると
の情報があった。
【アドバイス】
ダイエット食品やサプリは、販売において医薬品としての承認は不要
です。安全性は保障されていません。医薬品のような効果を期待しない
ようにしましょう。
ダイエット食品やサプリを利用する場合、表示を見て摂取目安や注意
事項を守りましょう。持病があったり通院したりしている場合は、摂取
前に必ず医師と相談してください。体調に異変を感じたら、すぐに摂取
を止めて医師に相談しましょう。
相談・問合せ先 消費生活センター(市民相談室内)☎072－433－7190

もに生

きる

空き家バンク住宅補助制度の補助対象世帯が、住宅金融支援
機構の「フラット35」を住宅ローンに利用する場合、一定の要
件を満たせば、当初５年間、借入金利がさらに0.25％引き下げ
られる「フラット35」の特例を受けられます。利用を検討され
るかたは、ご相談ください。

と

フラット35の特例

インターネットによる人権侵害

インターネットは、手軽に情報を入手したり、容易に
情報を発信することができます。また、インターネット
ショッピングなど生活の利便性を高めるものとして普及
してきました。そして近年は、ソーシャル・ネットワーキング・
サービス(SNS)の普及などさらに身近になりつつあります。
その反面、いじめや部落差別、新型コロナウイルス感染症に起因
する差別など、特定の個人・団体を誹謗中傷したり、差別を助長し
たりする有害な情報が掲載・投稿されることもあり、人権に関わる
深刻な問題になっています。SNS上で誹謗中傷を受けた被害者が、そ
の後に自殺を図り尊い命が失われるという痛ましいことも発生して
います。
インターネット上の人権侵害を防ぐためには、情報の発信者一人
ひとりがモラルと人権意識を高め、自らが発信する情報に責任を持
つ姿勢が大切です。同時に、利用者もさまざまな情報に惑わされる
ことなく主体的に読み解く能力(メディア・リテラシー)を高めるこ
とが求められています。
また、インターネット上で被害にあったときには、その運営者(管
理人)に削除を求めることができます。自分で対応することが不安な
ときは、法務省の人権擁護機関・みんなの人権110番(☎0570－003－
110)や子どもの人権110番（☎0120－007－110)へご相談ください。
さらに、インターネットを悪用した犯罪に子どもが巻き込まれる
事件が後を絶ちません。近年、コミュニティサイトなどを悪用した
児童買春や児童ポルノなど重大かつ悪質な犯罪の発生が目立ってい
ます。子どもがインターネットを安全・適切に利用するには、利用
目的を明確にしたうえで保護者と子どもが話し合い、利用のルール
をつくることが大切です。
問合せ先 人権政策課☎072－433－7160

第３水曜、午前10時～11時

講師 看護師
定員
人 定
( 員になり次
第締切・保育はありませ
ん )
申込・問合せ先 ファミ
リーサポートセンター
☎０７２・４３３・７０５
０

子育て支援センター
ひだまり交流会

訪問時にお渡ししています。
対象・内容 ①４月１日付
で満０～２歳児のうち、保
育所・認定こども園 ２
(
号・３号のみ に
) 入所して
いる子ども ６枚
②４月１日付で満０～２歳
児のうち①以外の子ども
枚
③４月１日以降に妊娠７カ
枚
月になるかた
問合せ先 子育て支援課
☎０７２・４３３・７０９０

税理士
無料相談会

日時 ４月 日 金
( 、
)
５月７日 金
( 午)後１時
～４時
場所 市民相談室 貝
(
塚市役所１階 )
予約・問合せ先 近畿
税理士会岸和田支部
☎０７２・４３６・０５
６７

ハート交流館 ☎432-5959

児童扶養手当の振込

午前11時～午後５時

申込 ４月 日 火( 午)前
時～ 時に子ども同伴で子
育て支援センターへ
◆リズムを楽しもう
溝端先生のミニリズム♪
申(込不要 )
親子で楽しくリズムに合
わせて身体を動かしましょ
う！
日時 ４月 日 火( ・)５月
日 火( 午)前 時 分～
時 分
対象 就学前の子どもと保
護者

進路選択支援相談

行政書士の相続
遺言無料相談
日時 ４月 日 火( 午)後
１時～４時
場所 市民相談室 貝
(塚
市役所１階 )
予約・問合せ先 大阪府
行政書士会泉州支部☎０
７２・４５７・９１８６

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

：

５月期 ３(～４月分 の)児
童扶養手当を５月 日 火( )
に受給者の口座に振込みま
す。
問合せ先 子ども福祉課
☎０７２・４３３・７０２
１

総合生活相談

市民相談室

就学援助制度

貝塚病院
☎422-5865(代表)

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)
午前９時～午後５時

◆ママの手作りおもちゃで
遊ぼう♪
日時 ５月 日 火( 午)前
時～ 時
対象 １歳までの子どもと
保護者
定員
組 定
( 員になり次
第締切 )
申込 ４月 日 火( 午)前
時～窓口・電話で
申込・問合せ先 子育て支
援センターひだまり☎０７
２・４３３・７０６４

☎433-7085

えーる親子あそび塾

民事調停手続き
無料相談会

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

：

市立小・中学校の児童・
生徒がいる世帯に、学習す
るために必要な費用の一部
を援助する制度です。
要件などについては、
小・中学校を通じて全児
童・生徒に配布する文書と
申請書をご覧ください。
申請期間 ４月 日 水( ～)
日 金( の)平日
申請場所 各小・中学校、
学校教育課
問合せ先 学校教育課☎０
７２・４３３・７１０８

消費者相談

10

11

◆絵本大好き！レイン
ボーの読み聞かせ 申
(込
不要 )
いろんな絵本に親しみ
ませんか？
日時 ４月 日 水
( 午)前
時 分～ 時 分
対象 就学前の子どもと
保護者
申込・場所・問合せ先
市子育て支援センター
☎０７２・４６８・８２
２４

発育発達トレーナーが監
修する遊びのプログラムを
行います。
日時 ４月 日 ･ 日、５
月３日・ 日、６月 日 ･
日、午前 時～ 時 分
対象 幼児～小学生の子ど
もと保護者
定員
組 初
( めてのかた
優先 )
２回目以降の申込は、１
※
週間前から可。
場所・申込・問合せ先
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 え ー る ☎０ ７
０・５０４１・２５６７
平(日午前 時～午後３時 )

市民相談室

医療相談

月・水・木曜午前９時
15分～午後４時45分
☎0120-222-674

教育研究
センター

教育相談室
☎433-7110
広報交流課
☎433-7232

行政相談

日曜特設一般相談は毎月第１・３日曜に予約制で実施しています。【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

社会福祉協議会
☎439-0294

第１・３・４木曜(要予約)
午後１時～４時(６月末まで休止)
①医療福祉相談(要予約)
②各種医療相談(要予約)
・がん・医療看護・女性専門
・薬事・栄養・医療安全・禁煙
上記の時間などは、申込時にご確
認ください。
③認定看護師による総合看護相談
平日、午前９時～正午(予約不要)

教育相談

子育て応援券を配付

午前９時～午後５時

20

ファミリーサポート
センター講座

生活困窮者
自立支援相談

16

交通事故、金銭の貸借、
近隣トラブル、損害賠償
など民事調停利用に関す
る相談に民事調停委員が
応じます。予約不要です。
日時・場所 ①４月 日
水( 浪)切ホール４階３号
会議室②５月 日 水( 和)
泉シティプラザ南棟２階
相談室４号室、いずれも
午後１時～３時
問合せ先 大阪民事調停
協会☎ ・６３６３・３
０９１

法律相談

第１～３木曜、午後１時～４時30
分(要予約。２週間前から受付。た
だし５月13日分は４月22日から)

結婚相談

午前９時～午後５時

家庭児童相談

午前８時45分～午後５時

女性相談

保健･福祉
合同庁舎

毎週火曜(要予約)
午前10時・午後１時・３時
午前９時～午後５時 就労支援センター ☎433-7086

就労相談

市民相談室

一般相談

母子・父子相談

人権政策課
☎433-7160

人権相談

人権政策課
午前９時～午後５時
人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市役所１階相談室
第4水曜：貝塚市役所人権政策課
第２・４月曜(要予約)
予約時に決定
午後１時～４時

人権政策課
☎433-7160
子ども福祉課
☎433-7021
☎433-7022

消費生活
センター

多重債務相談

<市代表番号 ☎072－423－2151>

★土･日･祝日は休み。相談は無料です

問合せ先

場 所

時

日

談

相

問合せ先

10

30 14

11

10

子育て応援券 ５
( ００円
助成券 を
) 次の通り３月末
に対象者へ郵送しています。
妊婦のかたには、対象と
なる月以降のすくすくママ

28

10

19

11

：
12
７

11

10

27

26

11

!!

30

45

12

30

27

12

10

24

27

※新型コロナウイルス感染症対策のため、午前９時から電話で要申込。
※相談日には身体計測をします。(母子健康手帳をお持ちください)

８

８

11

30

◆小児看護の基礎知識
「これから流行る病気に
ついて」
日時 ５月 日 水
( 午)前
時～正午
場所 職員会館

06

場 所

時

日

談

相

21

８

13

11

11 21

19

11

場所・申込・問合せ先
市子育て支援センター☎072－468－8224
平日午前10時～正午、午後２時～４時
おひさま(就学前まで)
第４月曜に誕生日会をします ※土・日・祝日・第２木曜は休み
ぷちおひさま(１歳未満)
金曜午前10時～正午

11

45

11

10

おしらせ
ひろば

育児相談(就学前まで)

10

市子育て支援
センター

第２水曜、午前10時～11時

◆親子教室「✿わくわ
く✿」 要(申込 )
日時 全(６回 )４月
日～６月 日火曜午前
時～ 時
対象 １歳８カ月～２歳
８カ月の子どもと保護者
定員
組程度

栄養相談(就学前まで)

10

遊びと相談

(6)
第977号

か
づ
い
か
報
広
令和3年4月

(7)

広

第977号

報

か

大型連休中も、
ごみの収集は通常通り
（月〜金）行い
ます。
ごみは必ず朝８時45分までに出してください。
岸和田市貝塚市クリーンセンターへの直接持ち込みも受付していま
す。受付時間は月〜金曜午後１時〜５時（４時30分までに入場）
です。
祝日も受付しています。
なお、搬入の際は「一般廃棄物搬入申請書」が必要です。
また、新型
コロナウイルス感染症防止対策のため、搬入時にはマスクなどの着用
をお願いします。
問合せ先 廃棄物対策課☎072−433−7009
岸和田市貝塚市クリーンセンター☎072−436−5389

か

岸和田市貝塚市クリーンセンターの定期ダイオキシン類濃度測定
結果をお知らせします。
問合せ先 岸和田市貝塚市クリーンセンター☎072－436－5389
(単位：ng-TEQ/㎥N)

測定炉
1号焼却炉
２号焼却炉

測定日
令和２年６月８日
令和２年５月29日

濃 度

排出基準

0.00000016
0.00000025

0.1以下

３号焼却炉

令和２年７月14日

0.00093

※ng-TEQ/㎥N：排出ガス１㎥(０℃、１気圧)あたりのダイオキシン類の量。
１ngは10億分の1g。

無料小型バスを運行しますので、墓参や見学にご
利用ください。
令和３年度は、盆・彼岸は月２日ずつ６往復、そ
の他の月は１日４往復の運行予定です。
運行日は決まり次第、広報紙・ホームページでお
知らせします。
<運行時刻表>
運行日 ４月21日
水間観音駅発 公園墓地発
(水)、５月19日(水)
９：10
10：00
運行区間 水間観音
10：10
10：55
駅⇔公園墓地管理事務
所前
11：05
11：55
問合せ先 市民課
12：05
12：55
☎072－433－7280
公園墓地管理事務所☎072－447－2296

アライグマを捕獲したかたへ
交 付 金 を交 付 します

近年、アライグマによる農作物
被害が増えています。アライグマ
は非常に繁殖力の強い動物です
が、捕獲することで個体数を減少
させることができます。
そのため、農業被害防止を目的
に市内でアライグマを捕獲したか
たに交付金をお渡しします。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
捕獲交付金 １頭につき最大２５００円
国
(１０００円以内、市１５００円以内 )
交付手順 ①アライグマ捕獲許可申請を農林課へ
提出→許可書発行
②捕獲許可後、捕獲檻を設置
③アライグマがつかまれば農林課へ連絡
④職員が現地確認、アライグマの引き取り
⑤交付金の交付
交付日 捕獲した日の翌年度４月以降
交付・問合せ先 貝塚市鳥獣被害防止対策協議会
事務局 農(林課内 ☎)０７２・４３３・７３８０

公園墓地(三ケ山)
無料小型バス運行

令和3年4月

陽光パネル、そして発電し
た電気を夜間も有効に活用
し災害時にも役立つ蓄電池。
この機会におトクに購入し
ませんか？
オンライン説明会を実施
します。
参加登録は７月 日 月( )
までです。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
問合せ先
おおさか みんなのおうち
に 太 陽 光 事 務 局 ☎０ １ ２
０・７５８・３００ 固
(定
電話 ☎
) ０５７０・０７
５・３００ 携(帯電話など )

排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

づ

満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた額 で
家庭用電動式
)、
２万円まで。
生ごみ処理機
申請 購入後に窓口で。必
購入助成
要書類については、ホーム
市では家庭で発生し ページで確認またはお問合
た生ごみの減量化・再 せください。
資源化のために、電動式 ※申請は先着順です。予算
生ごみ処理機を購入され 額に達した段階で終了しま
た世帯に対し補助金を交 す。
申請・問合せ先 廃棄物対
付しています。
生ごみ処理機を使用す 策課☎０７２・４３３・７
ることで、生ごみを家庭 ００９
菜園の野菜や花への堆肥
太陽光パネル
として利用できます。
蓄電池の共同購入
また、生ごみを乾燥さ
せることで、ごみの軽減
参加者募集
につながります。
４月より、大阪府では、
対象 市内在住で家庭用
電動式生ごみ処理機を購 太陽光パネル・蓄電池を府
民みんなでおトクに購入す
入された世帯
補助額 処理機本体の購 る共同購入の参加者を募集
入価格 消(費税額を除く ) しています。
日々の生活に使う電気を
の２分の１に相当する額
そ
( の 額 に １ ０ ０ ０ 円 未 自宅の屋根で発電できる太

大型連休中も
ごみの収集は通常通りです

い
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詳しくはこちら

✿ ✿ さくらねこ無料不妊手術事業 ✿ ✿
✿

桜の花びらみたいな

市では、野良猫の数を徐々に減
カットが目印です！
らし、生活環境での被害の軽減や
改善を図るために、(公財)どうぶ
つ基金の「さくらねこ無料不妊手
術事業(行政枠)」に参加していま
す。
ここから受け取った無料不妊手
術チケットは、市内で地域猫活動
(TNR活動)を行っているボランティ
ア団体のかたに配布し活用してい
ただいています。
なお、地域猫活動の趣旨に賛同し、新たにチケットの活用を
お考えのボランティア団体のかたは、お問合せください。
問合せ先 環境衛生課☎072－433－7186、ID:25174

✿
新価格を
設定しました

✿

✿

公園墓地の永代使用者を募集
申込・問合せ先 市民課☎072－433－7280
見学 公園墓地管理事務所☎072－447－2296

４月申込み分より、８㎡区画のあっせんを開始し、あわせて永代使用料は、｢従来価
格｣または｢新価格｣のいずれか選ぶことができるようになりました(なお、墓地返還時
の新価格の返還割合は、調整しています)。
①市内のかた 申込時に１年以上継続して貝塚市に住民登録をしている世帯主
②市外のかた ①以外のかたで申込時にいずれかの市町村に住民登録をしている世帯主
必要書類 住民票の写し(世帯全員、記載内容に省略のないもの、マイナンバー不要)

市内のかた

市外のかた

大きさ(間口×奥行) 永代使用料(従来価格/新価格) 墓地管理料(年)
２㎡(1.25ｍ×1.60ｍ)
582,500円
466,000円
4,000円
４㎡(1.60ｍ×2.50ｍ) 1,165,000円
932,000円
8,000円
８㎡(3.20ｍ×2.50ｍ) 2,330,000円
1,864,000円
16,000円
２㎡(1.25ｍ×1.60ｍ)
757,250円
605,800円
4,000円
４㎡(1.60ｍ×2.50ｍ) 1,514,500円
1,211,600円
8,000円
８㎡(3.20ｍ×2.50ｍ) 3,029,000円
2,423,200円
16,000円

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！

34,970円
特別障害者手当

27,350円
障害児福祉手当

14,880円
福祉手当(経過措置分)

14,880円

福祉医療費助成
制度の対象拡大

29

06

問合せ先 障害福祉課
☎072－433－7012

※月 日 土( に)受講判定
試験あり。
場所 大阪府立福祉情報コ
ミュニケーションセンター
対象 府内在住・在勤 学( )
で、要約筆記者として活動
する意思のあるかた
定員 各 人①手書きコー
ス②パソコンコース
受講料 無料 テ
( キスト代
は実費負担 )
申込 府のホームページま
たは、郵送 〒
( ５６２‐０
０２３ 大阪府箕面市粟生
間谷西２‐２‐６ 橘髙方
特定非営利活動法人大阪府
中途失聴・難聴者協会 で)
※申込書は市障害福祉課で
も配布しています。
締切 ５月 日 月( 消)印有
効
申込・問合せ先 府民お問
合せセンター☎ ・６９１
０・８００１
５

身体障害者補助犬使用
者の募集
身体障害害者の自立と社会
参加の促進を目的として、盲

視覚障害者のための教
養講座「ホッとワーク」
講話・製作・料理・音楽鑑
賞などの講座に参加しません
か。
随時申込できます。
日時 全( 回 )５月 日～
３月 日、原則第４火曜午
前 時～正午
参加費 実費徴収あり
場所・申込・問合せ先
中央公民館☎０７２・４３
３・７２２２

申告・問合せ先 課税課
☎０７２・４３３・７２５
０

岸和田税務署からの
お知らせ

◆ 令和２年分確定申告

申告・問合せ先 岸和田税務署
☎072－438－1341

所得が住民税均等割非課税
限度額以下
申請期限 納期限 今
( 年度
第１期分から申請する場合
には５月 日 ま)で
持物 納税通知書
申請・問合せ先 課税課
☎０７２・４３３・７２５
１／７２５３

本年度 市・府民税の
申告期限を
４月 日まで延長

新型コロナウイルス感染
症による緊急事態宣言の期
間が、令和２年分所得税の
確定申告期間と重なること
から、申告所得税、贈与税
および個人事業者の消費税
の申告・納付期限が延長さ
れました。
これに伴い、本年度個人
市・府民税の申告期限を４
月 日 木( ま)で延長します。

５月24日(月)

固定資産税の
減免制度

固定資産税・都市計
画税の支払いが困難で、
次のすべての項目に該当
するかたに税額の２分の
１を減免する制度があり
ます。該当するかたは、
毎年申請が必要です。
対象 ①固定資産税 都
(
市計画税含む の
) 年税額
が５万円以下
②居住家屋の延べ床面積
が ㎡以下
③所有者が特別障害者・
ひとり親・寡婦・ 歳以
上 １(月１日現在 の)いず
れか
④所有者が自己居住用の
家屋とその敷地以外に固
定資産を所有していない
⑤所有者および所有者と
生計を同じくする全員の

導犬・介助犬・聴導犬の使用
者を募集します。
募集期間 ４月 日 月( ～)
５月 日 金( 必)着
申込 府ホームページまた
は市障害福祉課窓口で配布
する申込書に記入し郵送
申込・問合せ先 大阪府障
がい福祉室自立支援課
☎ ・６９４４・９１７６

70

手話奉仕員養成
講習会

大阪府点訳・朗読
奉仕員中級養成講座

大阪府要約筆記者
養成講座
専門性の高い要約筆記者
の養成を行うための講座を
実施します。
日時 全
( 回 )６月 日～
月４日、土曜午後１時～
５時 ８
( 月 日、９月 日、
月 日、 月 日除く )

４月15日(木)

消費税
地方消費税
(個人事業者)

５月31日(月)

申告所得税
復興特別所得税

振替日

納期限

項 目

15

特別児童扶養手当
特別障害者手当
などの月額

特別児童扶養手当(２級)

４月分からの手当額
月
(額 は)、昨年度と同
額です。

52,500円

問合せ先 障害福祉課
☎０７２・４３３・７０
１２

特別児童扶養手当(１級)

31

視覚障害があるかたのためのボ
ランティア活動に意欲をお持ちの
かたに、点訳の基礎技術を習得し
ていただく講習会を開催します。
日時(全10回) ５月19日～７月21
日、水曜午前10時～11時30分
場所 市民福祉センター２階講座
室３
対象 講習会修了(８回以上出席)
後、市点訳奉仕会(木曜午前開催)に入会し、視覚障害があるかたの
ための点訳奉仕活動が継続可能なかた
講師 井上誠一さん(市視覚障害者協会役員)
定員 10人(市内在住者を優先し、定員になり次第締切)
受講料 無料
申込・問合せ先 点字図書室☎072－433－7080

12

11 ９

17

視覚障害があるかたのた
めにボランティア活動をし
ていただけるかたを対象に、
技術力のステップアップ講
座を実施します。
日時 各( 回 )５月 日～
月 日の木曜 ７
( 月 日、
８月 日、９月 日除く )
①点訳奉仕員中級講座

11

15

点訳奉仕員養成講習会に参加しませんか

11

聴覚障害のあるかたの文
化・教養の向上および社会
参加を促進するため、ボラ
ンティア活動に興味をお持
ちのかたを対象に講習会を
開催します。
日時 各( 回 )①５月 日
～来年３月 日、火曜午後
１時～３時 ( 月 日、
月 日、 月 日除く )
②５月 日～来年３月 日、 午後１時 分～３時 分
水 曜 午 後 ７ 時 ～ ９ 時 ( 月 ②朗読奉仕員中級講座
日、 月 日、１月５日、 午前 時～正午
場所 大阪府立福祉情報コ
２月 日除く )
ミュニケーションセンター
場所 市民福祉センター
対 象 市 内 在 住 ・ 在 勤 で 、 対象 原則、府内在住・在
初めて手話を学ぶ 歳以上 勤で、市町村などの初級養
成講座の修了者または、同
のかた
等と認められるかた 初
定員 各 人 多
(心
( 数の場合
者不可・受講判定試験あ
は抽選
)
り )
費用 ３３００円 テ
( キス
定員 各 人
ト代
)
申込 往復はがきに住所・ 受 講 料 無 料 テ
( キスト代
氏名 ふ(りがな ・)年齢・電 は実費負担 )
話番号・メールアドレス・ 申込 府のホームページま
①②のいずれかを、返信面 たは、ファックス・郵送で
に住所・氏名を記入のうえ ※申込書は市障害福祉課で
も配布しています。
郵送
締切 ４月 日 金( 消)印有 締切 ４月 日 金( 必)着
申込・問合せ先 〒５３７
効
申込・問合せ先 〒５９７ ‐００２５ 大阪市東成区
一(財 大)阪
‐８５８５ 畠中１‐ ‐ 中道１‐３‐
１ 障害福祉課「手話奉仕 府視覚障害者福祉協会大阪
員養成講習会」担当☎０７ 府点訳・朗読奉仕員中級養
成講座担当
２・４３３・７０１２
☎ ・６７４８・０６１１
・６７４８・０６３１

右手のひらで、あごをぬぐう。

59

13

65

25

30

19

30

11 14

５

おいしい

30

25

21

29

23

金 額
４月より、精神病床の
保健医療が適用される医
療費についても対象とな
りました。
対象 ①身体障害者手帳
１・２級所持者②療育手
帳Ａ所持者③精神障害者
保健福祉手帳１級所持者
④特定医療 指(定難病 ・)
特定疾患医療受給者証所
持者で障害年金または特
別児童扶養手当１級に該
当⑤療育手帳Ｂ１所持者
で身体障害者手帳所持者
内容 自己負担額が、１
つの医療機関の入院につ
き１日５００円以内で月
の上限が３０００円
問合せ先 障害福祉課
☎０７２・４３３・７０
１２

10

手話をご紹介します。

10

23

14

22

23

18

27

22
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１
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24

FAX
06 06

12

10

23

12 25

10
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３
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手 当

(8)
第977号

か
づ
い
か
報
広
令和3年4月

青山病院・大野クリニック・アムスニューオータニクリ
ニック・聖授会総合健診センター・聖授会ＯＣＡＴ予防医
人間ドックのみ 療センター・りんくうタウンクリニック・新泉南病院・府
中クリニック・岸和田徳洲会病院・帝国ホテルクリニッ
ク・心斎橋クリニック・アクティ健診センター
白井病院・森内脳神経クリニック・富永病院

え、４月１日～６月 日の となるかたには、通知書を
退職
︵失業︶
による
送付します。
間
で
、
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
◆昨年度中に 歳になった
国民年金保険料の
できなかった期間も対象
支給期間 労務に服するこ かたや転入したかた
特例免除
年額 万円以上の年金を
とができなかった日から起
歳以上 歳未満のかた 算して３日を経過した日よ 受給されているかたは原則、
が会社を退職 失
(業 し)たと り、就労を予定していた日 年金からの徴収になります。
開始時期はそれぞれ異なり
きは、国民年金の加入届を 数分
提出し、保険料を納めます。 申請方法 国民健康保険証、 ますので、対象のかたには
しかし、退職 失
( 通知書を送付します。
(業 に)よ 傷 病 手 当 金 支 給 申 請 書 世
り保険料を納めることが困 帯主・被保険者・事業主・ 問合せ先 高齢介護課
難な場合には、本人の申請 医 療 機 関 用 す べ て 、
) 振 込 ☎０７２・４３３・７０４
によって保険料を免除する 口座がわかる通帳などの写 ２
しを郵送または窓口へ 捺
特例制度があります。
(
この制度は、退職日の翌 印 は 朱 肉 を 使 用 す る も の
後期高齢者医療保険料
日の属する月の前月から で )
令和３年度の保険料額な
傷
翌々年の６月分までが対象
※病手当金支給申請書は、
です。ただし、配偶者や世 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン どは、７月に送付する案内
書をご覧ください。
帯主に一定額以上の所得が ロード可。
あるときは、免除が認めら 申請締切 労務に服するこ ◆口座振替や納付書での支
とができなくなった日の翌 払 普(通徴収 )
れない場合があります。
４～６月は支払いがあり
免除を希望されるかたは、 日から起算して２年
申請・問合せ先 国保年金 ません。７月に決定する保
申請してください。
持物 年金手帳または基礎 課☎０７２・４３３・７２ 険 料 を ９ 期 ７
( 月～翌年３
月 で納めてください。
年 金 番 号 の わ か る も の 納 ７３
)
(
◆年金からの徴収 特
付書など ・
( 別徴
) 退職 失
(業 し
)
収 )
たことを確認できる公的機
介護保険料
４・６・８月の年金から
関の証明 雇
( 用保険受給資
は、２月に徴収した金額と
格者証、離職票など )
同額を仮徴収します。
申請・問合せ先 国保年金
また、７月に決定する保
課☎０７２・４３３・７２
険料額と仮徴収金額との差
◆
歯
科健康診査
︵無料︶
７４
額は、 ・ ・２月の年金
歯科健診のお知らせを４
新型コロナウイルス感
から徴収します。
月下旬～５月上旬に送付し
申請・問合せ先 市高齢介 ます。年度途中に 歳にな
染症に関する傷病手当
護課☎０７２・４３３・７ るかたには誕生月の翌月に
金の対象期間を延長
０４２、府後期高齢者医療 送付します。年度内に指定
広域連合☎ ・４７９０・ の歯科医院で歯科健康診査
２０３１
１(回 を)受けることができ
ます。
後期高齢者医療
た
※だし、長期入院中・施
設入所中のかたなどは健康
健康診査・人間ドック
診査・歯科健康診査の対象
◆健康診査
︵無料︶
になりませんので受診券や
受診券を４月下旬～５月 歯科健診のお知らせは送付
上旬に送付します。年度途 されません。退院・退所の
中に 歳になるかたには誕 後、健康診査・歯科健康診
生 月 の 翌 月 に 送 付 し ま す 。 査を受診したいかたはご連
年度内に、指定医療機関で 絡ください。
健康診査 １(回 を)受けるこ ◆人間ドック
とができます。
被保険者を対象に２万６
０００円を限度として、人
20

60

31

市の国民健康保険被保険
者 給
( 与などの支払いを受
けているかたに限る が
)新
型コロナウイルス感染症に
感染した、または感染が疑
われた場合に、その療養の
ため労務に服することがで
きなかった期間の給与など
の支払いをうけられないま
たは、減額された場合は傷
病手当金を支給します。
詳しくは、お問合せくだ
さい。
対象期間 令和２年１月１
日～令和３年３月 日に加

65

30

◆ 歳以上の介護保険料
保険料の年額が確定する
までは、令和元年中の所得
金額などをもとに暫定計算
した保険料を納めてくださ
い。令和２年中の所得金額
などをもとに、本年度保険
料を７月に確定計算します。
◆口座振替や納付書での支
払 普(通徴収 )
４月中旬に通知する介護
保険料仮徴収額通知書に基
づき納めてください。
◆年金からの徴収 特
( 別徴
収 )
２月に保険料を年金から
徴収されたかたは、原則と
して同じ金額を４・６・８
月の年金から仮徴収します
ので、金額をお知らせする
通知書は送付しません。
ただし、保険料の見直し
などにより、６月または８
月分からの保険料額が変更

間ドック受診費用の一部を
助成します。申請は年度内
で１回限りです。助成金は
口座振込で後日支給します。
持物 人間ドックの領収書、
検査結果通知書、被保険者
証、口座情報がわかるもの、
印鑑
申請・問合せ先 市高齢介
護課☎０７２・４３３・７
０４０、府後期高齢者医療
広 域 連 合☎ ・ ４ ７ ９ ０ ・
２０３１

◆広告代理店
○合同会社IM総合企画☎072－275－5449
○株式会社宣成社☎06－6222－6888
○株式会社阪奈宣伝社☎06－6214－5583
○株式会社ホープ☎092－716－1404

06

広報紙の広告

募集

（ ）内は割引額

申請・問合せ先 国保年金課☎072－433－7036

広告

◆広報紙の広告
広報かいづか
発行：月１回(５日発行)
部数：32,000部
広告サイズ・値段
97ｍｍ×250ｍｍ:150,000円
97ｍｍ×123ｍｍ: 75,000円
97ｍｍ× 60ｍｍ: 37,500円
47ｍｍ× 60ｍｍ: 18,750円
※別途制作費などが必要です。
問合せ先 広報交流課☎072－433－7231

75

65

12

06

口座振替
16,560円×12回
(50円×12回)
98,530円×２回
(1,130円×２回)
195,140円
(4,180円)
382,550円
(15,850円)

脳ドックのみ

18

10

75

国民年金保険料額
前納割引額

対象 満30歳以上で、市の国民健康保険に継続して１年以上加入され、
前年度までの保険料を完納している世帯のかた

納付書は、日本年金
機構から４月上旬に送
付されますので、金融
機関・コンビニで納付
してください。
保険料をまとめて前
払い 前
(納 す)ると、割
引があります。また、口
座振替で前納すると、現
金納付より割引額がより
多くなります。毎月納付
の口座振替割引は、早割
当(月分を当月末日振替 )
に限ります。翌月末日の
振替に割引はありません。
口座振替のお申込みは、 問合せ先 貝塚年金事務所
金融機関・年金事務所で ☎０７２・４３１・１１２
２
お願いします。

人間ドック
脳ドックの補助

現金納付
16,610円×12回
毎月納付
(なし)
98,850円×２回
６カ月前納
(810円×２回)
195,780円
１年前納
(3,540円)
383,810円
２年前納
(令和３・４年度)
(14,590円)

市立貝塚病院・河崎病院・ベルクリニック・多根クリニッ
ク・鳳総合健診センター・葛城病院・大阪市立大学医学部附
属病院MedCity21・中之島クリニック・大阪警察病院付属人
間ドッククリニック

人間ドック
脳ドック

受診前に申請すると、人間ドック(26,000円以内)・
脳ドック(28,000円以内)の補助が受けられます(年度
内各１回限り)。人間ドックの補助を受けるかたは、
特定健康診査は受けられません。

国民健康保険

令和3年 4月
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住宅用火災警報器は
年を目安に交換しましょう

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警
報器の設置が義務付けられています。
住宅火災で亡くなるかたの原因の多くは、就寝中の
「逃げ遅れ」によるものです。
まだ設置されていないご家庭は、一日も早く住宅用
火災警報器を設置してください。すでに設置されてい
るかたも、住宅用火災警報器は、古くなると電子部品
の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることが
あるため、 年を目安に交換しましょう。
なお、空気清浄機や石油ストーブなどは住宅用火災
警報器の感知に影響を及ぼすため、真下で使用しない
ようにしましょう。

10

問合せ先 消防本部
☎０７２・４２２・０１１９

１ 14

10

15

30

23

離乳食講習会

聞いて・見て・作っ
て・食べて離乳食を体
験できます。
保育士・看護師による
保育もありますので、安
心して受講できます。
日時 ①４月 日 金( )
②５月 日 金
( 、)いずれ
も午後 時 分～３時
分
場所 保健・福祉合同庁
舎
対象 ①生後５～８カ月
頃までの子どもの保護者
②生後９～ カ月頃まで
の子どもの保護者 対
(象
児には保育あり、保護者
のみの参加可 )
定員
組 要
( 申込、定
員になり次第締切 )
参加費 ２００円
申込・問合せ先 健康推
進課☎０７２・４３３・
７０００

幼児食講習会

19
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救急車に自動心肺蘇生
器を導入しました

心 肺停止 状態の かたに対
して救急隊が、胸骨圧迫
心
(臓マッサージ と)人工呼
吸を継続的に行いますが、
狭い通路や階段など、胸骨
圧迫の継続が不可能な状況
があります。
自動心肺蘇生器を使う事
で胸骨圧迫と人工呼吸を継
続しながら搬送することが
できるため救命率の向上が
期待できます。
今年度は行事食をテー
マに開催します。今回は
「みんなで楽しむこども
の日」です。
日時 ４月 日 月
( 午)前
時～午後１時
場所 保健・福祉合同庁
舎
対象 離乳食完了～小学
校入学前の子どもと保護
者 対
( 象児には保育あり、
保護者のみの参加可 )
定員
組 要
( 申込、定
員になり次第締切 )
参加費 ５００円 昼
(食
代含む 、
) 幼児１人につ
き２００円追加
申込・問合せ先 健康推
進課☎０７２・４３３・
７０００
10

か

消火器の訪問点検に
ご注意！

近年、全国で会社や
スーパーなどをねらい、
巧妙な手口で消火器の点
検や消火薬剤の詰替えを
行い、時には脅迫的な言
動で高額な料金を請求す
るなどのトラブルが発生
しています。
点検業者の手口とは
・出入りの点検業者を巧
妙に装う
・点検の承諾をあいまい
にすると、素早く消火器
を集めだす
・内容を説明せず、合法
的に見える書面に署名・
捺印を求めてくる
トラブル防止のポイント
・身分証明書などの提示
を求める
・断る場合には、はっき
りと点検を拒否する
・安易に契約書に印鑑を
押さない
・消火器に触れさせない
10

づ

30

新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター開設
今年度中に65歳以上に達するかた(昭和32年４月１日以前に生まれたかた)に、新型コロナウイルスワクチンの無料接種券を
３月下旬にお送りしています。新型コロナウイルスワクチンに関するお問合せは下記へお願いします。
★施策のありかたなどに関するご意見・お問合せ
・ワクチン確保の現状と見込みについて知りたい
・ワクチン接種の現状について知りたい…など

厚生労働省
新型コロナワクチンコールセンター
☎０１２０－７６１７７０
時間：午前９時～午後９時(平日・土日祝)

★接種に関する専門的な相談や副反応に関すること
・ワクチンの効果や副反応について知りたい
・接種後３日たっても腫れているが医療機関を受診した
ほうがよいか？…など

大阪府
新型コロナウイルスワクチンコールセンター
☎０５７０－０１２－３３６
時間：午前９時～午後５時30分(平日)

★接種券や受け方に関すること
・集団接種の予約を取りたい
・接種券(クーポン券)を紛失したがどうしたらよいか？
・１回目～２回目の接種間隔は？
・どこの医療機関で接種できるのか？…など

貝塚市
新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎０１２０－７２９７２２
時間：午前９時～午後５時30分(平日・土日祝)

風邪？コロナ？受診前に連絡を
コロナワクチン接種に向けて

その病気、症状は
石綿(アスベスト）が原因かもしれません

コロナ禍のこの１年間、発熱者は受診前に医療機関に電話連絡をい
れるといった習慣は根付いてきましたが、熱がなくても比較的急に出
た息切れ、倦怠感、その他風邪症状があった場合も受診前に電話での
連絡をお願いします。小規模医療機関ですと一般患者と動線が一緒と
なり最悪院内感染をおこす事もありますので、医療機関からの説明に
従い受診をしてください。
また、新型コロナワクチンに関して、現時点(２月現在)ではワクチ
ン供給量問題、接種方法(集団接種・個別接種)など様々な未解決問題
がありますが、おそらく４月から５月にかけて高齢者接種が始まると
思われます。ワクチンによる集団免疫獲得が新型コロナ感染収束の切
り札になると思われますが、基礎疾患やアレルギーをお持ちで副反応
などに不安があり接種を迷うかたもおられると思います。不安をお持
ちのかたは事前に一度かかりつけ医に相談される事をお勧めします。
かかりつけ医はあなたの基礎疾患の程度やアレルギー歴の有無などを
把握しており、きっと良い助言が得られると思います。

ご家族に肺がんや中皮腫などで亡くなられたかたはいませんか？ま
た、息切れや胸が苦しいなどの症状は出ていませんか？
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症す
ることが大きな特徴です。
石綿が原因で病気になった場合、補償や救済制度を受けることがで
きます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、お問合せ
ください。

貝塚市医師会☎072－423－4130

◆労災保険給付・特別遺族給付金について
大阪労働局労災補償課☎06－6949－6507
労災保険相談ダイヤル☎0570－006031(平日午前９時～午後５時)
◆救済給付(石綿健康被害救済制度)について
石綿救済相談ダイヤル☎0120－389－931
(平日午前９時30分～午後５時30分)
問合せ先 大阪労働局労災補償課☎06－6949－6507
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みんなで力をあわせて安心・安全なまちづくり

春の地域安全運動

春の全国交通安全運動

問合せ先 貝塚警察署
☎072－431－1234

女性の犯罪被害防止
女性を狙った強制わいせつは、道路
や団地、マンションなどにおいて多く
発生しています。後ろを振り向くなど
周りに注意しましょう。
子どもの犯罪被害防止
子どもに対するつきまとい事案・強
制わいせつなどは、午後３時～６時の
間に道路や公園、団地、マンションな
どにおいて多く発生していますので、
注意しましょう。
特殊詐欺の被害防止
「だまされへん そんなあなたが 狙わ
れる」「キャッシュカード 求める電話

問合せ先 貝塚警察署☎072－431－1234
道路公園課☎072－433－7342

すべて詐欺！」です。以下の点に注意
しましょう。
・役所や金融機関、百貨店や警察官を
名乗って、キャッシュカードを狙った
手口が多発！
・役所職員を名乗って、還付金詐欺の
電話が多発
自動車盜･車上ねらい･部品ねらいの
被害防止
自動車盜・駐車中の車からの車上ね
らい･部品ねらいが多発しています。
窓をしっかり閉めて車内に何も置か
ないで、ドアロックを忘れないように
しましょう。

40

32

機構改革
４月から組織の一部変
更があります

災害発生時に、状況に応
じ迅速な応急復旧対策が実
施できる体制を整備するた
め、都市政策部危機管理課
を都市政策部から独立させ、
新たに「危機管理室」を設
置します。
なお、執務室の場所の変
更はありません。
問合せ先 政策推進課☎０
７２・４３３・７２４０

30

15

10

28

新しい副市長を紹介します

22

(敬称略)

56

マイナンバーカード
日曜交付

通知はがきを受取られた
かたへ、マイナンバーカー
ドの交付のみ行います。
日時 ５月２日 日( 午)前９
時～正午
場所 市民福祉センター４
階
問 合 せ 先 市 民 課 ☎０ ７
２・４３３・７０９４

告

地域コミュニティICT活用
促進事業補助金
市内の町会・自治会を対象にICT活用
に必要な経費の補助を行っています。
詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。
補助金額 ①補助金の対象となる経費の
合計額②町会・自治会を構成する世帯数
(市に報告した直近の世帯数)×1,000円
※①または②のいずれか少ない額
補助対象の経費 令和３年度に実施した
事業費で、年度内に支払いが完了してい
る費用。
・アプリケーションソフトウェアの導入
費用および使用料
・インターネット環境またはWi-Fi環境
の導入費用など
申請・問合せ先 広報交流課
☎072－433－7230

登録型本人通知制度

本人の代理人など第三者
からの請求により住民票の
写しや戸籍全部事項証明
戸(籍謄本 な)どを交付した
とき、本人に交付したこと
をお知らせすることで、不
正請求の早期発見や個人情
報の不正利用の抑止を図る
制度です。
この制度を利用するには
事前に登録が必要です。登
録は廃止の届出がない限り
継続しますが、住所・氏
名・本籍などに変更があれ
ば変更届が必要です。
なお、登録者本人が死亡
されたときは廃止になりま
す。
対象 市の住民基本台帳や
戸籍に記録・記載されてい
るかた
持物 本人確認できるもの
マ
( イナンバーカード・運
転免許証・パスポートな
ど )
※代理人の場合は、委任状
と代理人の本人確認できる
ものが必要です。
登録・問合せ先 市民課
☎０７２・４３３・７３７
１／７３７５

広

15

善意の寄付

ありがとうございま
した。
◆髙田繁さん 東( か)ら
感染症対策用として不
織布マスク１０００枚
１万円相当 ◆明治安
(
)
田生命貝塚営業所 岡
(田
敦所長 か
) ら新型コロナ
ウイルス感染防止対策用
として 万円◆吉田房織
物株式会社 吉
( 田房喜代
表取締役社長 か
) ら感染
症対策用として防護服１
３１枚、フェイスシール
ド 枚 ( 万７５００円
相 当 ◆ フ ィ ッ ト ネ ス ジ ②薬剤師 ２人
)
ムＦＩＴ３６５貝塚 横
( 対象 昭和 年４月２日以
堤俊人代表取締役 か
) ら 降に生まれ、薬剤師免許が
貝塚市立第一中学校用と ある、または第１０６回薬
して柔道用特注マット
剤師国家試験に合格したか
枚、バスケットボール４ た
球 、 バ レ ー ボ ー ル ６ 球 、 ◎いずれも
サッカーボール 球、空 申込期間 ４月５日 月( ～)
気入れ１個 (万円相当 )
日 水( )
◆２月のかいづかふるさ １次試験日・内容
と応援寄付は、１０４３ ５月８日 土( ・)口頭試問
件で、金額は１３４０万 ２次試験日・内容
６０００円でした。
５月 日 土( ・)面接
採用日 ７月１日 木( )
問合せ先 貝塚病院総務課
貝塚病院正職員募集
☎０７２・４３８・５５０
１

詳しくは、貝塚病院
ホームページをご覧くだ
さい。
①看護師 若干名
対象 昭和 年４月２日
以降に生まれ、看護師免
許がある、または第１１
０回看護師国家試験に合
格したかた
57

春の全国交通安全運動が４月６日～15日まで全国一斉に
実施されます。
新型コロナウイルス感染防止のため、今回の運動期間中
に予定していた各種行事は行いませんが、交通ルールの遵
守と正しい交通マナーの実践に努めてください。
全国重点
・子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
・自転車の安全利用の推進
・歩行者などの保護を始めとする安全運転意識の向上
大阪重点
・信号遵守の徹底
スローガン
「交差点 青でも左右 確認を」

主な経歴
京都大学大学院
修了。平成５年４
月建設省(現国土
交通省)入省。
国土交通省近畿
地方整備局建政部
都市調整官、同省
副市長
水管理・国土保全
小川 文章
局下水道部流域管
理官付流域下水道
計画調整官、(公財)日本下水道新技術機
構研究第一部長などを歴任。53歳
(４月１日付)
問合せ先 秘書課☎072－433－7316

新型コロナウイルス感染症に
関する経営・労働相談
◆経営相談
経済産業省は新型コロナウイルス感染症の流行に
より、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企
業・小規模事業者を対象に、相談窓口を設置してい
ます。
最寄りの相談窓口
貝塚商工会議所☎072－432－1101
日本政策金融公庫 泉佐野支店☎072－462－1355
◆特別労働相談
大阪労働局では、新型コロナウイルス感染症の影
響による特別労働相談窓口を開設しています。
詳しくは、大阪労働局ホームページをご覧くださ
い。
問合せ先 大阪労働局☎0120－939－009(府内固定
電話)、☎06－7660－0072(携帯電話ほか)
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８月のコミュニティ機材貸出

公民館タイムズ

コミュニティ機材の貸出しは、使用日の３カ月前から受付けます。
ただし、８月中は申込が多いため、３館分(中央・浜手・山手)を中央公
民館で一括受付・抽選を行います。かき氷機や鉄板など機材の貸出を地
域活動などで希望するかたはお越しください。
日時 ４月25日(日)午前10時(時間厳守)場所 中央公民館 講座室３

報告

３館合同
保育つき講座
入園までに知っておきたいことを学び、悩み解消！
いろいろな体験を通じて日頃の子育てにホッと一息しませんか！

中央公民館「おや子教室」

報告
日時(全８回) ６月１日～７月20日火曜午前10時～11時30分対象
乳幼児をもつ親保育定員 12人(先着順)内容 アロマソープづく
りやボクササイズ体験、子育て学習など講師 上野千賀子さん(まち
のすぐれもの登録者)、梅本道子さん(Physical Heart代表)、すくすく
子育て応援隊ほか材料費 実費徴収申込・問合せ先 中央公民館

山手地区公民館「子育て×自分磨き」
詳しくは広報８月号に掲載します。
日時(全８回) ９月２日～10月28日、木曜午前10時～11時30分

浜手地区公民館「げんきに子育て」
詳しくは広報10月号に掲載します。
日時(全８回) 10月29日～12月17日、金曜午前10時～11時30分

第９回貝塚公民館大会

今年の公民館大会は、「やっぱり好きや
ねん♥公民館」をテーマに、新型コロナウイ
ルス感染拡大にともなう活動自粛や予防対策
を経験した今年だからこそ感じたこと、工夫
したことなどの意見を出し合い、改めて公民
館の役割についてみんなで考える機会を持ちました。また今年はコロナ
下での開催を見据え会場を分散し、浜手地区公民館をメイン会場とし、
中央・山手地区公民館をオンラインでつないで開催しました。
各館で行ったグループトークでは、コロナ下での活動をどうするか
話し合う中で、価値観の違う人と交流できるのが公民館であると気づ
けたとの発表もありました。また、和歌山大学教授の村田和子さんか
らは、普段慣れ親しんだ公民館は命綱である
と同時に、公民館に来たくても来れない人た
ちの存在にも着目し、今後オンラインを取り
入れた新たな可能性を探る必要性があると総
評頂き、公民館の新たな挑戦の一歩を踏み出
せた大会となりました。

レッツＴＲＹ
公民館では、青少年(中高生)の音楽やダンス、創作活動を応援しま
す！まずはお近くの公民館へ相談に来てください。

ふれあい料理
ボランティアにサポートしてもらいながら、料理を楽しみます。
期間 ４月～来年３月午前10時30分～午後０時30分、中央:第４金
曜、浜手:第２月曜(８月は休み)、山手:第３金曜(８月は休み)対象
心身に障害のあるかた材料費(１回) 350円

中央公民館
心身に障害のあるかた対象
挑戦講座「夢にチャレンジ」

☎072－433－7222
クラシックコンサート
「音楽サプリ～あなたの心をサ
ポートする名曲たち～」

みんながやりたい事にチャレン
ジしよう！(要申込)
日時(全11回) ４月17日～３月19
日、第３土曜午前10時～正午内
容 陶芸、料理など 材料費(１
回) 100円～500円程度

日時 ５月16日(日)午後２時場
所 コスモスシアター中ホール
出演 貝塚市クラシック音楽家
協会参加協力券 1,000円定員
240人

介護について語り合う場

子育てサークル体験会

みんなで支え合う介護について
考えます。気軽にご参加ください。
日時 ４月26日(月)、６月28日
(月)午後１時30分～３時場所 講
座室協力 貝塚市介護者家族の会

貝塚子育てネットワークの会乳
幼児部会では、子育てサークル体
験会を行います。
いっぱい遊べて、友達がたくさ
んできる子育てサークル！今しか
味わえない子育てを楽しんでみま
せんか。
◆どんぐりようちえん
四季を感じながら親子で遊んで
います。
日時 火・金曜午前10時～場所
市民の森(シェル公園)など
◆ありんこ
親子で遊んでいます。
日時 木曜午前10時～場所 市
立青少年野外広場(第四中学校横)
◆ノンタン森のようちえん
自然の中を親子で遊んでいま
す。
日時 火曜午前９時30分～場所
せんごくの杜ほか
◆さくらんぼ
さくらんぼ体操や親子で遊んで
います。
日時 火・金曜午前10時～場所
中央公民館ほか

プレーパーク
「自分の責任で自由に遊ぶ」を
モットーにした、子どもたちの冒
険あそび場です。
日時 ５月８日(土)・９日(日)午
前10時～午後４時(雨天中止)場所
市立青少年野外広場(第四中学校
横)参加費 100円

第37回市民民踊まつり
日時 ５月９日(日)午前11時場
所 コスモスシアター中ホール
入場 無料出演 貝塚市民踊連盟

浜手地区公民館
＋KOMINKAN(プラス公民館)
高校生・大学生の居場所として
ホールを開放します(申込不要)。
日時 ４月18日(日)午後１時～
４時

Spring Jazz Concert
グレンミラーの名曲を中心に、
親しみやすいナンバーをお届けし
ます。
日時 ５月16日(日)午後１時30
分～場所 二色小学校体育館
定員 120人(定員になり次第締
切) 申込 ４月９日(金)から電
話・窓口で(整理券あり)

シニア世代の筋力アップ講座
(高齢介護課共催)
機能改善ストレッチで筋力アッ

山手地区公民館
おさんぽかばさん
同年齢の子どもを持つママたちの
交流の場です。ヘアゴムなど手作り
小物のワークショップをします。
日時(全５回) ５月18日～６月15
日、火曜午前10時～11時30分対象
乳幼児親子(ママだけの参加も大歓
迎)場所 水間寺客殿材料費
100円申込 窓口・電話で締切
５月14日(金)

フアフアクラブ
子育てに悩むお母さんと、その子
どもたちの居場所です。月１回、親
子で工作やゲームをしましょう。
日時(全４回) ４月17日～７月17
日、第３土曜午前10時15分～正午
対象 発達障害かな？と悩む親と
小学生定員 12組(多数の場合は
抽選)材料費 １組800円講師
松本啓子さん(学校心理士)申込
窓口・電話で締切 ４月12日(月)

☎072－431－0926
プをはかり、フレイルを予防しま
しょう。
日時(全４回) ５月18日、６月１
日・15日・29日、火曜午後１時30
分～３時場所 ホール対象 市
内在住のかた定員 20人(定員に
なり次第締切)講師 梅本道代さ
ん(いきいき・のびのび健康づくり
協会)申込 ４月16日(金)から電
話・窓口で

子育てサロン☆ほっとスペース
乳幼児親子のひろばです。時間
内自由に遊べます(申込不要)。
日時 火曜午前10時～正午場所
プレイルーム(第２・４火曜は「造
形あそび」も開催)内容 ４月27
日:しかけダンボール、５月11日:
スタンプ遊び

☎072－446－0090
ノルディック・ウォーキングで
健康寿命をのばそう
(高齢介護課共催)
２本のポールを交互に地面につ
いて歩きます。姿勢も良くなり、
ひざ・腰への負担軽減、介護予防
にもなります。ポールのないかた
は貸出します。
日時(全７回) ５月７日～12月３
日、第１金曜(８月は休み)午前10
時～正午(行先によっては１日にな
る場合もあり)対象 市内在住・
在勤の成人定員 20人(多数の場
合抽選)参加費 無料(交通費実
費)申込 窓口・電話で締切
４月22日(木)午後５時

英会話クラブ体験
英語でおしゃべりを楽しみます。
日時 ５月13日(木)午後１時30分
定員 ３人(定員になり次第締切)
参加費 無料申込 窓口・電話
で
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トレーニング器具講習会
日曜

金曜

(午前10時～正午)

(午後６時30分～８時30分)

４月25日
５月30日
６月27日

４月16日
５月21日
６月18日

受講者にはトレーニング室使用
許可証を発行し、以降１回300円で
使用できます。当日、写真(たて
2.5㌢×よこ２㌢)を持参してくだ
さい。
場所 総合体育館対象 中学
卒以上のかた定員 各10人(定員
になり次第締切)申込 前日まで
に総合体育館へ(電話可)

市民バドミントン大会
日時 ５月９日(日)午前９時30
分場所 総合体育館対象 市
内在住・在勤(学)で小学生以上の
かた(小学生は保護者の同意が必
要)種目 男女シングルス１・２
部、ダブルス１・２・女子のみ３

関空だより

か

空港オリジナルグッズやエアラ
イングッズを販売する「KANSAI
AIRPORTSオンラインストア」で
は、関西エアポートグループ公式
キャラクター「そらやん」や、関

づ

か

令和3年4月

総合体育館☎072－433－7120

部、少年の部参加費 無料締
切 ４月23日(金)午後５時問合
せ先 バドミントン連盟(行)☎090
－5654－4836

市民サッカー大会

令和３年度
第１期

募集

教 室 名

西３空港のオリジナルグッズをは
じめ新商品を続々と展開していま
す。
そらやん公式Twitterのフォロ
ワーのみなさんに選んでいただい
たカラーを採用したトートバッグ
や、そらやんのモチーフが愛くる
しいポストカード４種類のほか、
航空会社とのコラボ商品など、気
になる商品がきっと見つかるはず
です。
この機会にぜひオンラインスト
アでのショッピングをお楽しみく
ださい。

市特産品「木積たけのこ」を直売します
今年は毎年恒例の「たけのこ祭」は中止し、下記日程で販売を
行います。
日時 ５月４日(火)まで
①火曜・木曜：午前10時～正午
(たけのこのみ販売)
②日曜：午前９時～正午(たけのこ・季
節の野菜・果樹・加工品なども販売)
場所 木積農の里(木積4571)
問合せ先 貝塚市木積土地改良区事務局
(農林課内)☎072－433－7383

象

外あそびサークル
参加者募集
対象 乳幼児から中高生を子
育て中の親と子内容 子ども
と一緒に親も遊びます。登山や
遠足、川遊び、星空観察など
登録料 15,000円(１年間・１
家族あたり、ほか実費あり)
問合せ先 NPO法人えーる☎080
－3130－3567

日 程

AM10:00

１歳半～４歳と
保護者

幼児体操Ａ

５歳(年中)

25人 月

PM３:00
～４:00

幼児体操Ｂ

６歳(年長)

25人 月

PM４:00
～５:00

12組 月 ～11:00

PM５:00 ５月17日
小 学 １ ～ ４ 年 生 30人 月
～６:00 ～７月19日

小学生
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾎﾟｰﾂ

15歳以上の女性
(中学生除く)

健康いきいき

同

上

⑦

リラックスヨガ

15歳以上のかた
(中学生除く)

⑧

ハタヨガ

どなたでも

⑩

リズムダンス

15歳以上のかた
(中学生除く)

40人 月

AM10:00
～11:30

24人 月

PM１:00
～２:00

24人 月

AM11:00
～正午

PM１:30
24人 木

～２:30 ５月20日
小学生
PM４:30 ～７月29日
⑨
小 学 ５ ・ ６ 年 生 20人 木
バスケットボール
～６:00
AM10:30 ５月21日
40人 金
～11:30 ～７月30日

対象 市内在住・在勤(学)のかた(令和３年４月２日～４年４月１日に記
載する年齢・学年であること。ただし①の「１歳半」は教室初回時点で到
達していること)参加費 無料保険料 子ども800円、65歳未満1,850円、
65歳以上1,200円申込 往復はがきに、教室名・氏名(①は参加する保護
者と子、兄弟・双子も可)・保護者の氏名(②～④)・ふりがな・生年月日・
年齢・学年・住所(返信面も)・電話番号を記入し郵送。または返信用はが
きを持参し総合体育館へ。１枚に１人１教室で、１教室に複数申込不可。
視覚障害者は電話申込可締切 ４月22日(木)必着申込先 〒597-0072
畠中１-13-１ 総合体育館内「スポーツ教室」係☎072－433－7120※多
数の場合は抽選。詳しくは、ホームページまたは、総合体育館にある募集
要項で確認してください。

ハート交流館

☎072－432－5959

申込・問合せ先 〒597－0023 福田91 ハート交流館

小学生バレーボール講座
バレーボールを楽しく体験しませんか！運動のできる服装で参加して
ください。
日時(全９回) ５月22日～７月17日、土曜午前９時30分～11時30分
場所 ハート交流館体育室対象 市内在住の小学４～６年生講師
山本貞治さん、貝塚市バレーボール連盟のみなさん定員 24人(定員に
なり次第締切)参加費 810円(保険料、締切日までに持参)申込 窓
口または電話で締切 ５月14日(金)

硬筆・毛筆講座
期間(全42回) ５月22日～３月26日、土曜
締切 ４月19日(月)午後５時必着(多数の場合は抽選)
硬筆講座
①午後１時～１時45分：小１
②午後２時～２時45分：小２・３年
(市内在住) ③午後３時15分～４時：小４～６年

時 間
対 象
ここは、市民
グループ・団体
などの情報発信
の場です。
記事の内容に
ついては問合せ
先へ、掲載につ
いては広報交流課(☎072－433－
7231)へ。掲載は、市内に活動拠
点のあるグループや団体に限り
ますのでご了承ください。

定員 曜日 時 間

親子体操

①

⑥ 肩凝り腰痛体操

☎072－455－2500

スポーツ教室受講生
対

市民バレーボール大会
日時 ５月23日(日)午前９時15
分場所 総合体育館対象 市
内在住・在勤(学)のかた種別
一般男子・一般女子・家庭婦人の
各部(各９人制)・中学生女子の部
参加費 無料締切 ５月12日
(水) 申込・問合せ先 バレー
ボール連盟(川﨑)☎090－3265－
7604

スポーツ振興課☎072－433－7121

《いずれも全10回・祝日除く》

 日時 ５月９日・16日・23日、
②
日曜午前９時場所 二色グラウ
ンド対象 審判のできるかたが
５人以上いる市内在住・在勤のか
③
たのチーム費用 10,000円(年間
連盟登録費)締切 ４月20日(火)
④
申込 サッカー連盟(宇野)☎090
－7106－7465
⑤

「KANSAI AIRPORTS オンラインストア」をお楽しみください！

オンラインストア

い

場 所

毛筆講座
①午後１時30分～２時30分
②午後２時30分～３時30分
いずれも小３～中学生

ハート交流館講座室

講 師

安本廣美さん

米今渓沙さん

定 員

①②各10人 ③20人

①10人 ②６人

参加費

保険代(810円)、教本代、その他実費徴収あり

申 込

往復はがきに、希望する講座名・番号、受講経験の有無、申
込者氏名(ふりがな)、性別、生年月日、学校名・学年、住
所、保護者氏名、電話番号、あれば特記事項(例：兄弟姉妹など同
時に当選の場合のみ参加希望)を記入して郵送、または窓口で申込
用紙に記入(郵送代63円必要)
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(14)

☎072－447－2020

る巨大ブラックホールが初めて撮
心地よい磯の香りにつつまれた白砂青
影されました。イベント・ホライ
松の二色の浜で、潮干狩りを楽しみませ
ズン・テレスコープという地球上
んか。
の８つの電波望遠鏡を結合させた
貝のお土産付き(大人800グラム、子ど
国際協力プロジェクトによるもの
も400グラムまで)で、場内の食堂では貝
で、このブラックホールは、地球
めしや貝鍋を食べることもできますよ。
から5500万光年の距離にあり、質
期間 ４月17日(土)～６月６日(日)午
量は太陽の65億倍になるそうです。
前９時～午後５時(最終入場は午後４時30
ブラックホールとは「非常に大
分)入場料 大人1,500円、子ども750円
量の物質が極限までせまい領域に
(団体割引あり)
押し込められた天体」です。たい
※例年、大阪湾では貝類の毒化が確認されています。採取した貝は持
へん重力が強く、光も一切出てこ
ち帰らないでください。お土産用は検査済みの安全な貝を用意してい
られないこと
ます。
から「真っ
問合せ先 (株)二色の浜観光協会☎072－432－3022
黒」で、あら
動画はこちら
ゆるものを吸
春の１等星のうち、うしかい座
い込む「穴」
☎072－433－7200
図 書 館
のアークトゥルスは全天で４番目
という意味か
に明るく、よく目立ちます。麦の
ら名づけられ
日時 ４月９日(金)、５月14日
◆おはなし会(土曜、午前11時～)
ブラックホール
刈入れのときを知らせるように、 ました。
(金)午前９時30分～正午
４月３日・５月１日 ２階視聴
春の宵の空に輝くことから「麦
◆４・５月の休館日
覚室で、５歳くらいからを対象に
星」ともいわれています。少し温
★天文イベント
火曜、４月29日(木)、５月３日
絵本を読んだりストーリーテリン
度が低めで(約4200度)オレンジ色
◆春の星座観察会[ID6998]
(月)～６日(木)、５月31日(月)
グをします４月10日・17日・24
をしています。
５月１日(土)午後７時30分～
日 ２階視聴覚室で、絵本を読ん
また、おとめ座のスピカは、女
★月の観察
だり紙しばいをします。
移動図書館｢ひまわり号｣の巡回日
神デーメーテールが左手に持つ麦
４月16日(金)・17日(土)、22日
◆映画会(子ども向け)
の穂を表しています。表面温度が
(木)～24日(土)が適しています。
☆４月８日(木)
日時 ４月18日(日)午後１時15
高く(約25000度)、白く輝き「真
★惑星の観察
フラワリータウンＡ棟前
分～２時場所 ２階視聴覚室
珠星」ともいわれています。これ
夜間に火星を観察できます。
15：15～16：00
内容 「プーさんの待て待てボ
ら２つの星は「夫婦星」ともいわ
★４・５月の休館日
☆４月21日(水)
トル」定員 25人(定員になり次
れ、なかよく南東の空で光ってい
水曜、４月30日(金)、５月６日
サンシティ貝塚管理棟前
第締切)申込 ４月８日(木)～窓
ます。
(木)・７日(金)・10日(月)・11日
15：00～16：00
口・電話で
また、おとめ座の方向には「お
(火)・27日(木)[５月５日・26日は
☆４月28日(水)
◆毎月第２金曜午前９時30分～正
とめ座銀河団」という2500個ほど
除く]
蕎原会館
15：30～16：00
午は「ほっとタイム」
の銀河の集まりがあります。その
※４月27日(火)、５月31日(月)は、
☆５月12日(水)
なかなか子どもが静かにしてく
中 に M 8 7 と い う 楕 円 銀 河 が あ り 、 集会室と多目的室のみ利用可。
半田桜塚住宅 14：00～14：45
れないので図書館に行きづらいと
2019年４月、この銀河の中心にあ
府営三ツ松第２団地
いう子育て中のかた。少しくらい
15：00～15：45
音や声を出しても大丈夫。子ども
連れでも遠慮せずに来てください。 ※変更になることが
今年のキャンペーンは
あります。
月に１回、この時間帯は少しに
ぎやかになるかもしれませんが、
ご理解ご協力をお願いします。
善兵衛ランドの望遠鏡で、
いろいろな天体(昼・夜あわせ
☎072－431－8457
て12個)を観察してシールを集
自然遊学館
めましょう。
達成者には、認定証と天体写
自然遊学館 年間観察調査活動
真をプレゼントします!
様々な観察調査活動の中で、サポーター、希望者のかたと一緒に取り組
期間 令和４年３月まで
んでいる活動をお知らせします。詳しくはお問合せください。
千石荘調査 ４～12月
アユ調べ ４～12月
ビーチコーミング 11～３月
ジキャラクター
貝塚市イメー
自然生態園作業と調査 第２土曜(８月・１月は休み)
５月１日は つげさんの誕生日♪
和泉葛城山調査 ３～12月

の星 空
月
４

イラスト・メッセージを募集します

つげさんは、市制施行70周年を記念して、貝塚市の伝統工芸品
「つげ櫛」をモチーフに誕生し、市のPR大使として貝塚市の魅力
を発信しています。
つげさんの誕生日にちなみ、イラストやメッセージ
を募集します。作品は、市公式SNSや、まちの駅かい
づかで紹介します。
つげさんのページ
対象 どなたでも応募方法 住所・氏名・電
話番号・メッセージまたはイラストを添えて、Ｅ
メール・ファックス・郵送で(氏名のみ掲載予定で
す。匿名・ニックネームをご希望のかたはお知ら
せください)応募期限 ４月20日(火)
◆展示
日時 ５月８日(土)～30日(日)午前10時～午後
７時場所 まちの駅かいづか(南海貝塚駅改札
前)応募・問合せ先 〒597−8585畠中1−17−1
広報交流課☎072−433−7231、Fax072−433−
7233、Eメールkoho@city.kaizuka.lg.jp

わくわく

ドキドキ

「星空を見上げよう！」

生きもの だいす き！「イセゴイ」
イセゴイは漢字で「伊勢鯉」
と
書きますが、コイとは全く別のグ
ループで、硬骨魚類の中では最
も原始的な魚の一種です。熱帯
や亜熱帯を含むインド洋・西部
太平洋の暖かな海の沿岸に生
息しますが、成魚になるまでは河川や湖沼などの汽水域・淡水域を好み
ます。
ウナギの仲間と同様に、卵から孵化した後はレプトケファルスと呼ば
れる平たく透明な葉形仔魚となります。最大1.5 ｍにもなる成魚は釣りの
対象魚として知られていますが、小骨が多く、死後すぐに身が崩れ始め
ることから食用には向かないそうです。
写真のイセゴイは昨年９月に近木川下流で行った観察会の際に採集
された全長24 mmのレプトケファルスで、体中央部の球状のものは浮き
袋（鰾）です。イセゴイの記録は市では初めてとなり、府内でも数例しか
ありません。
問合せ先 自然遊学館☎072−431−8457
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生涯学習だより
郷土資料展示室
「貝塚市の指定文化財」展①

申込・問合せ先 すいてつ沿線魅
力はっしん委員会事務局(社会教育
課内)☎072－433－7205、Fax072－
433－7053、Ｅメールshiryoushitsu
@city.kaizuka.lg.jp、ID:8727

KAIFA 英語サロン

い

づ

か

令和3年4月

憲法週間市民のつどい

「差別と向き合うマンガたち」

要申込

子どもの頃から慣れ親しんだマンガ。この
マンガの表現を通して、私たちは知らず知ら
ずのうちにすり込まれているイメージや価値
観があるようです。
マンガに潜む「偏見」を知ることで、差別
について考えてみましょう。講師の吉村和真
さんは「マンガを読む」ことが日常生活に定
着するまでの歴史と、そのことが人間の思想
や価値観にもたらす影響について研究し、マ
ンガ研究の社会還元を進めています。
吉村和真さん

史跡丸山古墳出土のはにわ類や
地蔵堂古墳群出土の須恵器類を中
心に、市の指定文化財を紹介しま
す。
期間 ５月15日(土)～６月27日
(日)場所 図書館２階郷土資料
展示室観覧 無料休室日 火
曜、５月31日(月)
問合せ先 社会教育課☎072－433
－7205、ID:9138

幻の「紀泉鉄道」跡と
千石堀城跡・高井城跡を訪ねて
水間鉄道清児駅と和歌山県粉河
を結ぶ予定だった「紀泉鉄道」の
跡と、千石堀城跡・高井城跡をめ
ぐる現地見学会です。
緊急事態宣言発出のため延期し
ていましたが、感染症対策をして
開催します。
日時 ５月15日(土)午後０時30
分～４時30分頃受付 午後０時
20分に熊取駅前観光案内所前行
程 熊取駅→大原口→アーチ橋・
軌道跡→千石堀城跡→高井城跡→
清児駅→まちの駅かいづか(貝塚
駅)解散定員 50人(定員になり
次第締切)費用 無料(行程中の
交通費420円は各自負担)申込
４月21日(水)午前９時～住所・氏
名・電話番号を電話・ファック
ス・Ｅメールで締切 ５月14日
(金)

初級英会話をネイティブの発音
日時 ５月14日(金)午後１時30分～(午後１時開場)
で楽しみましょう！
場所 コスモスシアター中ホール
外国人との交流をめざして、英
講師 吉村和真さん(京都精華大学マンガ学部教授・専務)
会話を学びたい参加者を随時募集
定員 120人(定員になり次第締切)
しています。
入場 無料 ※手話通訳・要約筆記あり。一時保育はありません。
一度、無料体験に来てみません
申込 住所・氏名・電話番号を、電話・ファックス・Ｅメールで
か？
申込・問合せ先 人権政策課☎072－433－7160、Fax072－433－
日時(月４回) 水曜午前10時～
7511、Ｅメールjinkenseisaku@city.kaizuka.lg.jp
11時30分 場所 市民福祉セン
ター３階会議室対象 20歳以上
講師 小寺ドリスさん費用
１カ月2,000円(初回無料)※別途、
コスモス市民講座は、市の職員をリポーターとして派遣する「市役所
かいづか国際交流協会への入会が
出前講座」です。みなさんの自主的な学習活動を支援するとともに、市
必要です(年会費2,000円)申込
政に対する理解を深め、市民一人ひとりの参加による開かれた市政の推
氏名・電話番号を電話・ファック
進を目的として実施しています。
ス・Ｅメールで
詳しくは、お問合せください。
申込・問合せ先 かいづか国際交
流協会[KAIFA]事務局(広報交流課内) ■開催できるかた
市内在住・在勤(学)で、10人以上
でお申込みください。
☎072－433－7230、Fax072－433－
の集まりであればどなたでも開催
■開催時間と場所
7233、Ｅメールkoryu@city.kaizuka.
できます。10人に満たない場合は
時間は､平日午前９時～午後９時
lg.jp
ご相談ください。
の２時間以内(これ以外の開催は要
■市民講座の内容
相談)。場所は市内で申込者が確保
1000人の演奏動画を
コスモス市民講座一覧表から選
してください。
集めています
んでください。講座一覧表および
■費用
リポーター(職員)の派遣の経費
音楽の力で、泉州から元気と勇 申込書は、社会教育課、広報交流
気を届けます！募集した1000人の 課、各公民館、図書館、貝塚病院、 および資料代は無料です。
ただし講座によっては､原材料費
演奏動画から１つの楽曲動画を作 市民福祉センター、保健・福祉合
同 庁 舎 に 設 置 し て い ま す 。 ま た 、 などを負担していただく場合があ
成し、配信します。
ります。
応募締切 ４月15日(木)午後９ 社会教育課のホームぺージにも掲
時動画配信 ４月29日(木)午後 載しています。
■申込
【申込・問合せ先】 社会教育課
７時～８時
開 催 予 定 日 の ３ 週 間 前 ま で に 、 ☎072－433－7125、Fax072－433－
問合せ先 (公社)貝塚
申込書を社会教育課か担当課へ持
7053、Ｅメールshakaikyoiku@city.
青年会議所☎072－439
参・電話・ファックス・Ｅメール
kaizuka.lg.jp
詳しくはこちら
－0118

★４月号イベントカレンダー

コスモス市民講座

(

)内は掲載頁

４月 ３日(土) おはなし会(14)
12日(月) えーる親子あそび塾(6)※全6回
13日(火) リズムを楽しもう(6)※5月11日も
17日(土) フアフアクラブ(12)※全4回 二色の浜潮干狩り(14)※6月6日まで
春のファミリーキャンプ(15)
18日(日) 映画会(14)
21日(水) 絵本大好き！レインボーの読み聞かせ(6)
24日(土) 絵本でいただきます「みんなが絵本の主人公」(15)※25日も
27日(火) 親子教室「わくわく」(6)※全6回
29日(木) 奥貝塚バーベキューガーデン春のガーデンイベント①(15)
５月１日(土) 春の星座観察会(14) おはなし会(14)
７日(金) ノルディックウォーキングで健康寿命をのばそう(12)※全7回
８日(土) ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ(12)※9日も つげさんの誕生日ﾒｯｾｰｼﾞ展示(14)※30日まで
９日(日) 市民民踊まつり(12)
11日(火) ママの手作りおもちゃで遊ぼう(6)
14日(金) 憲法週間市民のつどい(15)
貝塚市の指定文化財展①(15)※6月27日まで
15日(土)
幻の「紀泉鉄道」跡と千石堀城跡・高井城跡を訪ねて(15)
16日(日) Spring Jazz Concert(12) クラシックコンサート(12)
18日(火) シニア世代の筋力アップ講座(12)
19日(水) 小児看護の基礎知識(6)
22日(土) 小学生バレーボール講座(13)※全9回 硬筆・毛筆講座(13)※全42回
６月１日(火) おや子教室(12)※全8回

府立少年自然の家
申込・問合せ先 ☎072－478－8331

春のファミリーキャンプ
テントの張り方、火のつけ方な
ど、初めてでも大丈夫！みんなで
体験してみよう♪テント泊が不安
なかたも大丈夫！当日でも宿泊棟
へ変更できます。
春の自然の中で、ゆったりとし
た時間を家族で過ごしましょう！
日時 ４月17日(土)午後１時～
18日(日)午後３時対象 子ども
を含む家族費用 大人(高校生以
上)9,500円・小人6,500円(宿泊
費・食費・保険料含む)、３歳未満
700円(食費別)

絵本でいただきます
☆みんなが絵本の主人公☆
絵本に出てくる料理を実際に作
ります。メニューはホームページ
をご覧ください。
日時 ①日帰りコース ４月24
日(土)午後１時～４時、25日(日)

午前10時～午後２時②宿泊コース
４月24日(土)午後１時～25日(日)
午後２時対象 幼稚園年中～小
学３年生を含む親子費用 ①両
日とも親子ペア2,500円(参加者一人
追加につき大人600円、小人400円、
３歳以下100円、25日のみ追加昼食
代一人につき350円必要)②大人6,000
円、小人5,000円、３歳以下500円

奥貝塚バーベキューガーデン
春のガーデンイベント①
第１回目は季節ものである竹を
使って、竹食器を作りタケノコご
飯を炊きます。
日時 ４月29日(木)午前10時～
午後３時対象 小学生を含む家
族費用 親子ペア4,000円(参加者
一人追加につき大人1,500円、小人
1,200円、３歳以下100円必要)

令和3年4月
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２月17日

２月22日

吉田房織物(株)様(泉大
津市)から、感染症対策物
品(感染防護服上下セット
131枚、フェイスシールド40
枚)を寄贈いただきました。
感染症対策に活用させて
いただきます。
ありがとうございます。

ポカポカ陽気に恵まれた中、
午前中は千石荘、午後からは
近木川河口で「バードウォッ
チング」観察会を行いました。
参加者は、小鳥類やサギ類、
カモ類など多くの種を見るこ
とができました。近木川河口
では、カワセミが川にダイブ
して魚を捕るシーンにどよめ
きが起こりました。

２月25日
２月26日

和歌山県竹あかり実行委
員会代表で、(株)竹千代代
表取締役社長の谷正義様か
ら、竹で作られた灯篭にド
リルで貝塚市の名前を装飾
した「竹あかり」をご寄付
いただきました。
ありがとうございます。

貝塚バトントワリング
チームは、第48回バトン
トワーリング全国大会に
動画発表形式で出場し、
特別優秀賞を受賞しまし
た。
この日、その報告に市
役所を訪れました。
悲願の全国大会初出場
おめでとうございます！

３月１日
職員会館多目的室で「地
方創生研修会〜子ども・若
者・ひとり親 コロナ禍の
リアル」を開催しました。
この研修会は、貝塚市ま
ち・ひと・しごと創生総合
戦略女性会議のメンバーが
企画したもので、講師に大
阪府認定子どもサポーターの辻由起子さんを招き、コロナ禍の実情を話し
ていただきました。子ども・若者・ひとり親に起きている現状を知り、自
分たちにできることを考える機会となりました。

３月12日
４月に自衛隊に入隊す
る貝塚市出身の６人のう
ち３人が、その報告のた
め市役所を訪れました。
３人は陸上自衛隊に入
隊予定で、入隊に際して
力強い抱負を語りました。
市長は「厳しい訓練に
耐えて、安全・安心な国づくりのため、しっかりと頑張ってください」と
激励しました。

なかなかええやん！貝塚市
特技登録制度「まちのすぐれもの」をご存知ですか？
◆あなたの特技をいかしませんか
公民館では多種多様な学習機会を
幅広く提供できるように、市民のみ
なさんの多彩な特技をいかしていた
だこうと「まちのすぐれもの制度」
を開設しています。「こんな技術や
特技をぜひ伝えたい」など、みなさ
んの得意なことを活用できる機会と
なります。あなたの特技を眠らせないで、ぜひ公民館に登録してくださ
い。
◆特技登録制度「まちのすぐれもの」ご活用ください
地域の団体や自主グループの学習会、クラブ講師をお探しのかたな
ど、みなさんのご要望に応じ、まちのすぐれもの登録者を紹介していま
す。様々な特技をお持ちのかたがたくさんいますので、まずは公民館へ
ご相談ください。
例)地域のふれあい喫茶で、登録者に演奏してもらった。
公民館クラブ講師を登録者で探した。
各施設主催の講座の講師として登録者に来てもらった。(アロマやいす
ヨガなどの講座) など
詳しくは、各公民館へお問合せください。
登録・問合せ先 中央公民館☎072－433－7222、浜手地区公民館☎072
－431－0926、山手地区公民館☎072－446－0090
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災害時における応急復旧対策の
相互応援に関する協定

「恋人の聖地」
は、全国にある観
光地の中で、プロ
ポーズにふさわし
いロマンティック
なスポットから選
定され、地域の魅
力や情報を発信す
る場所としても期
待されています。
市では、お夏清
十郎伝説で有名な
水間寺愛染堂が選定されており、恋人の聖
地がある全国１３０以上の自治体の首長な
どで組織されている「恋人の聖地観光協
会」では、現在私が会長を務めています。
この度、私の呼びかけで、同じ観光協会の
メンバーとして地域の魅力発信に取組んで
いる の市町村からご賛同をいただき、災
害時における応急復旧対策の相互応援に関
する協定式をＷＥＢ会議で行いました。
大規模な災害が発生した場合、被災した自
治体だけでは十分な応急復旧対策ができな
い可能性が考えられます。こうした緊急時
に、応急対策として必要な職員の派遣、食
料・飲料水及び生活必需品の提供、必要な
資機材の提供などについて、相互に応援し
あえる体制を構築しようとするものです。
今回協定を締結した市町村は、岐阜県から
熊本県までの広範囲に及び、同時に被災し
にくいため、相互の安全・安心が向上しま
す。
恋人の聖地という共通点から生じたつな
がりを大切にしながら、市民のみなさんに
より安全・安心を感じていただけるような
まちづくりを進めていきます。

◎貝塚市と相互応援協定を締結した市町村
岐阜県山県市、静岡県御殿場市、大阪府泉
佐野市、大阪府泉南市、兵庫県朝来市、岡
山県新見市、広島県尾道市、高知県室戸市、
高知県黒潮町、佐賀県基山町、熊本県球磨
村

問合せ先 秘書課
☎０７２・４３３・７３１６
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