( 11)

広

第977号

報

か

い

づ

か

令和3年4月

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。
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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
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新しい副市長を紹介します
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(敬称略)
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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
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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)

