と午後0時10分

※JR高槻駅南、

阪急高槻駅とも⑥番のりばから発車
問合先…交通部芝生営業所（☎677・
3513）
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0

30
4

3

18
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5

つ

スク

つ

ムたか

き

より安心して相談できるよ

︵要予約☎668・5855︶

時16分〜11時16分（15分間隔）

ラ

つ

します︒在庫状況などの詳細

う︑面接教育相談の申し込み

日時⁝平日午前 時〜午後

▷帰り（公園墓地３区発）午前９

30

30

も心ひと

面接教育相談の
申し込み専用ダイヤルを設置

スクラム高槻﹁地元のお店

は専用WEBサイトまたは︑

専用ダイヤルを下記のとおり

前８時45分〜11時（15分間隔）

時

運行時間…行き（JR高槻駅南発）午

対象⁝市内在住の 〜 歳と

運賃…片道220円（小児110円）

地元のお店応援券
利用は 月 日まで

応援券﹂の購入および利用は

同事務局までお問い合わせく

設置しました︒

槻駅などを経由し公園墓地までです。

9

い

９月 日㈭までです︒期限を

ださい︒また販売所が混雑し

保護者

30

◆面接教育相談

過ぎると商品券の購入・利用

ている場合は日時を変えて購

期に︑悩みや不安を抱える子

3

例年︑夏休み明け前後の時

はできませんので︑ご注意く

入するなど︑新型コロナウイ

時 分

ださい︒また︑期限内に利用

一人で悩まず︑安心してご相

ます。経路はJR高槻駅南から阪急高

対象⁝市内在住の 〜 歳と

２日間、公園墓地へ墓参バスを運行し

談ください︒

市営バスは９月22日㈬・23日㈷の

保護者

墓参バス運行

問合先⁝教育センター︵☎

22・23

675・0398︶

9

会場⁝教育センター

10：00〜18：00

どもは不安定になる傾向があ

ライフ高槻城西店

10：00〜17：00

ルス感染症の拡大防止にご協

モリタ屋

（大塚店、
北園本店、
栄店、
富田店、
南平台店、
聖ヶ丘店）

できなかった商品券︑購入引

30

9：00〜21：00

◆電話教育相談

フレンドマート
高槻氷室店

9：00〜20：50

ります︒不登校やいじめ︑子

フレンドマート

（高槻美しが丘店、
高槻川添店）

力をお願いします

9：00〜18：00

換券は返品・返金できませ

トップワールド富田店

︵☎673・0783︶

10：00〜20：00

前９時 分〜午後６時︶

アル・プラザ高槻

育て︑親子・友人関係︑学

平日9:00〜17:00

問合先⁝同事務局︵☎０５７

上記を除く35カ所

ん︒

平日9:00〜15:00

日時⁝平日午後 時 分〜

樫田簡易

習︑進路に関することなど︑

平日9:00〜19:00

０・０３ ・252＝平日午

郵 便 局

高槻、高槻北

商品券販売所は順次閉鎖 商

販売時間

品券の販売所は︑商品券の在

（８月19日現在）

販売所

公園墓地へ

庫がなくなり次第︑順次閉鎖

商品券の販売所

今号に掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる場合があります（8月19日現在）
申込方法について、感染症予防のためなるべく来庁を避け、電話や簡易電子申込、郵送などをご利用ください
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ご

じょう い ん

芥川山城の御城印帳

パブリックコメント

意見を募集

市の豊かな歴史をアピールするた
め、三好山の芥川山城の御城印帳と御
城印帳限定の武将印を制作しました。
ぜひお買い求めください。
販売内容

●御城印帳「芥川山城」（ポケット式帳
面）１冊
●御城印帳限定の武将印「松永久秀」１枚

御城印帳

数量・価格…150セット（多数抽選）＝2,800円

※市内在

住の人が対象、
１人１セット、
セット販売だけ

応募方法…９月１日㈬〜30日㈭（必着）に往復はがきに、
住所、氏名、電話番号を書いて、〒569・0075城内町1
番7号しろあと歴史館（☎673・3987）へ

企業立地促進制度

工場の操業環境の改善と周辺住環境の保全のた
め、
防音・防振・防臭対策に補助金を交付しています。
対象の業種…市内に製造拠点のある製造業 ※中小
企業者に限る
申込期限…来年３月31日㈭まで
補助金額…補助対象経費の50％以内（上限500万
円）
対象経費…防音効果のある建物・建物付属設備など
の設置▷防音・防振・防臭の設置▷臭気を低減
するための改修工事など

市内に一定の事業所を新設などする企業に奨励
金
（下記の６種類）
を交付します。
奨励金の種類…事業所税奨励金、固定資産税・都
市計画税奨励金、雇用奨励金、初期投資奨励金、
研究設備等投資奨励金、研究者集積奨励金

令和２年度の介護保険運営状況

・

問合先

69

☎

市献血推進協議会

64 18

50

献血日程
674 7163

60

４００㍉㍑献血にご協力

69 69

ください︒
体重 ㌔㌘以上︑

65 17

40

令和２年度介護保険の運営状況がまとまりましたので︑概要を

要介護３

男性 〜 歳︑女性 〜

12

歳︵ 〜 歳は 〜 歳の

5

10

要介護２

間に献血経験が必要︶
︒時

全ページ

4 30

間は午前 時〜正午︑午後

今号に掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる場合があります（8月19日現在）
申込方法について、感染症予防のためなるべく来庁を避け、電話や簡易電子申込、郵送などをご利用ください
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１時〜４時 分︵ 日・

30

要介護１

日・ 日は 時まで︶
︒

6

17

25 5

日㈰・

＝2,000円▷有澤都＝2,000円▷匿名＝3,050円

29

23

日時・会場⁝９月

グラウンド・ゴルフ協会＝3,850円▷平田和夫

8

12

日㈰・ 日㈷・ 日㈯＝

※詳細は市ホームページに掲載
社会福祉協議会分…堤菊美＝5,000円▷高槻市

30

エミル高槻▽ 日㈬＝市役

人権施策推進審議会 人権施策

250,000円

10

要支援２
要介護５

65

お知らせします︒なお︑詳細は行政資料コーナー︵市役所本館１

R3年3月末

1

階⑱番︶で閲覧できます︒

H31年3月末

介護保険制度は︑ 歳以上

H29年3月末

令和３年３月末現在︑要介

4,623

の被保険者の保険料と税金を

4,327

護等認定者数は︑１万８８５

4,465

要支援１
要介護４

所▽ 日㈭＝コノミヤ高槻

推進計画の策定︒９月 日㈬午

代表取締役社

平田炎＝233,492円▷マムクリエイト株

P22-23_たかつき9月号_市政インフォメーション.indd

14

0

店︵栄町一︶

日㈫午後１時 分から市役所本

定による許可申請など︒９月

画課︵☎６７４・７５７５︶

後２時から市役所本館３階第２

環境・温暖化対策審議会 環境

委員会室で︒人権・男女共同参

１︶

基本計画の見直し︒９月 日㈭

館２階全員協議会室で︒農業委

教育委員会定例会 教育に関す

午後２時から市役所本館３階第

15

員会事務局︵☎６７４・７４２

る基本方針など︒９月 日㈬午

12

30

2,750

財源としています︒令和２年

2,561

０人で︑そのうち 歳以上の

2,712

5,000

3,767

度分の保険料は︑所得が低い

3,411

0

人は︑ 万8523人︑認定

2,985

2,343

18

人の負担を軽減するため︑公

2,192

率は ・ ％です︒また︑介

2,289

2,006

費を投入し保険料率の引き下

1,592

1,755

護サービス利用にかかる保険

1,590

げを行いました︒

1,360

15,000

給付費用の総額は︑約251

1,888

問合先⁝長寿介護課︵☎６７

1,330

1,189

億９０７８万円で認定者数︑

時から︒な

前 時から総合センター 階教

６７４・７４８６︶

２委員会室で︒環境政策課︵☎

文化財保護審議会 文化財の保

育委員会室で︒教育総務課︵☎

６７４・７６２０︶

28

対象の業種…製造業▷情報通信業▷芸術・開発研
究機関▷輸送・保管・包装などを総合的に行
う事業 など

４・７１６６︶

1,473

近澤靖英

式 会 社＝100,000円▷ 株 式 会 社 晶 設 備＝

23

国民健康保険運営協議会 令和

長

護・活用・普及啓発︒９月 日

＝119,661円▷株式会社光洋

㈮午前 時から総合センター

代表取締役

２年度決算︑３年度保険料率な

▷株式会社ダイエー

ど︒９月 日㈫午後２時から市

株式会社エーアンドエー大阪＝1,000,000円

階会議室で︒文化財課︵☎６７

【 団体 】株式会社エーアンドエーマテリアル

４・７６５２︶

山 優＝100,000円▷永 田 小 織＝120,000円

役所本館２階全員協議会室で︒

哲郎＝50,000円▷福原大空＝50,000円▷市

国民健康保険課︵☎６７４・７

内訳…【個人】坂本明美＝100,000円▷川縁

０７２︶

市ふるさと寄附金…56,169,163円
（720件）

10

※いずれの奨励金も、
新たな事業所の操業開始前後90日以
内が申請期間

利用者数︑給付費用ともに増

要介護等認定者数の推移

10,000

７月の寄付（敬称略）

加傾向にあります︒

議会日程

いずれも午前

10

令和３年第４回市議会定例会

お︑議事の都合で日程が変更さ

22

れる場合があります︒詳細など

16

はお問い合わせください︒９月

１日㈬・ 日㈭＝議会運営委員

日㈮＝本会議▽ 日㈮＝文教

10

会▽６日㈪・８日㈬・ 日㈬・

にぎわい委員会︑福祉企業委員

会▽ 日㈪＝市民都市委員会︑

総務消防委員会︒議会事務局

︵☎６７４・７２１３︶︒

審議会などの日程

傍聴には定員があります︒傍

聴希望者は事前に各課へお問い

13

24

企業定着促進補助金

※来年３月31日までに導入・改修・効果測定、
費用支払いが完
了すること。
効果の向上を伴わない補修、
メンテナンスなど
は対象外。
事業着手前の申請が必要

※市外の人向けに、9月1日㈬からふるさと寄附金の返礼品として
も提供。寄附額15,000円、300セット。詳しくは観光シティセー
ルス課
（☎674・7830）
へ

合わせください︒

選挙管理委員会定例会 選挙人

13

名簿の登録など︒９月１日㈬午

前 時から総合センター 階選

挙管理委員会室で︒選挙管理委

員会事務局︵☎６７４・７６７

６︶

芥川山城跡調査委員会 歴史的

評価など︒９月３日㈮午後２時

から総合センター４階交流室

で︒しろあと歴史館︵☎６７

３・３９８７︶

農業委員会定例会 農地法の規

10

市内の企業を応援

抽選販売します

市は、国が整備したワクチン接種記
録システムでマイナンバーを取り扱う
ため、法に基づく予防接種事務に関す
る「特定個人情報保護評価書」素案を
作成しました。同評価書素案への市民
の皆さんの意見を募集します。
閲覧場所…行政資料コーナー（市役所
本館1階⑱番）、各支所、市立各公
民館、各コミュニティセンター、市
ホームページ
応募方法…9月28日㈫〜11月1日㈪
（消印有効）に市ホームページ内簡
易電子申込か直接または、郵送かフ
ァクスに、件名、意見、住所、氏名
（団体の場合は団体名、住所、代表
者氏名）を書いて、〒569・8501
（住所不要）新型コロナウイルスワ
クチン接種対策チーム（☎0120・
090・555、℻674・7397）へ

市内の産業振興のために、市は企業を支援しています。下記の制
度をご利用ください。なお、要件など詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
問合先…産業振興課（☎674・7411）

休館のお知らせ

市民プール⇒９月12日㈰
※フィットネスルームは利用可

今号に掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる場合があります（8月19日現在）
申込方法について、感染症予防のためなるべく来庁を避け、電話や簡易電子申込、郵送などをご利用ください
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お知らせ
マイナンバーカード
出張申請をご利用ください
予約方法⁝法律・税務・司法書

０時 分〜３時 分

４時 ※受け付けは当日午後

日時⁝ 月５日㈫午後１時〜

でご協力をお願いします︒

を訪問する場合がありますの

の民生委員児童委員がご自宅

月１日㈬〜 月 日㈬に地区

課
︵☎674・7130︶
へ

問合先⁝長寿介護課︵☎６７

要なものなどは予約時にお知
会場⁝生涯学習センター１階

日

らせします︒
展示ホール
平成４年に指定された生産

士 相 談 だ け 要 予 約︒９ 月

予約方法⁝前営業日午後４時
相談内容⁝行政︑法律︑税
緑地を所有している人で︑引

４・７１６６︶

までに市ホームぺージ内簡易
務︑司法書士︑人権︑公正証
き続き生産緑地として営農を

㈪ か ら 電 話 で︑市 民 生 活 相 談

電子申込または︑電話で︑市
書︑社会保険︑警察︑測量︑
続け︑特定生産緑地の指定を

いずれも予約優先︒当日必

民課マイナンバー問い合わせ
建築︑宅建︑心配ごと︑消費
希望する場合は︑９月 日㈭

特定生産緑地の
指定手続きは９月 日まで

窓口︵☎６７４・７０６７︶へ
生活︑家事・民事調停手続き

南大冠公民館工事のため一
部の部屋が利用できません
同館は︑屋根などの工事の
ため９〜 月ごろは一部の部
屋が利用できません︒また︑
騒音や振動などが発生するこ
とがあります︒
問合先⁝南大冠公民館︵☎６
７３・１４７７︶

ひとり暮らし・寝たきり
高齢者調査を実施
９月１日現在で 歳以上の

までに指定手続きが必要で
す︒まだの人は︑期限までに
手続きをしてください︒
問合先⁝都市づくり推進課
︵☎６７４・７５５２︶

大阪８８０万人訓練
９月３日午後１時 分から
府民を対象に︑地震発生を
想定した訓練を実施︒携帯電
話の緊急速報メールを９月３
日㈮午後１時 分ごろ︑ 分
ごろの２回︑一斉に送信しま

うち︑ひとり暮らしや寝たき
問合先⁝府民お問合せセンタ

ります︒

す︒マナーモードでも音が鳴

普段相談日が異なる専門相
りの高齢者を対象に︑実態把

一日総合相談所を開設

談を一斉に行う総合相談所を
ー
︵☎ ・６９１０・８００１︶

自宅周りの側溝
ふさがないよう注意して

１・９３３１︶

問合先⁝保健衛生課︵☎６６

りしないでください︒

また他人にあげたりもらった

握の調査などを行います︒９

開設します︒無料︒

毒きのこによる
食中毒に注意
毎年秋のきのこ狩りのシー
ズンになると︑誤って毒きの
こを食べることによる食中毒
事故が発生しています︒確実

て川へ流す役割を持っていま
す︒

生涯学習センター1階展示ホール 問合先…環境政策課（☎674・7486）

日時…9月25日㈯午前10時から
チップは先着100人。薪は先着20人

ち葉やごみが溜まっている

問合先⁝管理課︵☎６７４・

雨時には浸水被害の原因にな
ります︒日ごろから自宅周り

は︑体育館改修工事のため９

西大冠小学校と如是小学校
月中旬〜来年３月中旬は避難
所として利用できません︒西
大冠小学校付近の人は城南中
学校など︑如是小学校付近の
人は如是中学校などの避難所
へ避難してください︒開設し
ている避難所は市ホームぺー
ジなどでご確認ください︒
問合先⁝危機管理室︵☎６７
４・７３１４︶

犬のふんの後始末を促す
啓発グッズ交付

す︒運動の重点は飲酒運転な

国交通安全運動が実施されま

９月 日〜 日に︑秋の全

旗を交付しています︒申し込

︵イエローカード︶やのぼり

に後始末を促す警告カード

ている自治会などへ︑飼い主

放置された犬のふんで困っ

どの危険運転の根絶や歩行者

みは清掃業務課︵☎６６９・

秋の全国交通安全運動

６７４・７４３２︶

問合先⁝下水河川企画課︵☎

西大冠・如是小工事のため
避難所利用できません

７５９２︶

止に努めましょう︒

交通ルールを守り︑事故の防

ルール順守の徹底などです︒

市民団体や事業者などによる環境活動の展示や、環境クイズなどを通して楽しく環境について学んでみ
ませんか。いずれも無料。

と︑水の流れが悪くなり︑大

道路の側溝をふさいだり落

たかつきエコ＆クリーンフェスタ

の安全の確保と自転車の交通

試験日⁝ 月 日㈭

するために実施します︒

上の学力があるかどうか認定

て︑国が中学校卒業と同等以

たは︑免除された子につい

校に就学させる義務を猶予ま

由で︑保護者が義務教育諸学

病気などのやむを得ない事

就学義務猶予免除者などの
中卒程度認定試験を実施

１８０１︶へ︒

エネルギーセンター第二工場見学 問合先…同センター
・６９４１・０３５１︶

問合先⁝府小中学校課︵☎

印有効

願書受付期限⁝９月３日㈮消

学︑理科︑外国語︵英語︶

試験科目⁝国語︑社会︑数

阪市中央区︶

会場⁝府立労働センター︵大

21
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30
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イエローカード

日時…9月25日㈯午前10時15分から、11時15分から、午後0時30分から、1時30分から
（各回150分：内見学時間60分）
集合場所…各回開始30分前までに生涯学習センター1階展示ホールへ
定員…各20人（多数抽選）
申込方法…9月6日㈪午前7時45分〜8日㈬午後4時15分に市ホームページ内簡易電子申込または、ファク
スに、希望時間（第2希望まで）、参加人数（4人まで）、参加者全員の氏名（ふりがな）、電話・ファク
ス番号を書いて、エネルギーセンターへ
10

10

30

24
今号に掲載している内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期になる場合があります（8月19日現在）
申込方法について、感染症予防のためなるべく来庁を避け、電話や簡易電子申込、郵送などをご利用ください
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25

21

（☎669・1950、℻669・1961）
06

06

を清掃し︑側溝をふさがない

は、早めに受け取りにきてください。
問合先…市民課マイナンバー問い合わせ窓口（☎674・7067）

下水道は︑雨で街が水浸し

マイナポイントを申請するには、マイナンバーカードが必要
です。カードを申請したけれども、まだ受け取っていない人

に食用であると判断できるき

カード受け取りまだの人は早めに受け取りを

チップと薪配布

30

の申し込みはスマートフォンやパソコン（要カードリーダー）ま
たは、総合センター１階のマイナポイント支援ブースなどで手
続きしてください。

日時…9月24日㈮・25日㈯の
午前10時〜午後3時

10

12

30

35

日吉台公民館
９月27日㈪

マイナポイントは、キャッシュレス決済サービ
スで利用可能な上限5,000円分のポイントをチャージまたは、
買い物をすることで受け取ることができます。マイナポイント

ように気を付けましょう︒

マイナンバーカードを申請した人です。

にならないよう︑雨水を集め

延長になりました。対象は令和３年４月末までに

示

11

33

三箇牧公民館
９月14日㈫

のこ以外は︑絶対に食べず︑

マイナポイントの申し込みが、12月末までに

展

27

30

65

９月22日㈬

10：00〜12：00、
阿武山公民館
13：00〜17：00
９月21日㈫

会場
日時
令和３年４月末ま
でにマイナンバー
カード申請をした
人が対象

マ イ ナ ポ イ ン ト の 申し込み
12月 末 ま で に 延 長

９月１日~ 日
屋外広告物適正化旬間
屋外広告物の掲出には、原
則、市の許可が必要です。屋
外広告物は、情報提供ととも
に、にぎわいの演出などまち
の表情を作り出します。しか
し、適切に管理されなければ
落下などの事故が起こる場合
があります。掲出には﹁屋外

問合先…府建築企画課（☎

い。
急性が低いケースもありま

酒酔いや打撲など明らかに緊

加傾向にあり、中には単なる

７１１９または、☎ ・６５

急安心センターおおさか（♯

のか判断に迷ったときは﹁救

す。救急車を呼んだ方がいい

・６２１０・９７１８）

消費税のインボイス制度
月１日から登録申請開始

し、良好な景観形成と危険防
消費税について、令和５年

広告物ガイドライン﹂を活用
止にご理解とご協力をお願い

８２・７１１９）﹂を利用す
るなど、適切に要請を判断し
てください。
問合先…救急課（☎６７４・
７９７９）

●関西いのちの電話
☎06・6309・1121（24時間、365日）
●大阪自殺防止センター
☎06・6260・4343（金曜日午後1時～日曜日午後10時）

月から適格請求書等保存方

式（インボイス制度）が導入

覧ください。

●府こころのほっとライン新型コロナ専用
右ＱＲコードからLINEアプリで友だち登録
毎週水・土・日曜日の午後5時30分～
10時30分（受け付けは10時まで）

※9月1日㈬午前9時30分～30日㈭午後5時は24時間体制で
受け付け

SNS相談

●こころの健康相談統一ダイヤル
☎0570・064・556（平日午前9時30分～午後5時）

します。
問合先…都市づくり推進課

されることに伴い、令和３年

けが開始されます。詳しく

行事業者の登録申請の受け付

月１日㈮から適格請求書発

（☎６７４・７５５２）

ビュースポットおおさか
市内２カ所が選定

美しく眺めることができる場

問合先…消費税軽減税率・イ

同制度は、事業主が建設現

は、国税庁ホームぺージをご

所﹁ビュースポットおおさ

ンボイス制度電話相談センタ

場労働者の退職金を建設業界

３６５０）へお問い合わせく
ださい。

電話相談

●新型コロナこころのフリーダイヤル
☎0120・017・556（毎日午前9時30分～午後5時）

●市こころの健康相談
☎661・9332（平日午前8時45分～午後5時15分）

木・土曜日午後7時～10時）

※電話相談もあり

●こころの救急箱
☎06・6942・9090（月曜日午後7時～翌午前3時、
面接相談

26
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府内にある魅力的な景観を

か﹂に、市内の﹁摂津峡公園

ー（☎０１２０・２０５・５

全体で積み立てる制度です。

建設業退職金共済制度
ご利用ください

下の芥川﹂﹁新川土手﹂が選

５３）

阪府支部（☎ ・６９４１・

を国が助成。詳細は建退共大

掛け金は全額非課税で、一部

ばれました。また、ビュース
ポット写真・動画を撮影し応

９月９日は救急の日 救急
車の適正利用にご協力を
９月９日は救急の日です。
近年、救急車の出動件数は増

06

募すると、抽選で景品がもら
えるフォトラリーを９月 日

府ホームぺージをご覧くださ

㈬から開催します。詳しくは

22

シリーズ62

健康コラム

06

10

10

10

06

10

身近な人の SOS 気にかけて

9月10日〜16日は自殺予防週間です。
自殺は、
さまざまな社会的要因が複雑に関係して、
心理的に追い込
まれた末の死と言われます。身近な人の様子がいつもと違うときは、ぜひ、勇気をだして声をかけてくださ
い。
あなたの一言が、
命を救う一歩になるかもしれません。
（保健予防課）

相談窓口

