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図書館の利用促進に向けて

みんなが使いやす い図書館に
現在の図書館はキックスのオープンとともに平成14年に誕生。
市民とともに歩んできた歴史ある図書館。コロナ禍でも
開館時間などは市ホームページを

もっと便利に！

今年３月には入館者数1000万人を達成しました。
自分に合った方法で図書館を活用しましょう。
ご確認ください。
問い合わせ 図書館（☎52-6933）
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消費生活ウォッチング

エール KAWACHINAGANO ❾

掲載情報の見方

パソコンやスマートフォ

ン︑タブレット端末など︑イ

ンターネットに接続できる

環境があれば︑いつでもど

こでも電子書籍を楽しめま

す︒旅行ガイドや料理本な

どの実用書︑小説やエッセ

イ︑子ども向けの絵本や読

み物などの児童書のほか︑

日現在︶︒

31

市内に伝わる民話が書かれ

月

3

た郷土資料など︑約８２４

年

3

０冊をそろえています︵令

和

文字の拡大や読み上げ機

能のある本も充実していま

す︒この機会にぜひご利用

ください︒

河内長野市立 電子図書館

入館者 1000 万人
記念講演会
３月28日に入館者1000万人を達成したこと
を記念し、市内在住の小説家犬飼六岐さんが読
せいらん

書の楽しみや本市ゆかりの著作『青藍の峠』に
ついてお話します。
対象

市民

とき

７月17日㈯午後２時〜３時30分

ところ
定員

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。

30人（先着順）

対象

申込 ７月７日から電話かファクス（住所、氏

図書館の利用者登録

をしている市内在住・在学・

在勤の人

使い方

①ＩＤパスワードを入力

※ＩＤは図書館利用者カー

ドの番号を入力︒パスワー

ドがわからない場合は﹁新

規パスワード登録・再発行﹂

から設定してください︒

②フリーワード検索などか

ら書籍を探す

③﹁借りる﹂ボタンをクリ

ックで貸出完了

④利用期限を過ぎると自動

的に返却

日間

貸出・予約 １人各９冊まで

貸出期間

※予約取り置き期間は７日

広報かわちながの 2021 年
（令和 3 年 ）
7 月号

間▽現在︑試行として貸出

予約冊数上限を９冊に拡大

しています▽貸出中の本に

予約することもできます︒

※詳細は左記ＱＲコードか

らご確認ください︒

3

15

キックス

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。

記入）で下記へ

名、ふりがな、年齢、ファクス番号、講座名を
図書館（☎52-4384、

市の人口・世帯数 ５月末日現 在（カッコ内は前月比）
人口

男

102,629(-111) 48,331(-52)

女

世帯数

54,298(-59)

47,653(-13)

℻52-6996）
犬飼六岐『青藍の峠 幕末疾走録』
（集英社文庫 2018年）

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 ）

広報かわちながの 2021 年
（令和３年）
7 月号
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特集 1

図書館の利用促進に向けて

対面朗読サービス

図書館を支えるボランティアグループ

対面朗読ボランティア

ボランティア団体の協力で様々なサービスに取り組んでいる図書館。
その一部をご紹介しますので、ぜひご利用ください。
※サービスのご利用についてはお問い合わせください。

活字による読書が困難な人を対象に本だけではなく、
新聞記事や手紙、製品の取扱説明書などをボランテ
ィアが朗読します。原則１人１日につき２時間以内
です。

録音図書

点字図書

音訳サークル「あい」

河内長野点訳サークル

本と子どもをつなぐ活動

おはなしボランティア

図書館でのおはなし会やおはなしウォッチング、クリ
スマス会など（おはなしパレット・河内長野 子ども
と本の連絡会が担当）を開催。対象年齢にあったプロ
グラムや選書で、本にふれる楽しさが体験できます。

さわる絵本・布の絵本

さわる絵本の会河内長野

本の内容をカセットテープやＣＤに録音した録音
図書。音訳サークル「あい」では一般図書や図書
館だよりの音訳をしています。聞き取りやすいよ
うに、ゆっくりはっきりと音読していきます。耳
慣れない言葉や造語は、相談しながらわかりやす
く言い換えするなどの配慮も忘れません。

絵の部分を布などで立体的に表現し、点字をつけた絵本
を作ります。童話からオリジナルストーリーまで制作し、
絵を動かすことができる仕掛けを取り入れ、読む人を楽
しませる工夫をしています。活字による読書が困難な人
やグループホーム、学校などへ貸出も行っています。

利用者イ
ンタビュ

ー
図書館が
大好き！

田中さん

ともあります︒自動車文庫に

同行したり︑小学校の歴史授

業のお手伝い︑乳幼児健診で

本の読み聞かせをするなど図

書館の様々な業務を体験でき

ました︒常に本の利用促進を

働きかけていることがわかっ

てさらに好きになりました︒

││おススメの本を教えてく

ださい

小中学校の時は児童文学︑

特にダレン・シャンの作品に

没頭しました︒胸が熱くなる

筆に挑戦したこともありまし

ストーリーに感化され本の執

││河内長野市立図書館の

んでいます︒

た︵笑︶
︒今は貴志祐介さんや

││コロナ禍での図書館との

魅力を教えてください

多いので︑いろんな本に出会

付き合い方を教えてください

紅玉いづきさんの本をよく読

えて楽しいです︒今までいろ

現在は月２回程度の利用で

河内長野の図書館は蔵書が

んな図書館に行きましたが︑
こ

すが︑仕事に役立ちそうな本

広報かわちながの 2021 年
（令和 3 年 ）
7 月号

井 が 高 く︑ 広 く て 明 る い の で

※視聴覚資料はキックスか市役所へ、他館借用

の図書館が一番好きです︒天

きます。

や︑趣味の恐竜や鉱物の図鑑

年始も可、市役所は開庁日のみ）

居心地抜群︑イスも座り心地

でき、図書消毒機は紫外線照射で本の消毒がで

を借りています︒ネットで予

利用可能日 年末年始を除く（キックスは年末

がよくて長居しても疲れませ

貸出機は人と接することなく自分で貸出処理が

約し︑駅前の返却ポストで返

郷、キックス、市役所

ん︒本棚も手に取りやすい高

1階と2階に各1台ずつ設置しています。自動

却できるのでとても便利です

●自動貸出機・図書消毒機

さにあって利用者のことを考

場所 河内長野駅前、三日市町駅前、千代田駅

よね︒今は利用していません

館図書室でも本の貸出・返却などができます。

えているなと感じます︒

●図書館に来なくても返せる返却ポスト

が︑電子書籍も利用してみた

26ページの巡回表を参照）
。また、市内８公民

本好きが高じて大学では日

郵送料が片道無料になる場合があります。

いです︒コロナが落ち着いた

所のステーションを巡回しています（詳しくは

本文学を専攻しました︒司書

※障がいのある人などは別途ご相談ください。

前、美加の台駅構内、道の駅奥河内くろまろの

5

自動車文庫は火曜日から金曜日、市内23か

ら大好きな図書館でゆっくり

（着払い）。

●自動車文庫・公民館図書室

の資格をとるために︑この図

予約された図書館資料を自宅へ郵送します

本は不可（窓口までお持ちください）。

過ごしたいと思います︒

●自宅に届く、郵送貸出

書館で実習させてもらったこ

コロナ禍でも利用しやすい図書館へ

今年で41年を迎える点訳サークルでは、広報紙や
図書館だよりを中心に点訳しています。パソコンを
使い一文字ずつ点字に翻訳し、間違いがないか二人
一組になって確認作業を行うなど細かな作業を積み
重ねています。一般図書の点訳をすることもあり、
リクエストに応えられるよう日々活動しています。

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
広報かわちながの 2021 年
（令和３年）
7 月号
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特集2 河内長野の保育所や幼稚園で働きませんか

特集
２
河内長野の保育所や
幼稚園で働きませんか
保育士や幼稚園の先生は大変な仕事ですが
その分魅力も数多くあります︒
子どもの笑顔や成長を身近で感じ︑
子どもにとって特別な人になる︑
そんな先生にあなたもなりませんか︒
子ども子育て課

市内の園で働く先生に聞いた仕事についてのあれこれ

市の令和
2

年

求人倍率は２・

10

月の保育士の有効

倍で︑全職種平均

18 5

保育士を目 指す人︵新規︶
や
復 職する人への金 銭的支 援

保育士資格の取得を目指す人への修学資金や︑

１・ 倍と比べると依然高い水準で推

市では︑就学前施設における保育士

保育所などに就職する人への就職準備金などの貸

移しています︵大阪府は３・ 倍︶
︒保

の働き方改革の一環としてＩＣＴ化

し付けを行っています︒保育所などで一定期間働

育士や幼稚園教諭の人数が足りてい

の促進を図ったり︑育児中の保育士

くことで返還免除となる無利子の貸付制度です︒

33

保育士修学資金貸付 新 規

が就職・復職しやすいよう︑子どもの

詳細は府社会福祉協議会へお問い合わせください︒

ないのが現状です︒

保育所入所時の加点を行っています︒

これから保育士または保育教諭として勤務する

復職

会議を定期的に実施し︑
連携を図ると

人や︑産後休暇・育児休業から復帰する人が︑府

保育士の保育料一部貸付 新規

ともに︑合同の研修会などを行い身

内の保育所などに就職・復帰する際に︑未就学児

13

また︑就学前施設と小学校をつなぐ

近で学べる環境づくりをしています︒

ます︒就職・復帰後︑保育士または保育教諭とし

園︑幼稚園が１園あります︒

を持つ保育士の子どもの保育料の一部を貸し付け

育所が

て児童の保護などに２年間継続して従事すれば︑返

10

市内には︑認定こども園が 園︑保

各園では特色ある保育を行い︑保育

還免除となります︒

府社会福祉協議会︵☎ ・６７７６・２９４３︶

06

士や幼稚園教諭が働きやすいよう︑

様々な取り組みを実施しています︒

被保険者であった人︵離職者︶で︑被保険者資格

各園の働く魅力は市ホーム

また︑府の保 育 士・保 育 所 支 援 セ

を喪失した日以降︑指定するコースの受講開始日

万円︶を６

復職

ンターでは︑保育士資格を持ってい

までが︑１年以内の人で支給要件を満たした場合

％︵上限年間

雇用保険の被保険者である人︵在職者︶または

る人で保育の仕事をしたい人や︑保

に︑教育訓練経費の

40

専門実践教育訓練給付金 新 規

育に関する情報が欲しい人に向けた

か月ごとに支給します︒支給要件︑手続きなどは

50

ページに掲載していますの

サポートをしています︒保育士体験

左記へご相談ください︒

7

でぜひご覧ください︒

︵ ページ参照︶や復職応援セミナー

広報かわちながの 2021 年
（令和 3 年）7 月号

＃︶

7

11

ハローワーク河内長野

●保育士体験

保育の仕事に興味のある人はお問い合
職場体験を通じて施設の雰囲気や特色を直接知ることができます。
わせください。学生の人は進路の参考にも。 登録方法 府保育士・保育所支援センターに登録し、受入施設を選ぶ
対象 保育所職員として働きたい人（免
受入施設 府内285施設
許の有無不問）
※市では5つの施設（令和3年5月12日現在）で受入可。
市内の各園
府保育士・保育所支援センター（☎06-6762- 9006）

のほか︑就業に関する相談

●ボランティアや見学

53

・３０８１▽部門コード

保育所で働くためのステップ 〜資格を持っている人も持っていない人も〜

︵☎

――幼稚園の先生になろうと思ったきっかけは？
私が通っていた園の担任の先生が優しくて大好きでした。その憧
れから私も先生になると心に決めていました。家族の応援もあり、幼
児教育を学ぶ大学へ進み資格を取得しました。
――現在の園に決めた理由はありますか？
家の近くにあり、子どもたちが元気にのびのびとしているのを見
ていて、大学時代に直接交渉してボランティアをさせてもらいまし
た。先生同士の情報共有が活発で、アットホームな園だと感じまし
た。また、園児への言葉がけが上手な先生がいらっしゃったことも
決め手になり、この園で働きたいと思いました。
――幼稚園の先生として働いてみてどうですか？
現在３歳児11人クラスを担当しています。自分で保育を計画して
いますが、先輩先生方に相談しやすい体制が整っており、大変なが
らも安心し楽しく仕事ができています。失敗することもありますが、
日々先生方にアドバイスをもらいながら改善していき、園児だけでな
く、私自身も成長を実感できるのがモチベーションとなっています。
――どんな先生になりたいですか？
できるなら、今担当している子どもたちを卒園まで担当し送り出
したいのと、私のような先生になりたいと子どもたちに思ってもら
えるようになりたいです。また、結婚し子どもができてからもこの
仕事を続けたいと思っています。

も随時受け付けています︒

――保育士になろうと思ったきっかけは？
保育士になる前は、この業界とは関係のないIT関
連企業で約10年働いていました。自身の子育てを通
じて日々の成長を目の当たりにし、子どもって面白い
と思ったことから保育士や幼稚園教諭になることを決
意しました。妻には反対されましたが諦められず、給
付金や貸付金、資格の取得方法を調べました。利用で
きる給付金や助成制度
（6ページ参照）
があり、家計を
守りながらも資格取得が可能なことがわかりました。
大学に通う２年間の家事もすべて自分がすると妻に再
提案し、了承を得て保育士への道が始まりました。
――現在の園に決めた理由はありますか？
大学に通いながら、いくつかの園に実習に行かせて
もらったのですが、この園には魔法使いのような先生
がいて、その先生のそばで技術を学びたいと思ったか
らです。子どもが夢中に遊べるしかけをし、子どもは
自発的に自由に遊んでいるだけなのに、その遊びを通
して成長している様子は、まさに魔法使いのようだっ
たことを鮮明に覚えています。
――どんな先生になりたいですか？
子どもたちが大きくなった時にも記憶に残るような
先生になりたいです。また、私がそう思ったように他
の先生から目標とされるような先生になれたらと思い
ます。そして、園の業務効率を上げるように改善でき
るところを少しずつ考えていきたいと思います。

優しかった先生に
憧れこの道へ

岩 﨑さん

曽和さん

自身の子育てから
保育に目覚め転職を決意！

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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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

7月・８月のワクチン接種実施日

新型コロナワクチン接種について

下表の接種実施日から予約をお取りください。

接種会場
集
団
接
種

医
療
機
関
で
接
種

７月接種実 施 日

❶ （旧保健センター
菊水町 2-13）
❷

❸

保健センター

（木戸東町2-1
大阪南医療センター敷地内）

毎日（24日・25日を除く）

８月接種実 施 日

毎日（14日・15日・30日・31
日を除く）

７月３日㈯・５日㈪・10
８月２日㈪・７日㈯・21
日㈯・17日㈯・19日㈪・
日㈯・28日㈯
24日㈯・31日㈯

青山第二病院、澤田病院、
滝谷病院、寺元記念病院、
てらもと医療リハビリ病院、
南河内おか病院

上記以外の接種を実施する
医療機関

毎日（日曜日・祝日を除く）

※休診などにより異なる場合もあります。

直接各医療機関にお問い合わせください

◎集団接種の時間は月曜日〜土曜日は午後１時〜３時30分、日曜祝日は午前９時30分〜11時です。
◎❶〜❸については７月１日には８月29日までの予約が可能になります。７月中旬には９月26日
までの予約が可能になります。
◎９月以降の接種実施日予定は本紙と市ホームページでお知らせします。

６月末には高齢者の2回接種に必要なワクチンを確保し、
7月中には接種を希望する高齢者が、2回接種を終えられる
予定となっていることから、6月28日からは順次65歳未満
の人への接種券の発送が始まっています。
65歳未満の接種については、60〜64歳の人、基礎疾患
のある人および介護従事者などが65歳以上の高齢者に次い
での優先接種対象者となりますので、優先接種予約期間を
設けています。
予約が混み合うことが予想されますので、できるだけイ
ンターネット予約をお願いいたします。ワクチンは十分確
保していますのでご安心ください。また、接種に関する疑
問や、最新情報の確認は、コールセンターへお問い合わせ
ください。
新型コロナワクチンコールセンター（☎26-8135）

65歳未満の人に接種券を発送します

基礎疾患のある人は、症状によっては接種を慎重に
検討したほうが良い場合がありますので、かかりつけ医
または最寄りの医療機関での接種をお勧めします。

混乱を避けるため、下表のとおり
接種券の発送と接種予約開始を年齢により分けて行います。

接種会場❶〜❸の

ワクチン接種予約はこちらから
新型コロナワクチンコールセンター
受付時間

平日午前9時〜午後5時30分

予約サイト

☎0721-26-8135 ℻0721-56-5160
※間違い電話が多発しています。電話番号をご確認いただき、

おかけ間違いのないようにご注意ください。
◎65歳以上の人も引き続き予約できます。

専用サイト

LINE

◎コールセンターや専用サイトで予約した場合、予約票などは接種日のおおよそ一週間前に届きます。
◎予約枠が無くなるまで受付します。
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広報かわちながの 2021年
（令和 3年 ）7 月号

年齢

接種券発送
予定日

60〜64歳

６月28日㈪

50〜59歳

7月5日㈪

40〜49歳

7月12日㈪

30〜39歳

7月19日㈪

16〜29歳

7月26日㈪

接種予約の開始時期
一般

基礎疾患のある人、介護従事者など

届き次第、予約可能（接種実施日は左表を参照）
原則８月から
予約開始

※本紙８月号か
市ホームページを
ご覧ください。

届き次第、予約可能
（接種実施日は左表を参照）

◎「基礎疾患のある人」とは接種券に同封の「新型コロナワクチン接種のお知らせ」に記載している病気
や状態の人のことを表しています。
◎「介護従事者など」とは高齢者施設、介護保険居宅・訪問サービス事業所、障がい者支援施設、生活保
護法による保護施設、その他の社会福祉法等による施設などに勤める人のことを表しています。
◎12〜15歳については詳細が決まり次第本紙などでお知らせします。

市役所の住所・電話番号などは２ページをご覧ください▶
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新型コロナウイルス関連情報

感染予防のために

こころの悩みに関する相談

ありがとうございます

企業や団体からの寄贈やご協力

これからも守ってほしいこと

新型コロナウィ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師が面談や電話
で相談に応じます。
とき ７月21日㈬午前９時40分〜11時50分
ところ 保健センター
申込 電話で下記へ
保健センター（☎55-0301）

４月22日、市民から手作りの布製マスク1600
枚を寄贈いただきました。

多くの人がワクチン接種を完了するまでには、まだ時間がかかります。
流行収束まで、感染対策は今までどおり継続してください。
保健センター（☎55-0301）

イベント・事業中止のお知らせ

マスクの着用

運営において充分な三密対策を適切に講じるこ
とが困難なことから、下記イベントを中止します。
●もったいない市（７月開催予定分）
環境衛生課
●寺ケ池公園プール（７〜８月開催予定分）
文化・スポーツ振興課
●高野街道まつり（10月開催予定分）
高野街道まつり実行委員会事務局（産業観光
課内）

５月24日、新型コロナワクチン集団接種時の感染
リスクを抑制するため、ひさし専門店ひさしっくす
より飛沫防止パーテーションを寄贈いただきました。

換気して
三密を避ける

集まりは
少人数・短時間で

手洗い・消毒

会話は静かに
体調不良
・発熱時は
出かけない
STOP!
コロナ差別

広げよう
シトラスリボンプロジェクト

コロナ禍で生まれた偏見︑

差別をなくし︑地域の中でだ

れもが笑顔で暮らせるように

と︑愛媛県の有志によって始

まったシトラスリボンプロジ

ェクト︒一人ひとりがシトラ

ス色のリボンやロゴを身に着

けて︑
﹁ただいま﹂
﹁おかえり﹂

と温かく受け容れる気持ちを

表し︑感染者が地域に帰って

きた時は︑普段どおりの暮ら

しが送れるような︑思いやり

とぬくもりのある地域づくり

を進める運動です︒

ピンバッジを付けて
差別防止をアピール

シトラスリボンのピンバッジ

を身に着けて︑コロナ差別防止

のアピールにご協力ください︒

このバッジは︑７月１日㈭

から市役所で開催する
﹁人権・

平和に関するパネル展﹂で︑ま

た︑これ以降は人権協会︵市

役所内︶で配布します︵先着

８００人︶︒

あなたもシトラスリボンを
作ってみませんか

シトラス色︵柑橘をイメー

ジした色︶のひもやリボンを

準備し︑
﹁３つの輪﹂を作れば

シトラスリボンができます︒詳

しい作り方などは左記ＱＲコ

ードから見ることができます︒

身に着けたり︑玄関︑職場の

窓口などに掲示して︑思いや

りの輪を広げま

しょう︒

人権推進課

リボンの３つの輪は「地域」
「家庭」
「職場（学校）
」を意
かん
味しており、愛媛特産の柑
きつ
橘 にちなみシトラス色をイ
メージカラーにしています。
ピンバッジの作成には河内長野作業所連絡協議会が参画しました。
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広報かわちながの 2021年
（令和 3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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総務部

総合政策部

安定した財政構造の確立と
行政手続のデジタル化を推進

効果的・効率的な行政運営の推進

財政調整基金に頼らない予算編成
● 公共施設等総合管理計画の改定
● 行政手続のデジタル化推進
● 徴収率の向上と強制徴収公債権の徴収支援強化
●

未来に向けた施策で
魅力あふれるまちへ

第５次総合計画などの推進
● 職員の意欲・能力の向上と働きやすく、
やりがいの
ある職場づくり
● 効果的な広報プロモーションの推進と広聴機能の充実
● 人権施策推進プランの推進および人権啓発の充実
●

総務部長
大林 巌

市では、各部局の運営方針や重点的に取り組む施策をまとめた
「部局運営方針」を公表しました。
各部局における今年度の重点施策について紹介します。
※運営方針などの詳しい内容は、市ホームページや情報コーナーで閲覧できます。
問い合わせ 政策企画課

総合政策部長
野川 弘嗣

総合事務局

会計管理

自治安全部

市民保健部

福祉部

選挙の適正かつ円滑な実施と監査などによる公正な行政の推進

公金の適正かつ円滑な会計処理と管理の推進

安全・安心の
まちづくりを目指して

健康で安心して暮らせる
まちづくり

社会保障制度の
健全で適正な運営と
子育て支援の推進

農地利用の最適化の推進
選挙制度の啓発の推進と投票環境の充実
● 市民の信頼回復および専門性の向上を図
る監査の推進
● 固定資産課税台帳登録価格にかかる審
査申出に対する適正な対応

公金の適正な執行などの
管理
● 指定金融機関業務の円滑
な推進

●

●

●

総合事務局長
野之上 浩美

会計管理者
田中 薫

上下水道部

消防本部

上下水道事業の経営基盤強化と施設の長寿命化を推進

災害対応能力の向上と火災予防の推進

上下水道部長
福岡 良幸

持続可能で安定した上下水道事業経営の構築
安全で強靭な水道施設の構築
● 快適な生活環境を提供するための下水
道の整備促進
● 安全で安心な下水道施設の構築

●

●

●

消 防長
向井 敦

教育推進部

生涯学習部

教育環境の充実と、健やかな学びの保障

生きがいを持っていきいきと創造的に暮らせる社会の実現

小中の段差解消や発達段階に応じた小中一貫した
教育の推進
● 家庭・地域との協働による学校づくりの推進
● 学校教育を支える教育環境の充実

教育推進部長
宮阪 晴久

理事
中田 惠理子

広報かわちながの 2021 年
（令和３年）７月号

理事
安田 喜孝

生涯学習関連事業の推進
● 子どもを守り育む環境づくりの推進
● 歴史文化遺産の保護・活用の推進
● 図書館サービスの推進
●

地域防災力の強化
● 災害時行動力の強化
● 大阪一犯罪の少ないまちづくり
● 地域コミュニティや市民公益
活動の活性化および協働事業
の促進
●

消防・救急救助体制の強化
消防職員の人材育成の推進
● 消防団、
医療・防災関係機
関との連携強化
● 立入検査および効果的な
啓発による火災予防の推進

●

●
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部局 運営方針

はぐく

生涯学習部長
小川 祥

コロナワクチン接種の円滑な実施
と新型コロナウイルス肺炎への対応
● 第４次地域福祉計画の推進
● 第８期高齢者保健福祉計画およ
び介護保険事業計画の推進
● 市民窓口の総合窓口化とアウト
ソーシングの安定運営
●

自治安全部長・危機管理監
浦 俊彦

生活困窮者などへの支援の推進
手話言語の普及啓発
● 待機児童対策の推進
● 子ども家庭総合支援拠点事業
の推進
●
●

市民保健部長
和田 全功

福祉部長
中橋 栄一

環境経済部

都市づくり部

農商工・観光産業の振興と循環型社会の構築

持続可能なまちづくりと
道路ネットワークの充実

路上喫煙対策の推進
安定かつ効果的・効率的で住民ニーズに対応した
ごみ収集（戸別収集 ）の調査・検討の実施
● 営農環境の整備と森林資源の循環利用の促進
● 本市商工業の活性化、
就労支援の強化
● 観光振興計画の推進
●
●

環境経済部長
島田 俊彦

理事
早川 和志

理事
織田 貴士

持続可能なまちづくりの推進
道路ネットワークの充実と道路基盤の整備
● まちの発展に向けた活性化事業の推進
● インフラ施設の計画的な維持管理
●
●

都市づくり部長
田中 博行

理事
山田 耕司

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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高向公民館

21 日

ー

15 日
加賀田公民館

ー

5日

ー
三日市公民館

ー

17 日

ー
くすのかホール

29 日

ー

30 日
キタバあやたホール

ー

26 日

ー

暮らし
きちんと分別︑生かそう資源
もえるごみを分析した結果︑

◎生ごみ処理機などを利用し︑
家庭で処理してください︒
資源集団回収にご協力を
●令和２年度は１４５団体２

ニール・合成樹脂・ゴム・皮
主的に古紙類︑缶などを回収

自治会︑子ども会などで自

９６９㌧を回収・資源化

％を占めていまし

％︑ビ

革類が約
し︑再生業者へ引き渡してい

紙・布類が全体の約

た︒まだまだ︑もえるごみの
る場合は︑

却されていることになります︒ ぎゅっと！ひとしぼり行動

れらはリサイクルされずに焼

まれていると考えられます︒こ

スチック製容器包装が多く含

業です︒

約半分を占めている重要な事

れは︑本市のリサイクル量の

助成金を交付しています︒こ

生課で登録が必要です︒まだ

助成金を受けるには環境衛

もえるごみの中に含まれる
登録していない団体は速やか

●水切りは有効な減量手段

み 箱 に 入 れ ず︑﹁ 捨 て る 暮 ら
生ごみ︒その生ごみのうち︑約
に申請してください︒

クシャクシャッっと丸めてご
し ﹂ か ら﹁ 生 か す 暮 ら し へ ﹂
８割が水分です︒各家庭にお

減量につながります︒

動﹂を徹底することでごみの
回収にご協力を

リチウムイオン電池などの
リチウムイオン電池︑ニッ

法投棄などが原因とされてい

与えています︒ポイ捨てや不

し︑海洋生物に深刻な影響を

プラスチックごみは海を汚染

に︑生ごみの減量にご協力く

発しますので︑次の点を参考

すくなり︑生ごみから悪臭を

上昇とともに細菌が繁殖しや

本格的な夏を迎え︑気温の

一つとなっています︒

収集車における火災の要因の

電池は︑ごみ処理施設やごみ

ルを進めています︒これらの

ボックスを設置し︑リサイク

市役所１階市民ホールに回収

ケル水素電池︑ニカド電池を

ます︒分別はもとより︑マイ
ださい︒

また︑携帯電話・スマート

困難なためそのままでは収集

16 日

夏の生ごみ対策にご協力を

バッグ︑マイボトルなどを使
◎食材は計画的に購入し︑作

フォンの回収ボックスも設置

詳細は同社ホームページをご
できませんが︑スプリング部

不法投棄は犯罪です

19 日

いて﹁ぎゅっとひとしぼり行

と見直していきましょう︒
プラスチックごみを
削減しよう
近年︑海洋プラスチックご

用し︑プラスチックごみを排
りすぎや食べ残しを減らしま

み問題が注視されています︒

出しないライフスタイルへ転

しています︒

覧いただくか︑パソコン３Ｒ
分とそれ以外の部分を分けれ

と︑ごみ収集車や清掃工場の

●厳しい罰則規定

15 日

●自分の土地は自分で守る

催し・講 座

全国ごみの日
ナビ

しょう︒

・５２８２・

パソコン本体およびノート
火災原因となりますので︑必

山林︑空き地︑道路などに

います︒

パソコン︵ディスプレイのみ
ず中身を使い切ってから︑穴

ごみを捨ててはいけません︒不

南花台公民館

公共用地以外にも︑空き地
や山林など私有地に不法投棄
された場合︑その土地の所有
者や管理者が自らの責任で処
理する必要があります︒柵・
フェンスなどの設置や草刈りを
行うなど︑不法投棄されない
環境づくりを心がけましょう︒
●市役所や警察に通報を
不法投棄を見かけたら市役

健康
税金

所や警察に通報するなどのご

高齢者
保 険・年金

協力をお願いします︒

就労

迷った時は LINE やアプリで検索を

換しましょう︒

推進協会︵☎
ば︑粗大ごみとして収集でき
ます︒

７６８５︶へお問い合わせ下
さい︒
ルバー人材センター︵有料▽

※マットレスの分解作業はシ
ごみ出しのルールを守ろう
☎

・０２５６︶で実施して

●カセットボンベやスプレー
缶

は除く︶は︑資源選別作業所
をあけずに資源ごみ︵カン・

法投棄は︑法律により個人な

ガスが残った状態で捨てる

︵上原西町２の ︶に持ち込み
ビン・古紙など︶の日に出し

13 日

の罰金が科せられます︒

可能です︒

16 日

㌕につき３円の

中には資源となる古紙やプラ

38

ら５年以下の懲役または１０

12 日

1

25

てください︒

●パソコンのリサイクル

65

※リネットジャパン㈱が宅配

環境政策課

００万円以下の罰金またはそ

午前９時〜午後５時

の両方︑法人なら３億円以下

千代田米穀店 松ケ丘東町 木

清掃工場での処理・解体が

午前８時 30 分〜午後７時 30 分

子育て

加賀田米穀店 加賀田 火

●スプリング入りマットレス

千代田公民館

河内長野市
LINE

募集

スポーツ

その他
お知らせ

相談

● LINE で分別がわかります
市 LINE 公式アカウントに家庭ごみの分別
を簡単に検索できる機能があります。トー
ク画面に捨てたい「ごみ」の名称を送信す
ると、ごみの分別方法が自動返信されます。
●アプリでごみ出し日をお知らせ
スマートフォン用アプリ「全国ごみの日
ナビ」にはごみ収集日が分かる「カレンダ
ー機能」、収集日の前日・当日にアラーム
を設定してごみの出し忘れを防止する「ア
ラーム機能」のほか、ごみ分別辞典などが
使えて便利です。ぜひご利用ください。

03

◉廃食用油回収協力店舗名

便によるパソコンの無料回収

障がい者
教育

※今年度より回収曜日を変更した会場があります。
ご注意を▷回収時間は午前10時〜11 時
（千代田・南
花台公民館は午前11時30 分まで）
▷灯油やエンジ
ンオイルなどの鉱物油は絶対混入しないでください。
環境政策課

︵１箱分のみ︶を行っています︒

9月

安 全安 心

8月

協働
事業所

回収時間
所在地 回収日
店舗名

別
の分
ごみ

市では、ごみの減量やリサイクルを進めていくため、本年３
月に一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定しました。
令和２年度のごみ総量（集団回収量を含む）は約３万３千㌧。
そのうち、もえるごみの量は、約２万３千㌧でごみ全体の約７
割を占めています。
また、ごみ総排出量のうちリサイクルされたもの（リサイク
ル率）は約22％で年々減少傾向となっています。
一人ひとりがきちんと分別して、ごみを資源に変えることが、
きっと未来のためになります。
みなさんのさらなるご協力をお願いします。
環境衛生課
7月

28

ところ

暮らし

◉廃食用油の回収

14
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）７月号

15

みんなでリサイクル

マイナンバーカード交付の

本人確認書類︵顔写真付きの

協

働

トなどは１点︑顔写真無しの
市民活動団体紹介冊子への

書類▽運転免許証やパスポー

マイナンバーカードの受け
書類▽保険証や年金手帳など
掲載希望団体を募集

夜間︑日曜窓口を開設
取りは原則本人のため︑臨時
は２点必要︶
日から新たな

避難指示で必ず避難を
５月
避難情報として︑避難
避難情報などは防災

の窓口を開設します︒交付通
かわちながのボランティア・
勧告が廃止され避難指
行政無線やＳＮＳなど

ください︒

市民活動センターが発行する
示に一本化されました︒
で︑市民のみなさんへ

市民窓口課
ボランティア・市民活動団体
避難の必要のある人は

知書︵はがき︶が届いていて︑
ご遺族サポートブックの
紹介冊子に掲載を希望する団

平日昼間の受け取りが難しい
人はご利用ください︒
配布について

かわちながのボランテ

市内を中心にボランテ

情報発信します︒

ご家族が亡くなった際︑ご
対象

警 戒レベル４の避 難 指

※予約は市民窓口課へお問い
ればならない手続きについて︑ ィア・市民活動を行っている

遺族が主に市役所で行わなけ
団体

体を募集します︒

合わせを▽日程は市ホームペ
分かりやすくまとめたサポー
申込

危機管理課

ージでご確認ください︒
トブックを作成しました︒市
ィア・市民活動センターにあ

正午

示までに必ず避難して

●日曜窓口
民窓口課︑ご遺族サポート窓
る所定の用紙に記入して８月

７月４日㈰午前９時〜
口︑情報コーナー︑公民館な
日までに同センターへ
・０１３３︶

社会福祉協議会
︵☎

日は

安全安心
７月１日〜
夏の交通事故防止運動
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

市 長 コラム

スポーツ

その他
お知らせ

相談

取り組んでいきましょう︒

﹁備えあれば憂いなし﹂で

ますが︑防災に関しては

間会社の調査結果もあり

で最も地盤が強いとの民

も言います︒本市は府内

たころにやってくる﹂と

が必要です︒
﹁天災は忘れ

風など自然災害への警戒

これからの季節は︑台

という苦悩も聞きました︒

人たちの多くが戻らない

が︑震災で故郷を離れた

りを見ることができました

あふれる強靭なまちづく

ました︒二度目には︑希望

波の恐ろしさを肌で感じ

壊した旧庁舎が残り︑津

度目の訪問では︑まだ全

町を二度訪問しました︒一

なく個人的な思いで大槌

河内長野市長

東日本大震災発生から
年を経て

年が経過しました︒

東日本大震災が発生し
て

原発事故も重なり大変な
惨事となったことは︑ま
だみなさんの記憶に新し
いことでしょう︒その後︑
震災を教訓とし︑全国で
防災への取り組みがさら
に活発となりました︒
震災発生時︑私はまだ
市長に就任していません
でしたが︑被災地に駆け
つけた市民や職員の話を
よく伺いました︒特に︑本
市は岩手県大槌町の支援
を集中的に行い︑現在で
も﹁大槌町を支援する河
内長野市民の会﹂の方々
を中心に親交が続いてい
ます︒

募集

私も︑公務としてでは

催し・講 座

早期注意情報など 気象情報に注意する

１

島田智明

氾濫注意情報
洪水注意報
大雨注意報など

いずれも交付通知書

日㈬

育

2

気象情報に注意し、避難の準備を
する

高齢者等避難

避難に時間を要する人（高齢者、
障がい者など）で、被害にあう恐
れがある場合は避難所等の安全な
場所へ避難する

３

とき
持ち物
どに備えています︒

日㈬・

ーあかみね

➊７月

とき

︵☎ ・７００２︑
℻ ・７００３︶

教

市立小中学校の一斉閉庁
次の期間中は閉庁し︑
﹁転校

日㈬〜

日㈮

等に係る証明書発行﹂などの
８月

業務も休止します︒
期間

健康
税金

※緊急の場合は教育指導課ま
でご連絡ください︒

高齢者
保 険・年金

教育指導課

就労

避難指示

必ず避難する
４

市民窓口課

︵はがき︶︑通知カード︑住基

日は
定員

人︵先着順︶

午後１時〜３時︑➋８月４日

障がい者福祉センターあか

子育て

※避難所への避難がかえって危険な場合、近隣の安全な場所への避難や
屋内で安全な部屋に移動するなど、最適な避難行動をとってください。

●夜間窓口︵予約制︶

20

すでに災害が発生している状況な
ので、命を守るための最善の行動
をとる
緊急安全確保

みなさんが取るべき行動

５

カード︵持っている人のみ︶︑

７月１日〜８月
消火栓愛護運動
申込

７月１日から電話また

㈬午後１時〜３時
はファクスで左記へ

消防水利︵消火栓・防火水
定員 ➊５人︑➋５組︵抽選︶

る消防水利を大切にしましょ
みね︵☎ ・１５９０︑℻ ・

ピアセンターかわちながの

槽など︶の機能を有効に維持
日︑②は７

申込

①は７月

するため︑点検整備を強化し
日までに左記へ

う︒また︑違法駐車・迷惑駐
１５９２︶
視覚障がい者サロン
ボウリングと交流会を通じ
て交流を深めます︒
市内在住の視覚障がい
日㈭午後１時〜

障がい者
教育

70

避難情報

65

月

車は消防活動の妨げになりま
・５６８１︶

すのでやめましょう︒
消防署︵☎

障がい者
対象
者

安 全安 心

障がい者福祉センタ

７月

３時

とき

あかみねの催し
ところ

障がい者福祉センター
①ちょっとで〜ボッチャ〜
精神障がい者の社会参加促
進と︑運動をすることにより
市内在住・在学で精神

機能の向上を図ります︒
対象

日㈬午後１時〜

５人︵抽選︶

７月

障がい者保健福祉手帳の所持
者
とき
３時
定員

➊市内在住者︑➋市内

②点字講習会
対象

在住の小中学生・高校生とそ

協働
事業所

の保護者または介護者︵ペア
で参加を︶

暮らし

56

警戒レベル

31

ます︒あなたの命と財産を守

15

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）７月号

17

56

15

来年度に小学校へ入学する子ども
の保護者を対象に就学相談を随時受
け付けています。「体力や健康面が
不安」
「集団にうまくなじめない」
「こ
とばなどの発達が気になる」など、
健康や生活面での悩みをお気軽に下
記へご相談ください。
教育指導課

10

31

31

11

20

就学相談のご案内

10

10

公の施設の
指定管理者を募集
53

21

70

13

28

次の施設の管理運営を行う指定管
理者を募集します。詳細は市ホーム
ページをご覧ください。
募集施設 ①スポーツ施設（市民総
合体育館ほか 11 か所）、②文化会館、
③福祉センター錦渓苑、④障がい者
福祉センターあかみね、⑤斎場金剛
霊殿、⑥林業総合センター、⑦地域
活性・交流拠点施設
①②文化・スポーツ振興課、③高
齢福祉課、④障がい福祉課、⑤環境
政策課、⑥農林課、⑦産業観光課
21

事業所

