基本的な感染対策
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広報かわちながの 2020 年
（令和 2 年 ）
７月号

食事は

15

日現在、休業要請などの緊急事態措置は解除されています。

●感染者が発生したら通知
不特定多数の人が集まるイベントや店舗などで、
来訪者が指定されたＱＲコードを読み取り、自分の
メールアドレスを登録しておくシステムです。
感染者の発生が分かった場合に、当時の来訪者に
注意喚起のメールが送信されます。主催者や店舗な
どは、府ホームページで登録のうえ、ＱＲコードを
印刷・掲示し、来訪者にメールアドレス
の登録を促してください。
※名前や行動履歴などは取得されません。

狭い部屋では長居せず、歌や
応援は十分な距離をとるかオ
ンラインで楽しみましょう。

６月

大阪コロナ追跡システムの
登録と利用を

公園などは空いた時間を選び、ト
レーニングは自宅で動画の活用
を。ジョギングは少人数で、すれ違
うときは距離をとるマナーを。

しかし、いまだ国内外で感染者が発生し、治療法やワクチンもないため、

感染拡大
防止のため
ご協力を

スポーツは

引き続き 適切な感染予防対策の取り組みが欠かせません。

こちらも

参加者同士の距離を十分に
確保するなど、適切な感染予
防対策を講じてください。

１人か少人数で空いた時間に。レ
ジでは前後に間隔をとって並び
ましょう。通信販売や電子決済
の利用もご検討ください。

観戦や鑑賞は

業種別の感染拡大予防ガイドラ
インを遵守し、感染防止対策を
徹底してください。

イベントの開催は

買い物は

そこで、経済活動と両立した「 新しい生活様式 」をご紹介します。

飲食店や施設の営業は

高齢者や持病のある人と会
う時は、発熱や咳など体調
管理をより厳重に。

みなさん自身の暮らしや職場を、改めて振り返ってみてください。

多人数での会食は避けて、発熱
や風邪の症状がある場合は参加
しないよう心がけてください。

人と会う時は

保健センターの

こころの悩みに関する相談

新型コロナウイルス感染症に関する
市民向けコールセンター（ 病状の相談など ）
☎ 55 -0301

FAX 55-0394

（平日の午前 9 時～午後 5 時 30 分）
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掲載情報の見方
対象に明記のないものは市内在住・在学・在勤者が対象▶
催しなどで費用の記載のないものは無料▶申し込みが必要
な催しなどの持ち物は主催者からの連絡などで確認を▶先
着順の申し込みで時間の記載のないものは午前９時から受
付▶申し込み・問い合わせなどで住所・電話番号の記載がな
いものは市役所へ（業務日・時間は月～金曜日午前９時～午
後５時 30 分、祝休日・年末年始を除く）
◉環境への配慮から、催しなどへの来場はできるだけ公
共交通機関のご利用を。

料理は大皿ではなく個々に。持
ち帰りや出前もご 利用くださ
い。会話の時は真正面ではなく
横並びで座りましょう。

新型コロナウイルス感染拡大で不安やストレスを
感じている人のために公認心理士が相談に応じます。
とき 7 月 20日 ㈪、8 月 21日㈮、9 月 28 日 ㈪
申込 電話で事前予約
 保健センター（☎ 55-0301）

July 2020
No.1161

新型コロナウイルス感染症と向き合う

 危機管理課または健康推進課

冠婚葬祭などは

新しい生 活 様式

在宅勤務やローテーション勤
務、時差通勤をご検討くださ
い。対面での打ち合わせでは
換気とマスクを忘れずに。

熱中症 予防も忘れずに

仕事は

高 温 多 湿 の 中 や 運 動 時 は 、３ 密 を 考 慮 し た う え で
マス ク を は ず し て 休 憩 や 水 分 補 給 をここ ろ が け ま し ょ う 。

感染状況に注意し、誰とどこで
会ったかをメモしましょう。公共
交通機関を利用する際は混雑する
時間帯をなるべく避けましょう。

7

特 集１

取り入れよう
新しい生活様式

外出や移動は

無症状でもマスク着用をし、人
との会話はできるだけ 2m の間
隔をとり、こまめに 30 秒程度
の手洗いをしましょう。

くろまろ塾の認定講座や催しはこのマーク

今後の予定など詳しくは市ホームページをご覧ください。

市の人口・世帯数 ５月末日現 在（カッコ内は前月比）

SOCIAL
DISTANCE
写真撮影協力：関西スーパー河内長野店

人口

男

103,925(-55)

49,019(-37)

女

世帯数

54,906(-18) 47,538(+13)

市役所：河内長野市原町一丁目１番１号
※郵送の場合は〒586-8501
（住所不要）

☎ 0721-53 -1111（ 代 表 ）

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
広報かわちながの 2020 年
（令和 2 年 ）
７月号
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特 集 1 新型コロナウイルス感染症と向き合う

変わる避難のあり方

状況に合わせた適切な避難行動を
これから秋にかけて、日本は大雨や台風のシーズンを迎えます。
新型コロナウイルスの感染リスクがある状況のなか、
自然災害発生時の避難について再確認し、準備しておきましょう。

あなたの自宅は安全ですか？

河内長野

START

知っておくべき５つのポイント
❶安全な場所にいる人まで避難場所に行く
必要はありません。
❷避難先は、小中学校や公民館だけではあ
りません。安全な親戚・知人宅に避難する
ことも考えてみましょう。
❸マスク・消毒液・体温計が不足しています。
できるだけ自ら携行してください。
❹市が開設した避難所は、災害テレホン案内
（☎ 26-7640）
、テレビのテロップやデータ放
送、市ホームページなどで確認してください。
❺豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。
やむをえず車中泊をする場合は、浸水しない
よう周囲の状況などを十分確認してください。
 危機管理課

原則として
自宅外に避難が必要

例外

土砂災害の危険があっても
堅牢なマンションなどの
上層階に住んでいる場合は
自宅に留まり安全確保も可能

新型コロナウイルス感染症対策で主に子育て世代を
対象とした支援策を次のとおり実施します。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
政策企画課
❷ 困窮世帯へ小中学校休業中の給食費相当額を援助

❶

特別子育て支援金を給付

１人10万円の特別定額給付金の対
象とならない４月28 日～来年3 月31
日に生まれる新生児に１人５万円を給
付します。
4 月～ 6 月に生まれた新生児は子
ども子育て課から案内を送付します。
7 月以降に出産の場合は、同課で児
童手当の手続きと一緒に行います。

令和２年度就学援助認定者に、令和２年４月以降の学校休業中の給
食費相当額 を補助します。
❸ 市立小中学校の令和２年度 教材費を補助
保護者から徴収している教材費の一部を減額します（小学生は
8000 円、中学生は 16000 円）。
❹ 市立小中学校に情報機器を整備
児童生徒に、１人１台のパソコンを整備します。
❺ 臨時休業に備え家庭学習の環境を整備
学校のインターネット回線を増強します。また学校休業に備え、困
窮している世帯に貸し出しするモバイルルーターを整備します。
❻ 図書館で電子書籍を導入
９月以降に開始予定です。

避難に時間がかかる
人が家族の中にいる
はい

安全な場所に住む親戚や知人がいる

はい

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル 3 が
出たら親戚・知人宅
へ避難（日ごろから
相談しておく）

警戒レベル 3 が
出たら指定緊急避難
場所に避難

警戒レベル 4 が
出たら親戚・知人宅
へ避難（日ごろから
相談しておく）

警戒レベル 4 が
出たら指定緊急避難
場所に避難

10

特別定額給付金

（一人につき 万円の
）

申請はもう
お済みですか？

これまで、長期にわたる施設の休館や感染防止対策への取
り組みにご協力ありがとうございました。
しかし、感染症はなくなったわけではなく、対応は長期化
が予想されるため、今後は感染拡大の抑制と社会経済活動の
維持を両立していく必要があります。無症状や軽症の人が感
染を広げてしまう例もあり、自分だけでなく家族や友人、隣
人の命を守るためには、周囲に感染を拡大させないよう一人
ひとりの心がけが重要です。
今後も、市では様々な形で市民生活と地域経済を支援して
いきますので、新しい生活様式を心がけながら、特別定額給
付金などを活用いただき地域経済も盛り上げていきましょう。

企業や団体から寄贈・
ご協力いただきました

いいえ

安全な場所に住む親戚や知人がいる

みんなで支え合い

広報かわちながの 2020 年
（令和 2 年 ）
７月号

無着色でも周りより
低い土地や崖のそばなどは
必要に応じて避難

いいえ

はい

市対策本部から今後の見通しとお願い

5

検索

ハザードマップ

ハザードマップで
自宅の場所が着色
されている

CHECK !

子育て世代などへの
新たな支援策を実施

申請期限は８月 20 日㈭（ 当日消印
有効 ）
です。申請書は５月に発送しま
した。申請がまだの人は、お忘れな
いようお願いします。
 特別定額給付金チーム

児童虐待を防ごう

●ためらわずに通告を
発見や対応が遅れると深刻な事態にな
る恐れがあります。あなたの通告が子ども
を守り、家族を救うきっかけになるかも知
れません。虐待かもと思ったら、確証がな
くても次の専門機関へ通告しましょう。
◎子ども子育て課＝月～金曜日の午前
９時～午後５時 30 分
◎富田林子ども家庭センター＝月～金曜日
の午前９時～午後５時 45 分（ ☎ 25 -2263 ）
◎児童相談所虐待対応ダイヤル＝ 24 時
間対応（☎ 189）
※通告者や内容が知られる心配はあり
ません（ 匿名も可 ）▷発見者の通報が誤
報でも罰せられることはありません。
子ども子育て課

ありがとう
ございます

市内の企業や団体から様々な地域貢献があり、感謝状
を贈呈しました。このほか、様々なご協力・ご支援の申
し出が寄せられています。市庁舎や学校、福祉の現場な
どで活用させていただきます。ありがとうございます。
●陳 天 隆（日本台湾後援会）
様からマスク寄贈（５月１日 ）
● 稗田 正子様・岩田 良子様・橋本 ゆり子様から自作防
護服寄贈（５月７日）
●クリエイション ㈱ から布製マスク寄贈（５月 12 日）
● ㈱グランジュテからマスク・雨合羽寄贈（５月 14 日）
●コーヨウ加工 ㈱・㈱ 共和・㈱ ジーアイジャパンから
フェイスシールド寄贈（５月 14 日）
● ㈱せいきから子ども用マスク寄贈（５月 15 日）
●中 金型工業 ㈱ からフェイスシールド寄贈
（５月 21日）
ちん

て ん りゅう

ひえ だ

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

4

保育士と聞くと、どのよう
なイメージがあるでしょうか。
子どもたちに囲まれ、その成
長を間近で感じられる楽しい
イメージとともに、保育士不
足の現状を伝えるニュースな
どから大変な印象を受ける人
もいるのではないでしょうか。
実際に保育士の離職原因に
は「サービス残業が多い、休
暇が取りにくい、給与が見合
ったものではない、人間関係
で苦労する」など労働条件や
職場環境のさまざまな意見が
あります。

そんな中で各施設では保育
士確保のための取り組みを行
っていますが、働き手と受け

いてみようと思っている人に

経験はないけれどこれから働

ると不安と感じている人や、

っているけど、いざ働くとな

ります。

育士の確保が難しい状況にあ

市では左記６施設（令和２年

受け入れできます。河内長野

受入施設

きます。

希望する受入施設で体験がで

さい。同センターを仲介して

支援センターに登録してくだ

登録方法

ことができます。

保育士の業務内容を直接知る

へ認定を出すのが子育て支

設し、その研修を修了した人

全国共通の研修制度を創

府社会福祉協議会

さい。

は左記へお問い合わせくだ

の貸付け制度です。詳しく

育現場の雰囲気や施設の特色、 とで返還免除となる無利子

っている先生もたくさんいて

た。自身が通っていたので、知

この園で働くことに決めまし

さしく接していただいたので

生に声をかけてもらえて、や

母園に実習に行きました。先

学生時代に現在勤めている

理由は

──実習先が勤め先になった

なった古川さん。

の実習生からそのまま入職と

専門学科のある短大在籍時

──これから園で働く現在学

らいいなと思います。

そして私も一緒に成長できた

るような先生になりたいです。

人ひとりの子どもと向き合え

で、成長を理解しながら、一

と感じています。一緒に遊ん

の成長をみるのはおもしろい

変さを実感しています。

の保育の準備があったりと大

をする必要があったり、翌日

入れ側のギャップもあり、保

向けて少しでも後押しになる

日現在）で受け入れが

心強かったです。

んでいる人へ

今回の特集では、資格は持

よう、府の取り組みや、市内

１月

援員研修です。自治体が主催

──実際働いてみてどうでし

府内３０８施設で

免許がなくても働きたい！

●子育て支援員

職種で働くことができます。

子ども子育て課

持って保育をしていくので、子

プログラムを考えてねらいを

ったのですが、実際は、保育

ぶというイメージだけが強か

保育士は子どもと一緒に遊

いですよ。知らない環境で働

すぐに相談できるし働きやす

齢の近い仲間がいるところは、

います。でも、園に同期や年

給料で園を選ぶ人もたくさん

こともありますし、もちろん

園を探してほしいです。

や見学をとおして、相性のいい

ると思います。みなさんも実習

体を動かしたい私にはあってい

は今でも変わっておらず、園で

び成長してきました。この方針

私は幼児期、この園でのびの

に行くこともいいと思います。

ので知っている先生がいる所

しんどいこともあります。な

くことは、最初は慣れなくて

どもの発達などに関して勉強

若い人はすぐやめてしまう

持てるようになって、子ども

ですが現在２年目、担任も

各園の環境などを紹介し、実

できます。

するこの研修を受ければ、保

たか

06

府保育士・保育所

際に働いている人へインタビ

府保育士・保育所支援センタ

育補助などの役割を持った

保育士を応援する

●貸付金制度
保育士資格の取得を目指す
人への就学資金や保育所など
に就職する人への就職準備金
などの貸付けを行っています。
保育所などで一定期間働くこ

（☎ ・６７７６・２９４３）

ューを行いました。

ー（☎ ・６７６２・９００６）

府では保育士資格を持って
いる人で、保育の仕事をした
い人や保育に関する情報がほ
しい人に保育士体験やセミナ
ーなどをとおしてサポートし
ています。就業に
関する相談も随時
受け付けています。

気軽に登録を

●保育士体験事業
職場体験を通じて実際の保

17
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6
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
広報かわちながの 2020 年
（令和 2 年）7 月号
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特集２ 保育士・幼稚園教諭として河内長野で働きませんか

特 集２ 保育士・幼稚園教諭として河内長野で働きませんか

※

①汐の宮保育園

②高向保育園

③聖愛保育園

④大典保育園

汐の宮駅から徒歩5分圏内の通勤しや
すい立地にある家庭的な保育園です。
職員のリフレッシュ休暇など、福利厚
生の充実を図り有給休暇も取得しやす
い環境を整えています。職員の処遇面
においても充実しています。

令和4年4月に新園舎が完成予定です。
職員の業務負担軽減のためＩＣＴ化も
進めています。リフレッシュ休暇や有給
休暇も取得しやすい環境を整え、福利厚
生も充実しています。家庭的な雰囲気で
子育て中の保育士を応援しています。

園外での研修だけでなく、様々な課題
についての園内研修を実施して職員の
キャリアアップを目指しています。ま
た、職員の子どもの入所も積極的に受
け入れ、子育て中の保育士を園全体で
応援しています。

子どもはもちろん保育士の健康も考え
て自慢の和食給食を全職員に提供して
います。子育て中や介護が必要な職員
でも働き続けられるよう、職員同士で
助け合います。親・子・孫と世代を超
えて親しまれています。

汐の宮町8-39（☎52-1414）

旭ケ丘34-14（☎52-5753）

野作町11-46（☎52-2973）

小塩町325-3（☎63-7403）

千代田駅
汐ノ宮駅

⑤ちづる保育園

木戸西町3-7-6（☎54-5511）

河内長野駅

家庭的な雰囲気を大切に保育を行い、キ
ャリアアップ研修にも参加し保育向上に
努めています。仕事と家庭の両立ができ
るようシフト調整をし、有給休暇も取得
しやすいようにしています。また職員を
大切にし誕生日にはお祝いします。

三日市町駅

美加の台駅

⑥観心寺保育園

⑦柳風台保育園

⑧南嶺保育園

木造の園舎、木々に囲まれた園庭。小
鳥の声や、せせらぎが聞こえる自然豊
かな環境で、子どもたちも職員も、心
豊かに過ごしています。各クラス複数
の保育士が担当。手作りの安心・安全
な給食は、職員にも提供しています。

有給休暇を取得しやすい環境に取り組
んでいます。令和元年度は有給をほぼ
消化しました。保育を楽しむ工夫をし
ています。園内研修のテーマは、「保
育の質を高めよう、意見交換しよう」
です。

仕事と休暇を楽しくするが座右の名で
す。有給消化率は100％で、希望日に
取得し、子育てなどの理由があれば早
退など配慮しています。正社員人数を
増やすなど工夫し、書類作成なども仕
事中にできるようにしています。

寺元501-1（☎65-0050）

⑩美加の台保育園

子育てママの保育士が多く勤務している
ので、ワークライフバランスを重視し、
残業ゼロ、有給休暇が取得しやすい職場
づくりを目指しています。豊かな環境の
中で、伸び伸びと笑顔溢れる子どもたち

前月末までに休暇希望を提出してもら
うことで、有給休暇を取りやすくし、有
給休暇は100％消化です。キャリアア
ップ研修などへの計画的な参加を実施
し、参加しやすいよう、研修費は園で
負担しています。

清見台1-14-1（☎65-6518）

と一緒に保育を楽しみませんか。

9
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美加の台1-35-7（☎63-5110）

天見駅

南花台6-16-1（☎62-2200）

※三日市幼稚園は令和３年度
より休園のため掲載していません。

千早口駅

⑨天宗清見台園

木戸3-9-1（☎53-7960）

⑪おおさかちよだ保育園

❶錦渓幼稚園

職員の年齢層が広く、ゆったりとした家
庭的な雰囲気の職場です。お互いに助け
合い、全員で子どもたちの成長を見守っ
ています。それぞれのライフスタイルに
合わせた働き方ができるよう配慮し、長
く働き続けられるように努めています。

幼稚園なので年次有給休暇が取得しや
すく、夏季・冬季休業もあります。フ
リー教員も多く勤務しています。講師
を招いての、園内研修会実施、研修費
は、園負担。毎年賃金ベースアップも

楠町西1145（☎52-1705）

古野町12-1（☎53-3170）

行なっています。
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

8

特 集２ 保育士・幼稚園教諭として河内長野で働きませんか

て働くということは不安でした。
時短勤務で働けているので子

─実際に働いてみてどうでしたか

育てとの両立ができています。わ
が子に熱が出たときは、周りの
先生が「行ってあげて」とヘル
プに来てくれます。家庭でも夫
が家事をしてくれたり、みんな
が応援してくれていて助かって

結婚と引っ越しを機に退職し

─復帰した経緯は何ですか

始めたという松本さん。

子どもをあずけていた園で働き

現場から遠ざかっていましたが、

幼稚園教諭をやめ、しばらく

ーチューブで紙芝居や体操の動

プローチをしていることや、ユ

者と信頼関係を築けるようなア

もらうといった、先生方も保護

行事の途中経過を保護者に見て

方針にも共感していて、例えば

て楽しく過ごしています。園の

─退職した理由は何ですか

けなどをお伺いしました。

ん。復帰しようと思ったきっか

復帰して再び働き始めた大本さ

保育士をやめて転職した後、

います。今はとても充実してい

ましたが、子どもが幼稚園に入
小さい子どもが好きなので、保

いていましたが、当時は仕事を

画を園児に限定公開しているこ

家に持ち帰ったり、休日も仕事

園したことをきっかけに、やっ

知っていたので入っていきやす

育士として働くことは昔からの

か っ た で す。「 働 く な ら 幼 稚 園
があったりと、日々忙しくして

となど、想像以上に一人ひとり

で」そう考えるようになったと
いました。自分の時間や趣味の

ぱり先生っていいなと思ってい

きに、園のＰＴＡに入って行事

時間をなかなかとることができ

夢でした。専門課程のある短大

のお手伝いを１年間することに

なかったこともあって、以前か

にきめ細かい保育をしているこ

なりました。園の雰囲気もわか

ら興味のあった服飾関係で働こ

ました。行事も保護者として参

るし準備期間としてはちょうど

うと思いアパレル会社に転職し

を卒業したあと就職し５年間働

よかったです。でも実際に働く
ました。

とがいいなと思っています。

前は現場から長く離れていて、体

─なぜ戻ってこられたのですか

加していたこともあり、先生も

力面や精神面、子育てしながら

ことは楽しい仕事でしたが、 と他の仕事を比較することが

ンについてお客さんと話す

た中で大好きなファッショ

でき、明確なやりがいを見出

一度離れたからこそ、保育士

ていなかったように思います。

たということで、お話をお

最近保育士として働きだし

めていたという市村さん。

ものの、別の業種で長年勤

保育士の資格を取得した

ていただき、採用してもら

ているにも関わらず面接し

電話すると、募集が終了し

職を進められました。園に

と近所の方に幼稚園への就

ろ、免許を持っているなら

たいです。園の雰囲気も好

の引き出しを増やしていき

先輩方の対応をみて、自分

が難しいと感じています。

によって対応が違うところ

でも、一人ひとり子ども

転職後、３年間仕事をしてい

どこか物足りない部分があ
すことができました。私自身も

聞きしました。

うことができました。

働けるのか、保護者の立場とし

りました。保育士として働
子どもができてからは、保護者

─保育士になった理由は何

きですし、型にはめない保

という部分をみてもらえた

園長先生に子どもが好き

家族もよろこんでくれて

まりありません。

いていた時を思い出すと、
の方の気持ちがわかります。そ

─実際に働いてみてどうで

育士を目指して短大へ進学、

ことが採用の理由だと思い

いて、夫も職場に送ってく

子どもの成長を間近でみる
ですか

免許を取得しましたが、ピ

ます。苦手なピアノは、他

れたりと協力的です。毎日

れを踏まえて親目線で仕事を

育のスタイルも私にあって

アノを弾くのが苦手だと感

の先生方がフォローしてく

忙しいですが、今が一番楽

ことができ、周りの先生や

したか

じていたので全く別の業界

れたりするので助かってい

しいです。今年で２年目で

子どもが大好きだから保

２歳の子どもの保育園の送

へ就職しました。魚の卸売

ます。先生みなさんがやさ

することができています。

り迎えのために、時短で働け

業や医療事務も経験しまし

しく教えてくださいますし、 すが、今後もずっと働いて

保護者と分かち合えること

先生方との交流もありまし
るので助かっています。また、

た。河内長野に引っ越して

最初に思っていた不安はあ

いきたいと思います。

─ずっと働けそうですか

いると思います。

たので、再び園に戻ること
以前とは違い、子どもの看護

きたことをきっかけに、働

─働く上での制度として助か

にしました。
休や有給、代休もとりやすい

くところを探していたとこ

が自分にとってのやりがい

─戻るにあたって不安はあ
ため家庭の時間を大事にする

だったことに気づきました。 っていることはありますか

りましたか
ことができています。

働かせてもらえるならど
んな形でもいいからと、非
常勤の先生として再び同じ
園で働き始めました。その
時はサポートとして他の先
生方を支える立場になりま
した。正規職員として働い
ていた時には見えなかった
部分も見えて勉強になり、
その後正規で採用されてか
らの仕事に活かすことがで
きています。
─戻ってきてから自身の中
で変わったことは
最初の５年はとにかくあ
まり周りをみることができ

10
市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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特 集２ 保育士・幼稚園教諭として河内長野で働きませんか

①勝山愛和青葉台幼稚園

②長野こども学園

子どもたち一人ひとりの成長にじっく
りと向き合えるアットホームな温かい
雰囲気の小規模園です。勤務体制は無
理のないシフト制で、ライフステージ
に合わせて働ける環境づくりに努めて

河内長野駅から徒歩5分。とても便利
な立地条件です。職員間もコミュニ
ケ―ションがとれ人間関係はとても
良好です。結婚後、出産後も継続し
て勤務される方や再就職される方も
多くいます。

南青葉台1-1（☎65-1378）

います。

古野町2-14（☎52-5917）

③奈良佐保短期大学附属
河内長野幼稚園

④長野台幼稚園

実習生においては実習期間を通して、
園の様子や良さなどを知ってもらい就
職につなげています。自宅への持ち帰
りの仕事を極力少なくし、有給休暇は
その年度内で消化しています。

その他は直接お問い合わせ下さい。

大矢船中町10-1（☎64-8740）

緑ケ丘中町8-8（☎54-3211）

園児の育ちを第一に考えています。

千代田駅

汐ノ宮駅

⑤えぴーく幼稚園

美加の台2-28-1（☎63-2351）

園児の育ちを第一に考えています。
その他は直接お問い合わせ下さい。

河内長野駅
三日市町駅

⑥ひなぎく幼稚園

⑦清教学園幼稚園

⑧大阪千代田短期大学附属幼稚園

駅から近くて通いやすい園です。ロー
テーション、シフト制で勤務時間が超
過しないように、また毎年全員が研修
できるように配慮しています。

2014年度より毎年、産休・有給取得者、
結婚・出産を予定している人がいて、有給
休暇の取りやすい風土が定着しています。
生活の質を高められるようそれぞれのライ
フステージに合わせて仕事を調整でき、楽
しく長く働いていけるよう努めています。

幅広い年齢の職員が集まり、どんな些
細なことでも相談し合える和気あいあ
いとした楽しい園です。子どもたち一
人ひとりに寄り沿い、成長を一緒に見
守りませんか？子育て中でも希望の休

木戸1-5-8（☎52-3214）

美加の台駅

西代町9-11（☎53-3917）

楠町西1090（☎53-5283）

みがとれ、働きやすいですよ。

千早口駅

⑨くすのき幼稚園

末広町623-23（☎65-1167）

自然に囲まれた新園舎で、集団生活を通
じて基礎感覚を育み、創造力豊かな子ど
もの育成を目標にしています。保育カリ
キュラム整備や、ICT 化による業務効率
化を推進中です。保育指導・業務等ス
タッフがサポートしていきます。

13
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天見駅

⑩おしお幼稚園

⑪天野山保育園

⑫千代田台こども園

業務効率化の推進（登降園システム／1
人1台 PC 支給他）、子ども主体の保育を
展開、2人担任制を導入し保育の充実と
負担軽減を両立しています。年間休日
125日（プラス有給休暇）で、ワークラ
イフバランスの促進に取り組んでいます。

良好な人間関係を築く為のコミュニケー
ションを意識的にとっています。持ち帰
りの仕事をなくし、休みは多く有給消化
ほぼ100％です。早出遅出の当番は均等
になるシフトを作成し、保育の仕事を楽
しく長く続けられるようにしています。

登降園システム等の ICT 化を導入し、
業務の効率化を進めています。また園
内研修や出張研修等において、職員の
キャリアアップを計画的に実施。翌月
の休暇の調整を行い、有給休暇が取得
しやすいようにしています。

南花台1-27-1（☎64-1122）

天野町295-1（☎52-5819）

千代田台町1-1（☎53-2231）

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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金
で「７月

⑥たくさんの花火に一度に火

⑤大人と一緒に遊ぶ。

予防課（☎

みは必ず持ち帰る。

53

日まで」とお知ら

10

・３６９９）

日は

せしましたが、新型コロナウ

７月１日～８月

をつけない。

⑦正しい位置・方法で火をつ

日㈪まで延長され

31

市長選挙・市議会議員補欠選挙
投票日は７月12日㈰

任期満了にともなう市長選挙と欠員にともなう
市議会議員補欠選挙を次の日程で実施します。

イルス感染症の影響を踏ま

え８月

消防水利（消火栓・防火水

消火栓愛護運動

31

税

固定資産税・都市計画税の

日まで
ける。手持ちの筒花火は、手

の位置に注意。

槽など）の機能を有効に維持

ました。忘れずにお手続きく

ださい。

⑧吹き出し、打ち上げなど筒

31

第２期分の納付を

労働保険年度更新コールセ

●納期限は７月

まだ納付していない人は最

ます。あなたの命と財産を守

するため、点検整備を強化し

てものぞかない。また、火を

もの花火は、途中で火が消え

７１０）
る消防水利を大切にしましょ

ンター（☎０１２０・５６０・

万円以下はコンビニエ

つける時も筒先に顔や手を出

・５６８１）

う。また、違法駐車・迷惑駐

すのでやめましょう。

さない。

ほぐして遊んだりしない。

消防署（☎

スポーツ

⑨花火をポケットに入れたり、 車は消防活動の妨げになりま

⑩花火遊びが終わったら、ご

催し・講 座

寄りの金融機関や郵便局（納

付額

ンスストアやスマートフォン

決済アプリＰａｙＢなども

安全安心

日は

教育
募集
その他
お知らせ
相談

広報かわちながの 2020 年
（令和 2 年）
7 月号

可）で納付してください（手

７月１日～

31

53

「キタバ薬局」や「やすらぎの村」
（介護事業）
を運営する株式会社せいきと福祉センター錦渓
苑・あやたホールでネーミングライツ（施設命
名権）の契約を締結したことを記念して、６月
２日、各施設でセレモニーを開催しました。セ
レモニーで同社の南啓二会長は「今回のネーミ
ングライツを通じて、地域から求められ、親し
まれる企業として地域とともに成長していきた
い」と話しました。

数 料 不 要 ）。 ま た、 安 心・ 簡

単・確実な口座振替もご利用

夏の交通事故防止運動

就労

15

子どもの交通事故防止、自

転車の安全利用の推進、二輪

車の交通事故防止、飲酒運転

の根絶を呼びかけます。交通

安全を心がけましょう。

都市計画課

ルールを守って楽しい花火

●花火遊びは迷惑にならない

場所と時間と後始末を

①注意書きをよく読み、必ず

守る。

②人や家に向けたり、燃えや

すいもののある場所で遊んだ

りしない。

暮らし

～愛称はキタバ錦渓苑・キタバあやたホール～

ください。

税務課

事業所

労働保険年度更新の期間延長

労働保険年度更新の期間

保険年金

③風の強い時や、深夜はしない。

高齢者

が延長されました。労働保険

健康
障がい者

④消火のための水を用意する。

子育て

年度更新手続は、本紙６月号

税金・事業所
安全安心

ネーミングライツ記念セレモニーを開催

30

●投開票
とき ７月 12 日㈰午前７時〜午後８時
ところ 入場整理券に記載の投票所
開票時間 午後９時 20 分〜
開票場所 市民総合体育館
●期日前投票
期間 ７月６日㈪〜 11 日㈯
ところ・時間
◎市役所８階 802 大会議室＝午前８時 30 分〜午後
８時
◎三日市市民ホール＝午前９時〜午後８時
●投票できる人
平成 14 年７月 13 日までに生まれた日本国民で、

令和２年４月４日までに河内長野市に転入届出（住
民登録）をし、引き続き居住している人
●選挙公報
投票日の前々日までに各家庭に配布します。また、
市ホームページへの掲載や公民館などでの配布も行
います。
●新型コロナウイルス感染症対策について
投票所では、アルコール消毒液の設置、使い捨て
鉛筆の設置、投票所内の換気などの感染症対策を行
います。咳エチケットや周りの人との距離を保つよ
うご協力をお願いします。
選挙管理委員会事務局

子育て世代包括支援センター

愛称候補に投票を

明るい選挙啓発
ポスターコンクール

作品
募集

募集期間

7 月1日㈬
～30 日㈭

５月号広報で募集した子育て世代包括支援センターの愛称
候補が決定しました。愛称候補は市ホームページや各施設設
置の投票用紙に記載されているので、ぜひ投票してください。
投票方法 ①下記施設の応募箱に投函、②ファクスやはがき
（7 月 30 日必着）
、③市ホームページ
投票箱設置施設 保健センター、市役所、あいっく、キックス、
ラブリーホール、ウェルネスフォレスト三日市（施
設により設置期間が異なります）
保健センター（☎ 55-0301）

対象 市内の小中高校に通学す
る児童・生徒
サイズ 四つ切りまたは八つ切
り画用紙
※作品は返却しません▷版権は
主催者に属します▷詳細はお問

い合わせください。
申込 作品裏面（右下）に学校
名・学年、氏名（ふりがな）を
記入して９月 11 日までに学校
を通じて下記へ
選挙管理委員会事務局

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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外出自粛期間を楽しむ「おうち時間」に
多くのご応募ありがとうございました。
かわいい子どもたちだけでなく、大人のみ
なさんの趣味全開な写真も集まり楽しい
ページになりました。
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広報かわちながの 2020 年
（令和２年）
７月号

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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