特集 育林で森を元気にしよう
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割が人工林です。

市役所：河内長野市原町一丁目１番１号

為の影響のない森林といわれ

に伐採されたことがなく、人

きます。
「原生林」とは、過去

林」
「人工林」の 種に区分で

分 類 す る と「 原 生 林 」「 天 然

すが、伐採されて材木などに利

数以上が収穫期を迎えていま

戦後に植林した人工林の半

１０００万㌶が人工林です。
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を占める森林の面積は２５０
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年

ても、成長期の若い樹木が二

た、二酸化炭素の吸収に関し

を起こしやすくなります。ま

から土壌が流れやすく山崩れ

荒廃した森では、木々の根元

してしまいました。放置され

掛かる費用も回収できず衰退

たことから、これらの作業に

業は、木材が輸入依存になっ

林の保育や整備を行うべき林

れた森林と化しています。森

様々な団体が活動しています。

重要な役割が果たせるよう

市内ではこのような森林の

重要なことです。

吸収源の確保という点からも

や土砂災害防止、二酸化炭素

の手入れをすることは、洪水

収能力が低下しています。森

れされない荒れた人工林は吸

のに対し、成熟した木や手入

酸化炭素をどんどん吸い込む

農 林課

ています。
「天然林」とは、伐

用されているのは、一部に留ま

タイプがあります。
森林を成立の仕方によって
月現在）
、国土面積の約

％は利
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「森林」といってもいろいろな

採など人の手が加わっても、自

り、成長量のうち約
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年に

高度経済成長期に輸入木材に
押されて激減し、平成

は ・ ％まで低下しました。
その後、国産材が見直され
るなど、自給率は徐々に回復に
の高齢化や利益が出にくい産

40
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がある森林のこと。木材生産
が主な目的です。

よく聞く里山って？
日本では古くから、人々が
薪や炭焼き用の木、山菜、肥

業構造であることなど、多くの

暮らすエリアに近いところに、 向かっていますが、林業従事者
料用の落葉などを採取してき

問題点が指摘されています。

工林は、必要な間伐などの手

利用されずに放置された人

林業の衰退による
人工林の荒廃

た“里山”と呼ばれる森があ
りました。里山の奥には、神
秘的な領域として、基本的に
人が立ち入ることのない“奥
山”と呼ばれる山林がありま
したが、里山が「天然林」
、奥
山が「原生林」とされます。

入れが行われないために森林
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としての健全性が失われ、荒

日本の木材供給量と自給率の推移

林野庁によると（平成

然の力で維持されている森林

☎ 0721-53 -1111（ 代 表 ）
※令和元年（2019年）林野庁が公表した「木材需給表」より

用されずに放置されています。

※郵送の場合は〒586-8501
（住所不要）

を指します。
「人工林」は人が

問い合わせ

これを機会に森林について考えてみませんか。

団体や企業の活動を紹介します。

今回の特集では森林の保全や啓発を進めている

本来の森林機能を保てません。

温暖化防止・水源かん養・土砂災害の防止など

一度人の手が入った人工林は、手入れを 怠ると

そのうちの約

河内長野市は、市域面積の約７割が森林で

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。

昭和 年ごろまでほぼ１００

日本の森林の現状は？
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次世 代につなぐ
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育 林 で 森 を 元 気 に しよう
特集

市内で広がりを見せている森林整備を行う森林ボラン
ティアや企業などの活動。ここでは各団体の代表者の
お話を紹介します。森を守り育てる育林には、林業事業
者だけでなく私たちの意識や行動も決して無関係では
ありません。地元で育った木材に親しみ、木製品を積極的
に生活に取り入れることで育林に活かされ、私たちの森を
元気にする助けとなります。

森林ボランティア

トモロス
代表の堀さん

人々にとって大切な森林機能が十分
に発揮できない状態となります。ま
た、放置された森林は人工林、天然
林を問わず、植生とそこに集まる生
物が少ない貧しい森林となってしまい
ます。私たちは、森を育て森を活か
す「育林」として間伐を行ったり、市
解いただけるよう「ボランティア体験

民のみなさんに森づくり活動をご理
プログラム」を行っています。
また、金剛生駒紀泉国定公園にあ
る「岩湧の森四季彩館」の運営や、森
林における生物多様性に着目した「ふ
くろうの巣箱づくり」といった幅広い
活動を行っています。これからも母な
る森の恵みを次世代につなぐべく活

木林の復元と保全を目的に活動して

烏帽子形公園内の竹林の整備と雑

行っています。近年では間伐した竹

にする心の育成を目標とした活動を

ちを対象に植樹体験など自然を大切

代表の矢倉さん

が減ると、適 切 な 手 入 れ が行われず、

高齢化や不採算などで林業従事者

N PO 法人
Interview

森 を守り育てる人たち

販売促進協議会
おおさか河内材

岩湧の森などで4回にわたって
行われる養成講座。令和３年度
の 講 座 や 入 会 希 望 な ど、 お 気
軽にお問い合わせください。
 事務局(☎080-4497-5342)

森林ボランティア養 成 講 座
の人にＰＲしていきたいです。

うのが一番です。今後も多く

阪で木材として利用してもら

いきたいです。大阪の森林で育った木は大

いる中で貴重な自然資源を若い人に伝えて

策に貢献しているなど国際的に見直されて

持続的なものです。森林が地球温暖化対

不良の木などを間伐しながら育てていく

は皆伐で終わるようなものではなく、成長

構造材にも利用されています。大阪の林業

壁・天井など化粧木材としてはもちろん、

日本でも有数の優良材として、住宅の床・

ていること。年輪が密で木目も色も美しい、

りながら長い年月をかけて丁寧に育てられ

す。おおさか河内材の特徴は、大阪産であ

る」ことを広く周知する活動を行っていま

構成されており、
「大阪にも誇れる木があ

す。製材所や森林所有者、林業事業体で

わせて製材所などの業者紹介を行っていま

おおさか河内材の木材利用の条件に合

おおさか河内材をご利用の際は
お気軽にご相談ください。
 同協議会（事務局：大阪府森林
組合南河内支店内、☎63-0850）

森 を守り育てる人たち

動を続けていきたいと思います。

います。烏帽子形公園北西部の雑木

をチップやパウダー化する取り組み

やぶ

林が竹の侵入、増殖により竹藪化す

も行っています。竹パウダーは土壌

り戻すために結成し、森の保全や、間

のような持続的な循環の仕組みをこ

随時募集しています。詳しくはお
問い合わせを。一緒に烏帽子形公
園を良くしていきましょう。
 風間さん (☎090-2012-1726)

伐竹を利用した竹炭作り、子どもた

クラブ員を募集中

れからも考えていきたいです。

竹を機械に入れてチップに

おおさか河内材のご利用を

Interview

としての景観と植生豊かな環境を取

森 を守り育てる人たち

る現状に危機感を感じ、従来の里山

Interview

改良剤として有効利用が可能です。こ

代表の風間さん

森林を守り育てる
人たちの活動と想い
烏帽子
里山保全クラブ
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木材センター
（原木市場 ）
で行われた初せりの様子

高向小学校の生徒が間伐のためのロープかけを体験

株式会社

南河内林業
代表の仲谷さん

森 を守り育てる人たち

クリエイション
株式会社

代表の竹田さん

産 物 販 売、 イ ベ ン ト の 実 施 ま で、「 山
比べて増えていると感じます。生物と

昨今の土砂災害などをみると、昔に
成り立たなくなると、山道はすたれ、

っきりとしていました。林業経営が

のことならなんでも」を強みに、この
山主さんや地元の人も高齢になり境

林業をはじめ、木材の販売加工や建築事
業にいたる地域の山づくり、おおさか河
内材の利用など多角的な事業に取り組
きんこんかん

私たちの仕事は寒暖差の激しい自然
の委託により森林管理や境界設定を

林を改善するために、山主さんから
しています。現場では地理情報シス

環境下での作業ですが、景色は美しく、
名の作
テム（ＧＩＳ）を活用し現地で取得

やりがいを感じます。現在は
業員で奮闘しています。人材育成にも
した立木情報や境界ＧＰＳ情報など

6

木製品を購入して林業を応援しよう

同社が企画・運営する
「木育イベント」の様子

力を入れ、安全を第一にこれからも山

詳しくは WEB で

を駆使して広大な山林を一目でわか
ってもらえるよう工夫を凝らしてい
ます。きれいな空気と水を作り多様
な生物がすむことができ、木材生産
機能が備わった森林を創造するため
に、河内長野市の豊かな森林を次世
代に継承するためにも山主さんと二

木のある暮らし

人三脚で歩んでいきます。

もっと

仕事に取り組んでいきます。

また森林組合では、木根館を運営し、
河内長野市内の林業の活性化と木材の
※

普及を図ることや小、中学生を対象とし
た森林ＥＳＤ「河内長野モデル」の提供
を行っています。間伐体験などを通して
木に触れることで森林の恵みを感じてほ
しいです。都市から近くて深いこの森は
地域の貴重な財産です。森林整備や環
境教育を通してみなさんとと

そこで、代々受け継がれてきた森

環境の相互作用を活性化し、森林機能

細見さん

植林や間伐・林産事業といった従来の

大阪府森林組合
南河内支店

んでいます。

生させることが急務だと考えます。

地ならではの林業を営んでいます。先

し、常に山道は整備され、境界もは

昔はたくさんの人が森林を出入り

Interview

界があいまいになってしまいます。

つなぐことが私たちの使命です。

人が育てた山を良いかたちで次世代へ

詳しくは WEB で
を活かしながら適正な管理で森林を再

量、施業の提案、そのほか特殊伐採や林

造林・育林・素材生産から調査、測

森 を守り育てる人たち

森 を守り育てる人たち

もに守り育てていきたいです。

間伐体験をする大阪暁光高等学校の生徒たち

森林の位置情報のデ
ータ化や森林所有者
のための勉強会などの
情報を随時
発信してい
ます。
 同社（☎69-4634）
タブレットを使って所有者と打合せ
河内林業地と呼ばれ
る森林から収穫され
た木材は「おおさか
河内材」というブラ
ンドで大阪の地域産
材として広く使われ
ています。

木育イベント情報や現場の様子
など発信しています。
ぜひご覧ください。
 同社（☎63-6499）
木根館では木工体験やワ
ークショップなど開催し
ていますのでぜひお越
しください。
同支店（☎63-0850）

詳しくは WEBで
2月10日、千早赤阪村と森林事業連
携協定を締結しました。
この協定は、両自治体の豊かな森林
環境を活かし、おおさか河内材の利用
促進などを通じて、地域の林業振興や
府内都市部での森林に対する理解を深
めることを目的としています。

重機を使った木材の切り出し
※森林 ESD
持続可能な社会づくりに向
け、問題解決に必要な能力・
態度を身につけさせるため
森林を活用した人材育成

市では「木のある暮らしコンテ
スト」を開催し、受賞作品の一部
を商品化しています。商品によっ
ては購入金額の一部が 森林のた
めに使われます。木製品の消費が
増えることで林業が活性
化され、森林機能の維持
増進につながります。

千早赤阪村と森林事業連携協定を締結

Interview
Interview
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育 林 で 森 を 元 気 に しよう
特集

より、イズミヤ河内長野店４階に、

ツー・オー 商業開発との連携に

テイリング㈱および、㈱エイチ・

止し、４月からは「かわちなが

ぷらざ」は３月

民公益活動支援センター「るー

※永年ご利用いただきました市

新たな活動を創出します。

河内長野市地域まちづくり支援
のボランティア・市民活動セン

４月に、エイチ・ツー・オー リ

拠点（愛称「イズミヤ ゆいテラ

ター」として機能を移転します。

日をもって廃

ス」
）を開設します。

広場のように誰でもいつでも集

引き続き、ワークスペース（コ
ピー機・輪転機・紙折り機など）

で、健康づくりや子育て支援など、

利用できる貸部屋を整備すること

やベンチなどに活用した整備を行

材」を壁面やフリースペースの机

地元木材である「おおさか河内

や相談もご利用いただけます。

地域住民や団体主体の多様な取

い、利用者に地域の魅力を感じる

えるフリースペースや、多目的に

組みを支援し、多世代が交流する

ことができる空間を提供するとと

連携強化を図り、住民が安心して

花台スマートエイジング事業を

南花台地域で実施している南

関心の高まりを創出します。

促進や市民の環境負荷軽減への

もに、
「おおさか河内材」の利用

まちづくりを推進します。

本市の地域福祉を推進し、その
活動を支える河内長野市社会福
祉協議会が持つ多様な機能を本

暮らせる福祉のまちづくりを実現

横展開し、地域住民、行政機関、

拠点に集約することで、各機能の

します。

事業者、教育機関など多様な担

で、事業者や地域団体をはじめ

機能を、本拠点に移転すること

市民公益活動支援センターの

る仕組みの構築をめざします。

な地域活動が生まれ、継続され

の豊かさの向上に寄与する多様

活動の推進を行うことで、生活

い手の連携により、拠点の運営・

多様な主体とのつながりのもと、

い存在としてこれからもっとイ

まちづくりになくてはならな

ってほしいです。

整備予定ですので気軽に立ち寄

自習や仕事ができるスペースも

る場所にしていきたいです。また、

場所であったり、気軽に集まれ

できる、何かを始めるきっかけの

てマルシェをしたり、何かを発信

ものづくりしている人が集まっ

るのではないかと考えています。

からこそ、一緒にまちづくりができ

みなさんと歩んできたイズミヤだ

しました。昔から愛され、地域の

意味で“ゆい”というネーミングに

け合ってまちづくりをするという

を表す言葉。誰でも参加でき、助

“ゆい”とは農村地域で相互扶助

原田さん

ズミヤを活用していただくため
にがんばります。

8
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 2021 年
（令和 3 年）
3 月号

9

誰でも利用できる憩いの場です。
※画像はイメージです。
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㈱エイチ・ツー・オー 商業開発
イズミヤ河内長野店 地域連携担当

本拠点のオープンに向けて、
「おおさか河内材」の
魅力を感じていただけるイベントを開催します。
ところ イズミヤ河内長野店１階北側入口広場
①完成間近！見学ツアー
とき 午前10時～10時30分と午後１時30分～２時
定員 各８人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴で。
②木材建築の仕組みを学ぶ「子ども大工さん」
ミニチュアハウスを組み立てて学びます。
対象 小学生
とき 午前11時～正午、午後２時～３時
定員 各10人（先着順）
③木に癒されよう「木たまご」磨き
おおさか河内材で作った「木たまご」をサンドペ
ーパーでツルツルにします。

とき 午前10時～午後３時30分
定員 50人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴で▷当日直接会場へ
▷持ち帰る場合は１個500円。
① ② の 申 込 ３ 月 ９ 日 か ら メ ー ル（event@
sinrin.org ▷参加イベント名、参加者と同伴者
の氏名（ふりがな）
、年齢、電話番号を記入）で
木根館まで
木根館（☎64-8151）

大師町から移転します。
旧住所 大師町26-1
新住所 喜多町663-1
（☎65-0133）
※電話番号に変更はありません。

暮らし
マイナンバーカード交付の
日曜臨時窓口を開設
マイナンバーカードは原則

おでかけチケットなどの
有効期限は３月末まで

き渡している場合、１㌔㌘あ
たり３円の助成金を登録団体
を希望する団体やすでに実施

に交付します。資源集団回収

令和２年６月に送付しました
していて未登録の団体は同課

歳以上の人に

「おでかけチケット（バス・タ
へ登録申請を行ってください。

市内在住の

クシー利用助成券）
」および市
環境衛生課

ちなかクーポン」の利用期限
ごみシールの配布

ご本人の受け取りが必要です。 内協賛店舗で利用できる「ま
交付通知書（はがき）が届い
は３月

●３月に各家庭へお届け

日までです。有効期

ている人で平日の受け取りが
限を過ぎると利用できません
ので、ご注意ください。
都市計画課

３月中旬から下旬に届きます
ので、枚数などをご確認くだ
さい。
※届いたシールは４月１日以
降にご使用ください（有効期
限は２年間）。
日までに届かない時

●シールが届かない人は
３月

は左記へご連絡ください。
●住民基本台帳に登録せずに
本市にお住まいの人は
を確認できる書類（電気・ガ

協働

ール１年分を一括配布します。

令和３年度分の無料ごみシ

難しい場合はぜひご利用くだ
日㈰午前９時～

市役所

３月

さい。
とき
正午
ところ
持ち物 交付通知書（はがき）
、
通知カード、住基カード（持
っている人のみ）
、本人確認書
類（顔写真付きの書類▽運転
免許証やパスポートなどは１
点、顔写真無しの書類▽保険
資源集団回収助成金

証や年金手帳などは２点必
要）

●交付申請は３月

日まで

※電子証明書の更新も受け付

日以降に印鑑と居住
月～今年３月）の資源集団回

３月

する場合があります。

スの領収書など氏名と住所が

パブリック
コメント

就労
障がい者

申請してください。

民総合窓口でシールの交付を

境衛生課へ申請してください。 記載されたもの）を持って、市
●新規登録を受付中
自治会やこども会など事前

に同課に登録している団体が、 環境衛生課

保険・年金
健康

期的に回収し、再生業者に引

子育て

教育
税金

ご確認ください。予約は左記

安全安心

古紙類、古布類、金属類を定

次回日程は市ホームページで

時間指定の予約制なので、

しています

日までに環

令和２年度後期分（昨年

27

収助成金は３月

10

●平日夜間の臨時窓口も実施

けます▽混雑によりお待たせ
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へお問い合わせください。

高齢者
事業所

市民窓口課

暮 らし

市 長 コラム

島田智明

は ま さに 社 会 の 最 先 端 を

最 も 高い数 字です。本 市

え、い ず れも 府 内

市で

％を 超

か教育、防犯、防災分野

動した地域 通 貨、そのほ

ランティア ポイントと連

配 送、健 康 ポイント・ボ

め、遠 隔 診 療、ドローン

スーパーシティに指定さ

突 き 進 む 先 進 都 市 で す。

などにおいて、企 業にも

％

河内長野市長

住民力と企業力で
わがまちをスーパーシティに

本 市の 高 齢 化 率 は

将 来は全 国 どこの都 市で

参加いただき、公民 学連

れると、自 動運 転をはじ

も 少 子・高 齢 化 を 迎 える

携で規制緩和と最先端技

歳

ため、先 んじて 社 会 課 題

術の導入を検討すること

超、後 期 高 齢 化 率（

の 解 決 に チ ャレ ン ジ す る

になります。

んでいる南 花 台スマート

住民のみなさんと取り組

そこで、国・府 そして

ても過言ではありません。

どから、わがまちの特 徴

禍での寄贈や助け合いな

私は、昨 年 来、コロナ

だと実 感しました。その

活 動 を 続 け る「 住 民 力 」

再生モデル事業を発展さ

特 徴 を 最 大 限 に 活 か し、

は 高 い 問 題 意 識 を 持 ち、

せ、内 閣 府が進めるスー

スポーツ

募集

その他
お知らせ

回収に
ご協力を

ばと思います。

日本の未来に貢献できれ

エイ ジン グ・シティ団 地

以 上の割 合）も

75 35

ことは、本市の使命といっ

18
33

パーシティ構 想に応 募し
ます。

催し・講 座

相談

ご注意ください

75

31

ドレス掃除機など多くの小型家庭用電子機器
に使われています。リチウムイオン、ニカド、
ニッケル水素電池はリサイクルマークを確認
し、電子機器から取り外して市役所１階に設
置している回収ボックスへご持参ください。
環境衛生課
●本市でも清掃工場やごみ収集車で出火事例
が発生
リチウムイオン電池は破損・変形により発
熱・発火する危険性があり、収集中に火災と
なる事故が全国で多数報告されています。
●リチウムイオン電池などは
デジタルカメラ、モバイルバッテリー、コー

※現在の保険証も引き続き利用できます。
市では、内閣府が進めるスーパーシティ構想（全国で５
地区程度）への申請を行います。
連携企業 応募のあった22社から選定予定
申請モデル地区 南花台
※将来は市全体への展開を構想しています。
●本市が目指すスーパーシティ構想とは
10年後の社会を想像し、規制緩和と最先端技術を他の地
区に先駆けて投入します。これにより住民の生活利便性を
高め、自由な時間を創出するとともに、地域活動を活性化
し「豊かな生活」の実現を目指します。
●説明動画を配信
３月1日より市ホームページで説明動画を配信します。
※南花台の住民のみなさんを対象に、南花台
自治協議会と連携して署名活動を行います。
政策企画課
31

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▶
広報かわちながの 2021 年
（令和 3 年）
3 月号

11

リチウムイオン電池などの回収にご協力を

３月以降準備の整った医療機関ではマ
イナンバーカードが健康保険証として利
用できるようになります。
※利用には事前申込が必要です▷利用で
きる医療機関などについては厚生労働省
のホームページを、事前申込の方法につ
いてはマイナポータルのサイトをご覧く
ださい。
国民健康保険は保険医療課、
その他保険は各発行機関へ
15

14

新型コロナウイルス関連情報

新型コロナウイルス
関 連 情報

身近な人のいつもと違う様子に
気づいたら放っておかず
声をかけてみよう

３月は自殺対策強化月間
新型コロナウイルスの感染拡大により、社
●こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570-064-556
会全体の自殺リスクが高まり、警察庁の自
（３月１日午前９時30分～31日午後５時までは24時間受付）
殺統計に基づく令和２年年間の累計自殺者
●新型コロナこころのフリーダイヤル
数（ 速報値 ）は、全国で20,919人と対前年
☎0120-017-556
比で750人増加しています。
（３月31日まで毎日午前９時30分～午後５時）
自殺はさまざまな要因が複雑に関係して、
●大阪府こころのほっとライン（ 新型コロナ専用）
「その多くが追い込まれた末の死」であり、
新型コロナウイルス感染症に関する不安やストレスなど、こ
「その多くが防ぐことができる社会的な問題」
ころの健康に関する相談にLINEでお応えします。
であるとされています。
とき 毎週水、
土、日曜日の午後５時30分～10
さまざまな悩みを抱えている人は、一人
時30分（受付は午後10時まで）
で悩まず、専門の相談機関にご相談くださ
い。また、身近な人の悩みに気づいたら、温
●その他の相談機関
かく寄り添いながら、悩みに耳を傾け、専
相談窓口一覧は右記QRコードからご覧ください。
門家への相談をすすめ、じっくりと見守り
 府こころの健康総合センター
ましょう。
（☎06-6691-2818）

新型コロナウイルスワクチンの
接種に関するお知らせ
※写真はイメージです

新型コロナウイルスワクチンは現在、国が全国民分
の数量確保を目指しています。このワクチンにより新
型コロナウイルス感染症の発症予防や死亡者・重症者
の発生減少、まん延の防止が期待されています。

●接種順位は

ワクチンは徐々に供給されますので、現時点では
右記の接種順位で接種を行います。
※４月初旬ごろより接種開始を予定しています。

ワクチン接種の順位
❶ 医療従事者など
❷ 高齢者（令和3年度中に65歳に達する、
昭和32年4月1日以前に生まれた人）
❸ 高齢者以外で基礎疾患を有する人や
高齢者施設などで従事されている人
❹上記以外の人

本市の取り組み
市から無料クーポン券を発送

企業や団体からの寄贈や
ご協力ありがとうございます
1月6日、ひさし専門店 ひさしっくす様より
飛沫防止パーテーション23台が寄贈されまし
た。寄贈された物品は、本市の新型コロナウ
イルス感染症対策に有効に利用いたします。

13

広報かわちながの 2021年
（令和 3年 ）3 月号

タクシー初乗り運賃チケットの
有効期限は３月末まで
令和２年９月に発売しました「タクシー初
乗り運賃チケット」の利用期限は３月31日ま
でです。期限を過ぎると利用できません
ので、ご注意ください。
 都市計画課

65歳以上の市民には３月中
旬に発送予定、65歳未満の市
民には４月以降に発送の見込
みです。
※送付時期は国から指定され
るため、状況により変更とな
ります。

接 種 は 強 制 ではありません
ワクチンによる予防効果と
副反応のリスクを理解していた
だき、自らの意志で接種を受け
ることができます。
※接種場所や予約方法などは
クーポン券に同封の案内をご覧
ください。

庁内に接種チームを立ち上げ

市では、新型コロナウイル
スワクチン接種チームを職員
14人体制で立ち上げ、すみや
かに接種を行えるよう全力で
準備を進めています。

 新型コロナウイルスワクチンコールセンター (3月1日より開始 )
☎26‐8135（ 受付時間：平日午前9時～午後5時30分）

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

12

高齢者

定員
優先）

人（選考▽初参加者

①は３月

日まで、②

日までに電話で左記へ

申込
は
・６６００）

西部地域包括支援センター
（☎

事業所
中小企業の経営者の

いう想いで始めたそうです。
マンションのポストに配布
した翌日、捨てられていな
いかとポスト横のゴミ箱を
のぞくこともありましたが、
今では「いつも読んでいる
よ」と嬉しい声をかけられ

か。日ごろは地域での身
るようにしたい。今のコロ

さなＳＯＳもキャッチでき

ることも多くなりました。

近な相談役として様々な
ナ禍では個別に訪問するこ

ルの一つになれば」そう言
ってほほ笑む民生委員さん
を頼もしく思いました。

さんの人が活動していま

地域には民生委員や福

新型コロナウイルス感染防

す。こうした人たちの地

毎月「ライオンズマンショ

止対策などの情報を発信し

道な活動が地域の安全を

祉委員、自治会や地域ま

ています。民生委員の活動

支えてくれているのだと

ちづくり協議会などたく

を知ってほしいという想い

改めて実感しました 。

民生委員活動や防災活動、

と、コロナ禍で訪問が難し

野﨑浩司）

（千代田、楠地区担当

つながり作りができればと

相談

いため、この通信を通じて

ン千代田通信」を発行し、

ションでは、昨年４月から

自由ケ丘ライオンズマン

介します。

活動をしています。今回

みなさんの地域にもい

みなさんへ

解消し、どのような雇用形態

方を自由に選択できるように

とは難しいけど、この通信

左記へ

分

は、千代田西地区自由ケ

高齢者の運動教室
（☎
金ガイドライン」が適用され

労働法」と「同一労働同一賃

相談会いろいろ
ます。同一労働同一賃金とは、
同一企業内の正規雇用労働者

①知って得する総合相談
介護や認知症などのことだ
（無期雇用フルタイム労働者）

者）の間の不合理な待遇差を

タイム労働者、有期雇用労働

と非正規雇用労働者（パート

けでなく、なんでも気軽にご

日㈭＝

日㈮＝千代田公民

分～３時
することです。
「パートタイム・有期雇用労

②もの忘れ相談会
相談のほかタッチパネルで
イドライン」に沿った雇用管理

働法」と「同一労働同一賃金ガ

日㈫＝

脳の認知機能測定も行います。
３月
をお願いします。詳しくは左記

日㈫＝みの

千代田公民館、
へお問い合わせください。

・６９４１・８９４０）

でホール▽いずれも午後２時
（☎

大阪労働局

度）

がコミュニケーションツー

「民生委員は、セーフテ

日～９月

日の

ーション 自分の体を知り、健

４月

歳以上の市民

康に過ごすには
対象
とき
分
相談ください。

時

キタバ錦渓苑
対象
とき・ところ

３月

歳以上の市民

人（抽選▽初参加者

時～

木曜日（月３回程度）▽時間
は午前
ところ
定員
優先）

時～

日㈮＝高向

みのでホール、
を選択しても納得が得られる

日に左記
公民館、
処遇を受けられ、多様な働き

日～

申込
館▽時間はいずれも午後１時

３月

へ（電話不可▽月曜日は休館）
・０１２３）

福祉センターキタバ錦渓苑
（☎
介護予防歌声広場
みんなで懐かしい歌を歌っ

日㈭午前

歳以上の市民

３月
分

寺ケ池公園

～４時（相談は１人１時間程

て、リフレッシュしましょう。 とき・ところ
対象
とき
時

ところ

安全安心
運転者講習会
例年、春の全国交通安全運
動にあわせて講話型の運転者

その他
お知らせ

類となる「その他の事故」が同３件減の11件、交通事故は同２件減

向けの交通安全講習会を開催

募集

らの高齢者の救出等の分類となる「建物等による事故」が前年比７件

していますが、今年度は新型

スポーツ

人減の33人となりました。事故種別でみると、施錠された住宅内か

中等症
2085 人
48.8％

増の40件と最も多く、次いで工作物による挟まれや山岳救助等の分

その他
１人 0.1%
死亡
78 人 1.8%
重症
93 人 2.1%

出動件数は前年より２件減の63件となり、救助人数は前年より４

救急搬送状況（傷病程度別）

●救助…施錠された住宅内からの高齢者の救出が増加

コロナウイルス感染症対策の

催し・講 座

したもの。

ため、資料配布のみ行います。

となり、損害額は469万円（前年より約5845万円減）となりました。

左表のとおり
発生件数は17件（前年より２件増）と昨年に引き続き少ない件数

とき・ところ
時

協働

たことで損害額が大幅に減少しました。死者は１人でした。種類別・

分～７時

日のみ午前

●火災…発生件数が増加・損害額が大幅に減少

就労
障がい者

火災件数は増加したものの、全焼建物火災が１件（前年４件）に減っ

▽時間は午後６時
時）

運転者講習受講カ

分（４月

～

持ち物
ード

教育
税金

※その他とは、医師の診断がないものおよび「その他の場所」へ搬送

23

パブリック
コメント

人、重症93人、死亡78人、その他１人となりました。

19

30

保険・年金
健康

広報かわちながの 2021 年
（令和 3 年）3 月号

都市計画課または交通安全

子育て

円グラフ）では中等症が2085人と全体の約49％を占め、軽症2016

56

30

14
15

※当日直接会場へ。

安全安心

助概況がまとまりました。

0（1）
0（1）
0（2）
0（0）
0（0）
5（6）

06
昨年（令和２年１月１日～令和２年12月31日）の火災・救急・救

焼却炉
放火
放火の疑い
火あそび
煙突・煙道
その他・不明・調査中

搬送人数では前年より550人減り4273人となり、傷病程度別（右下

65

26

丘の民生委員の活動を紹

る民生委員、どんな活動

TEL 65 -0133
社会福祉協議会内

４月１日から、中小企業に

支え合いの
現場 から

西部地域包括支援センター

[ コラム ]

●ストレッチ体操とレクリエ

日までに電話で

17

56

ィネットの一つだから、小

３月

20

をしているかご存じです

18

も「パートタイム・有期雇用

申込

20
・６６００）

ィネーターが 語る
コーデ

0（1）

％を占め、次に一般負傷892件、交通事故314件の順となりました。

30

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶

消防署（☎53-5681）

10
市役所市民広場
４月 10 日㈯
（モックル・フルル広場）

配線器具

4件の出動となりました。事故種別は急病が最も多く3222件で約66

30

11
３月 30 日㈫ 高向公民館

軽症
2016 人
47.2％

の９件、火災２件、機械による事故１件となりました。

30

３月 29 日㈪ 天見公民館

高齢者
事業所

出動件数は前年より654件減の4917件となり、１日平均で約13．

30

30

65
３月 26 日㈮ 三日市市民ホール前

件数（前年）
1（4）
0（1）
3（2）
4（5）
0（0）
1（0）
4（0）
4（3）
件数（前年）
3（2）
3（1）
2（1）
2（0）
2（0）

●救急…救急件数は減少

15

11

23

25
10
３月 25 日㈭ 寺元集会所

自動車協会（☎５３・３０９２）

暮 らし

３月 24 日㈬ 千代田公民館

種類別
全焼
建
半焼
物
部分焼
火
ぼや
災
爆発
林野火災
車両火災
その他の火災
原因別
こんろ
たき火
たばこ
排気管
電気機器

原因別の火災発生状況は右表のとおりです。

18

60

10
10
65

30

３月 23 日㈫ 滝畑コミュニティセンター

火災発生状況（種類別・原因別）

令和２年中 火災・救急・救助概況

11

30
11

会場
日時

子育て
図書館のおはなし会
３月

日㈬午

分程度）

日㈬・

●２～３歳児とその保護者
とき
分～（

各５組（先着順）

後２時
定員
３月

日㈬・

日㈬午

●４歳～就学前児童向け
とき
分程度）

人（先着順）

分～（

各

後３時
定員
●小学生向け
日㈯午

分程度）

ッフ（保育士・保健師・心理
る場です。
３月

とき

日㈮午前

時

子とその母親

月５日～令和３年２月５日生
まれの第

とき ４月５日・ 日・ 日・

なることと催し名・希望日時
ー００

を 記 入 ） で ３ 月 ９ 日（ 必 着 ）
までにあいっく（〒

の１）も可。
あいっく

１５本町
時▽４回シリーズ
３月９日までに

（☎ ・４６６４、 ・４６６５）

協働

所、電話番号、子育てで気に

年月日、性別、第何子か、住

子の氏名（ふりがな）
、子の生

※はがきまたはファクス（親

市公式ＬＩＮＥで

①～③申込

テキスト代 １１００円

日の月曜日▽午後１時～３

586

相談員）による個別またはグ
ループでの話し合いを通じて、 分～正午（雨天中止）
※当日直接会場へ。

美加の台第１公園

対象
①おしゃべり赤ちゃん広場

悩みの解決をお手伝いします。 ところ
と ば が 遅 い 」「 落 ち 着 き が な
対象

毎日の育児の中で「こ

い」などの心配ごとがある市
子どもとその保護者

時

日㈪午後１

日㈫午前

分、❷

❶３月
時

組（抽選▽初参加

分～３時

歳未満の

内在住の親子（子どもはおお
とき

市内在住の

むね２歳～４歳）
～

４月～９月（子どもの

とき
時
各

遊びを通して「楽しい・でき

親子でふれあい遊びや遊具

②親子でホップ！

優先）

定員

年齢に応じて曜日を設定、時
あいっく

日に左

時～正午）

ところ

３月８日～

間は午前

申込
記へ（時間は午前 時～午後
５時）

日の出直前、起きてリビングのカーテンを開けた光景で
す。河内長野で雲海が見られるとは ?? 思わずパチリ。

人生初の積雪を体験した娘。真っ白な銀世界
に大興奮でした！歓喜の叫びと共に庭に飛び
出し、踏めば「キュッキュッ」と鳴る感覚や、
積もった雪を触ってみたり、足跡をつけて遊
んだりと、全力で雪を楽しんでいました！
催し・講 座

スポーツ

募集

その他
お知らせ

相談

※この他にも福祉委員会・自治会主催の遊びの広場を各地域で開催しています。
詳しくはあいっく ( ☎ 50-4664) へお問い合わせください。

３月６日㈯・
時～（
人（先着順）▽３

た！」を実感し、
「もっとした
い！」という意欲を育んでい

あいっく（☎ ・４６７１）

くきっかけを作りませんか。
市内在住の１歳６か月

各８組（抽選）

就労
障がい者

24

日㈮＝「みんなでストレッチ体操！」
（午前 11 時～）

50

毎週火・木・金曜日と３月１日㈪・８日㈪・15 日

①ふぁんふぁーれ ㈪午前 10 時～午後３時 30 分▷午前・午後の二部
制で各３組まで（先着順）▷ 11 日㈭＝「ゆうみ先
三日市
生と音楽を楽しもう！」
（午前 11 時 30 分～）
、19
☎ 63-7242

とき
前
各

日は保護者も入場可

定員
月
・６９３３）

※当日直接会場へ。
図書館（☎

対象

日㈪・

日㈪

からおおむね２歳の未就園の
①３月

子どもとその保護者
とき

日㈫午前

分▽２回シリーズ

日㈫・
時

②４月
時～
定員

③親子の絆づくりプログラム

子ども・子育て総合センター
あいっくの催し

「赤ちゃんがきた！」
子を育児中のママたち

※場所の記載のないものは、

第

が集まって、育児の話や情報

あいっく（ノバティながの北
館内）で開催します。

教育
税金

市内在住の令和２年

交換、仲間作りをしましょう。

パブリック
コメント

対象

●おでかけわくわく広場

保険・年金
健康

就学前の親子が自由に遊べ

子育て

開催日
場所

こくじらひろば
０～２歳児向けの絵本（約
３００冊）を、自由に手に取
時～

日を除く）

毎週金曜日午前

って楽しめます（貸出可）。
とき
午後４時（３月
図書館

・６９３３）

安全安心

◉つどいの広場

50

マグネットシアターや絵本の読み聞かせを行いま
す▷毎週月・水・木曜日午前 10 時～午後３時▷午
前・午後の二部制で各４組まで（先着順）▷事前
予約が必要▷検温後に予約の電話を

②ほのぼのルーム
大矢船
☎ 62-3501

ところ
図書館（☎

親子ふれあい教室
「いち・に・のジャンプ！」

高齢者
事業所

親子遊びや集団遊び、スタ

暮 らし

12

市民のみなさんのちょっとしたニュース
や、おうち時間の過ごし方などをお気軽に
ご応募ください。選考のうえ、広報紙やホ
ームページ、市公式 SNS などに掲載します。
広報広聴課

い世
喫中。暮らしにく
シャワートイレ満
場所
る
げ
ら
だけは心安
の中ですが、ここ
になりそうです。

16
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 2021 年
（令和 3 年）3 月号

17

19

※時間は午前 10 時 30 分～正午▷駐車場には限りがあります。

30
10

29

問い合わせ
☎ 62-6155
☎ 55-1125
☎ 63-1131

10
10

1

22

27

1

毎年、冬から春にかけて我が家に来てくれるメジロ。見た
目とは違い他の鳥が来ると追い払う気の強いところも。同
じメジロかどうかは分かりませんが、我が家の癒しです。

11

開催日
３月 10 日㈬
３月 19 日㈮
３月 24 日㈬

場所
三日市公民館
千代田公民館
南花台公民館

26

16

15

流谷の蝋梅の里。出かけた日はラッキーに
も満開。辺りには高貴で甘い香りが。空の
青に蝋梅の黄色が鮮やかに映えます。

就学前の子どもと保護者が集まり、自由に遊んだり交流したりする
場所です。会場や時間、内容など詳しくはお問い合わせください。
◉子育てわいわいルーム（※事前予約が必要です。）

30

12

13

30

26

★ 地域の子育て 広 場 ★

30 11

10

10

12

12

24

24

27
10

10

市民が撮る身近なニュース写真
15

30

19

50

30

30
12

30

52
52

11

1

11

27

10

市民
投稿

