
3
　正しい分別でごみを減らし、再生利用に取り組みま
しょう。家庭ごみの分け方、出し方は、スマホアプリ
「高槻市ごみアプリ」や分別表で確認できます。
※�分別表は清掃業務課（前島3）、資源循環推進課（市役所本館
7階）、各支所で配布

問合　エネルギーセンター
℡669-1950＝ごみアプリ
清掃業務課
℡669-1153＝分別表

家庭で不要になったパソコンを無料回収
　小型家電リサイクル法認定事業者・リネットジャパ
ンリサイクル㈱が家庭で不要になったパソコンを無料
回収します。
問合　リネットジャパンリサイクル㈱

℡0570-085-800、FAX0562-45-2918

5/30はごみゼロの日

4
　市立小・中学校の児童・生徒の保護者に、就学に必
要な学用品費などを支援しています（所得制限あり。
生活保護受給者除く）。なお、小学校入学準備金の申
請をした人も、改めて申請が必要です。
問合　保健給食課／℡674-7608
申込　�5/11㈬～20㈮（土・日曜含む）に 郵 窓 で
　　　※�申請者名義の通帳、借家に住む人は賃貸契約

書など持参

就学援助費の申請を受け付け

ID �004813

5
　Jアラートを使った情報伝達試験が5/18㈬に実施さ
れます。市は防災行政無線とジェイコム防災情報サー
ビス受信端末機から同放送を流します。なお、気象状
況などにより中止の場合があります。
日時　5/18㈬11:00ごろ

※10:45ごろ試験放送の
　周知放送実施

問合　危機管理室／℡674-7314

Jアラートの試験放送
5/18に実施

ID �037019

　50歳以上の中高年世帯の住宅を移住・住みかえ支
援機構（JTI）が借り上げ、子育て世帯などに賃貸住
宅として転貸します。
※�住宅の耐震性が必要。別途補助制度あり（ ID �005870
審査指導課／℡674-7567）

問合　住宅課／℡674-7525、FAX674-3125

・安定した家賃収入
・借り主がいなくなって
　もＪＴI が賃料保証
・自宅を売らずに資金と
　して活用

敷金・礼金がなく、
相場より安い家賃で
借りられる

マイホームを貸したい人
　　（制度利用者）

賃貸物件を借りたい人
　（子育て世帯など）
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制度説明会を開催 申込順50人
日時　8/21㈰10:30～12:00
場所　総合センター14階会議室
申込　�5/9㈪～8/12㈮に HP F で（基本事項と人

数記入）

2 中高年世帯の住宅を借り上げ 
子育て世帯に転貸

ID �037304

休館日　�クロスパル高槻　5/8㈰

お知らせ
1
|

20
募　集

21
|

29
求　人

30
|

36

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①事業名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
※はがきなど郵送の場合、
　特に記載のないものは
　〒569-8501�
（住所記載不要）へ

申込手段の略	
HP �ウェブ申込� は �はがき
窓 �窓口� 郵 �郵送
�電話� メ �メール
F �ファクス� 往 �往復はがき
※�感染予防のためなるべく来庁を避け、ウ
ェブ申込や電話、郵送などをご利用くだ
さい

あて先記載例▶

569-8501

課
○
○
市
槻
高

△
△
△
△

63

　市外に住んでいる子育て世帯が、市内に住む親世帯
と同居または、近居するために、持ち家の取得やリフ
ォームをした場合に、費用の一部を補助します。離れ
て暮らす子育て世帯が市内に住むきっかけにご利用く
ださい。
対象　�親が市内に1年以上在住かつ、令和4年2月25日

以降に市外から転入した子世帯が、中学生以下
の子どもと同居している（出産予定含む）　など

補助　�上限20万円
問合　住宅課／℡674-7525
申込　6/1㈬～来年3/24㈮に申請書などを 窓 郵 で

子世帯に住宅ローンの金利引き下げ
　池田泉州銀行が「親元近居住宅ローン・リフォーム
ローン」を実施し、金利を引き下げています。
問合　池田泉州銀行高槻支店／℡672-6500

池田泉州銀行富田支店／℡696-3933

1 3世代の同居・近居に補助

ID �003903 申込順 ID �063187
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　日差しが強く、気温が高く、風が弱い日は、光化学
スモッグが発生しやすくなります。発生すると目がチ
カチカしたり、のどが痛くなったりする場合がありま
す。おおさか防災ネット（防災情報メール）に登録す
ると、光化学スモッグなどの情報が届くので、ご活用
ください。
問合　�環境政策課／℡674-7486

8 防災情報メールに登録すると�
光化学スモッグの情報届く

ID �001938

　改正道路交通法の施行に伴い、下記の対象者は、免
許証更新までに運転技能検査を受ける必要がありま
す。なお、二輪・原付・大特・小特だけの免許を保有
している人は対象外です。
対象　�普通自動車免許を保有し、過去に一定の違反歴

があり、免許証の有効期限が令和4年11月13日
以降の75歳以上　
※期限の約6カ月前に公安委員会から通知あり

問合　府警察本部／℡06-6908-9121

10 違反歴がある高齢運転者�
免許更新までに技能検査が必要

ID �037091

　毎年自治会からの届出をもとに、「自治会長名簿」
を作成しています。この名簿はコミュニティ推進室で
管理し、住民福祉の向上や市政推進に必要な場合など
に閲覧に応じています。未届けの自治会や新設の自治
会はご連絡ください。
問合　�コミュニティ推進室／℡674-7462

13 新設・未連絡の自治会はご連絡を

ID �005269

　暖かくなり、川や水辺で遊ぶ機会が増えてくる季節
です。川は天気の急変で流れが速くなるなど危険な場
合があります。遊ぶときは下記を参考に必ず安全対策
を取りましょう。
問合　�下水河川企画課／℡674-7432

子どもだけでは遊ばない
　大人が付き添い、目を離さないようにする
流れが速い・深みがあるところには近づかない
　川に入るときは、浅瀬で流れの緩やかな場所を選ぶ
天気や川の急な変化に注意する
　�「上流の空に黒い雲」や「雷」など、天気の変化が
見られたときは、川の水が急に増えるサイン
ライフジャケットを着るなど安全対策を行う
　�体に合ったジャケットを選び正しく着用する

7 川や水辺で遊ぶときは�
安全対策をしっかりと

ID �004052

　市内において、特定外来生物であるクビアカツヤカ
ミキリの被害が昨年8月に確認されました。
　クビアカツヤカミキリは、サクラ、ウメ、モモなど
の樹木を枯死させるなどの被害をもたらし、特に春先
から秋にかけて、幼虫がフラス（木くずや糞の混合
物）を大量に排出します。成虫（写真左）やフラスを
発見した場合はご連絡の上、成虫はその場で踏みつぶ
してください。
問合　農林緑政課／℡674-7402

12 クビアカツヤカミキリの被害�
市内でも発生を確認

ID �004182

9
　任期満了に伴い、松村洋子さんが教育委員に任命さ
れました。任期は令和4年3/26～8年3/25の4年間で
す。
問合　教育総務課／℡674-7620

教育委員に松村洋子さん

ID �004745

15
　市は、4/1付けで人事異動を行いました。総数は
464人、うち部長級は5人で、次のとおりです（※は
旧職）。

人事異動（部長級）（4/1付け）
●市長事務部局
技監・豊田陽介　※国土交通省
総務部長・乾貴志　※健康福祉部部長代理兼危機管理室防災
対策官
会計管理者・蓮井小夜子　※総合戦略部情報戦略室長
●教育委員会事務部局
学校教育監・佐藤美恵　※大阪府
●消防本部
消防長・原田辰幸　※次長兼指令調査室長・危機管理室防災
対策官併任

退職者（部長級）（3/31付）
●市長事務部局
技監・岡本泰尚
総務部長・平野徹
会計管理者・徳島巳樹典
●教育委員会事務部局
学校教育監・安田信彦
●消防本部
消防長・松村賢一

人事異動

ID �001544

16
　後期高齢者医療被保険者証の有効期限は7/31㈰で
す。新しい被保険者証を7月中旬以降に住民票の住所
に送付します。転送されないため、施設入所や入院な
どで受け取りができず、別住所に送付を希望する場合
は、6/30㈭までに送付先変更の届出をお願いします。
　なお、10月から新たな負担割合（2割負担）が導入
されるため、7月に更新する被保険者証の有効期限は
9/30㈮です。10月以降使用できる被保険者証は、9
月中旬以降に送付します。
問合　国民健康保険課／℡674-7178

後期高齢の保険証は転送されません
送付先変更の届出は6月末までに

ID �037010

14
　400ml献血にご協力ください。体重50㎏以上、男
性17～69歳、女性18～69歳（65～69歳は60～64
歳の間に献血経験が必要）。
日時　10:00～12:00、13:00～16:30

1・5日は16:00まで、19日は10:00～12:00、22
日は14:00～16:30

問合　市献血推進協議会／℡674-7163

エミル高槻　�5/1㈰・5㈷・7㈯・13㈮・
14㈯・17㈫・28㈯

高槻赤十字病院　5/19㈭
第九中学校　5/22㈰

献血日程

　市民・事業者が創エネ・省エネ機器の導入や設備設
置する際に経費の3分の1を補助します。
問合　環境政策課／℡674-7486

ID �001909
住宅向けエコハウス補助金
要件　�市内の自ら居住する住宅に、対象機器（下表、

中古品・自作品除く）を導入し、設置および所
有権の移転が完了したもの▷令和3年4/1以降
に機器の設置などの契約を締結　ほか

申込　�5/16㈪～来年2/28㈫に申請書などを 窓 へ

対象機器 補助額と件数

太陽光発電システムと蓄電池（同時設置）
各10万円
合計110件太陽熱利用システム

ペレットストーブ

窓の断熱改修
（複層ガラスへの交換、内窓などの新設など。新築、増
築除く）

5万円
50件

家庭用燃料電池式コージェネレーション�
システム（エネファーム）

3万円
50件

雨水貯留タンク
（80L以上で市販のもの）

1万円
20件

※補助額は上限

ID �001911
集合住宅向け
要件　�市内の集合住宅に二重窓改修、自然エネルギー

設備などを導入▷補助対象経費が30万円以上
　ほか

補助　�100万円（上限）
申込　�事前に相談の上、7/29㈮までに事業計画書な

どを 窓 で

ID �001910
中小事業者向け
要件　�市内で使用する事務所などにある既存の設備に

高効率のボイラーや空調設備導入▷補助対象経
費が50万円以上　ほか

補助　�100万円（上限）
申込　�事前に相談の上、6/30㈭までに事業計画書な

どを 窓 で

17 市民・事業者の�
創エネ・省エネ機器導入に補助

6 5月は宅地防災月間�
家の周りを点検

ID �005881

　5月は宅地防災月間です。梅雨を前に、家庭でも次
の点に注意して、家の周りの点検をお願いします。
問合　�審査指導課／℡674-7567

□よう壁に亀裂などが入っていないか
□割れ目から水が染み出していないか
□よう壁の水抜き穴からうまく水が流れているか
□地盤沈下していないか
□排水溝に泥がたまっていないか

　市は、子どもや女性などを狙った犯罪を抑止するた
め、道路などを撮影する防犯カメラを設置する自治会
に設置費用の補助を行います。
補助　�カメラの購入費や設置工事費などの初期費用の

2分の1以内（カメラ1台につき上限15万円）
※1団体1台まで。要件あり

申込　�6/1㈬～30㈭に申込書を HP 窓 郵 で
問合　�危機管理室／℡674-7314

11 防犯カメラ設置自治会に補助

ID �001097 抽選
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体長2～4cm。黒く光沢が
あり、頭部の下が赤い

樹幹の下部に排出される
フラス

写真提供：（地独）大阪府立環境農林水産総合研究所



31
　市立小・中学校の給食調理を行う人を募集。
勤務　�7月から月～金曜8:30～15:15�

（金曜は15:30まで）
場所　市立小・中学校
月額　�137,580円（ボーナスあり）　　試験　5/22㈰
問合　�教育総務課／℡674-7612�

〒569-8501住所不要
申込　�5/17㈫までに 窓 、5/13㈮までに 郵 で

学校給食調理業務従事職員

ID �004733 選考8人

30
　令和5年3月の開館を目指す高槻城公園芸術文化劇
場南館に出店するカフェを公募型プロポーザルにより
募集します。条件など詳しくは、市ホームぺージへ。
問合　�歴史にぎわい推進課／℡674-7393

高槻城公園芸術文化劇場南館�
カフェ出店者

ID �046026

32
　要介護認定を決めるための調査をする人を募集。
勤務　�6月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
資格　介護支援専門員など
月額　�168,686円（ボーナスあり）　　試験　5/14㈯
問合　�長寿介護課／℡674-7167
申込　�5/2㈪～11㈬に 窓 で

要介護認定調査員

ID �037012 選考3人

21
　再生資源を回収する団体を募集。回収量に応じて、
奨励金を交付。
対象　　�回収活動を定期的に行う市内の非営利団体

で、会計報告書などで奨励金の報告ができる
団体

奨励金　�年間1t未満＝1㎏あたり5円（上限5,000円）
年間1t以上＝1㎏あたり0.5円＋10,000円
（上限16万円）

問合　　�資源循環推進課／℡669-1886�
FAX669-1961、〒569-0021前島3-8-1

申込　　�6/30㈭までに HP 窓 F 郵 で

リサイクルごみの回収団体

ID �002044 ID �038496 申込順

25
　市内の公共スペース（公園、学校、道路など）の花
壇で緑化活動を行う自治会やPTAなどの団体を募集。
花壇の手入れや植物の植え替えなどを指導する園芸ア
ドバイザーを派遣します。
料金　�無料
問合　�市緑花推進連絡会事務局

℡674-7512（農林緑政課内）
申込　�5/6㈮～来年2/28㈫に HP 窓 で

園芸アドバイザーを派遣�
花壇の手入れを行う団体

29
　サークル活動の会議や研修などに利用できる同キャ
ンパス西館の教室利用者を募集。使用料必要。
問合　�みらい創生室／℡674-7392
申込　�5月下旬から HP で

関西大学ミューズキャンパス�
教室利用者

ID �001190

27
　8/6㈯・7㈰に開催される高槻まつりを盛り上げる
参加者などを募集。一緒にまつりを作っていきましょ
う。
問合　�高槻まつり振興会事務局／℡674-7375

FAX674-7376、〒569-0077野見町2-33
申込　�①～⑧5/31㈫まで⑨7/15㈮までに 窓 F 郵 メ

で（基本事項と年齢、メールアドレス記入）

①標語　未発表のもの。1人3作品まで
②ポスター原画　
A2判（縦59.4cm×横42.0cm）のカラー・白黒作品
※�「市民フェスタ高槻まつり」の文字は入れない。写真・イラ
スト可。素材集など他人が制作したものの利用は不可。採用
されたデザインの著作権は主催者に帰属

③司会者アシスタント　
まつりステージを盛り上げる18歳以上
④高槻音頭おどり連　
地域や職場、サークルなどのチーム
⑤ちびっこみこし　
手作りのみこしでパレードする小学生以下の団体
⑥パレード隊　
歩きながら独創的な演技を披露するチーム
⑦高槻ウェーブ　
高槻ウェーブの曲に合わせてダンスするチーム
⑧ステージ出演者　
市内を中心に活動する演技チーム
⑨ボランティアスタッフ　
会場設営や誘導などを行う。15歳以上（中学生不可）

高槻まつり�
標語、出演者、ボランティアなど

ID �037403

26
　太陽光パネル、蓄電池の共同購入の参加者を募集。
府民みんなでお得に購入しませんか。オンライン説明
会あり。
問合　�おおさか�みんなのおうちに太陽光事務局

℡0120-758-300＝平日10:00～18:00
申込　�9/20㈫までに HP で

太陽光発電・蓄電池の�
共同購入参加者

ID �001949

28
　結婚や出産、死亡、傷病などの共済金給付や福祉厚
生事業などを行う互助組織会員を募集。
対象　�市内の事業所・商店などの従業員・パート、事

業主　※市外勤務の市民は個人加入も可
料金　�月額1人600円
問合　�市勤労者互助会事務局
　　　℡674-7469（産業振興課内）
申込　�随時 窓 で

市勤労者互助会会員

ID �004284

24
　定期演奏会のほか、市内外のイベントなどで合唱す
る団員を募集。
対象　�小学生～高校生
日時　�日曜9:00～12:00
場所　�高槻現代劇場など
料金　�入団費2,000円、団費3,000円／月

育成費3,000円／年
問合　�文化スポーツ振興課／℡674-7414
申込　�随時同団 HP で

市少年少女合唱団の団員

ID �004465

23
　歯科衛生士としてのスキルアップを図り、地域の公
衆衛生活動を行う同連絡会の会員を募集。
対象　�歯科衛生士資格を持ち、研修会参加や市の健診

などの事業（一部有償）に協力できる人
料金　1,200円／年
問合　�市歯科衛生士連絡会事務局�

℡674-7684、FAX661-4901�
（市社会福祉協議会内）

申込　�随時 窓 F で

市歯科衛生士連絡会会員

　9/4㈰に開催予定の「健康・食育フェア＆健康たか
つき21シンポジウム」で体操やダンスなどを発表す
る団体を募集。
対象　市内の団体
問合　市健康づくり推進協議会／℡674-7684

〒569-0065城西町4-6（市社会福
祉協議会内）

申込　�5/16㈪までに は で（基本事項
と団体名、代表者氏名、種目、人
数記入）

22 「健康づくりにジャンプ」出演団体

抽選10団体

　5/15㈰に市内各所で一斉清掃を行う春季環境美化
推進デーを実施します。みんなで一緒に清掃して、街
をきれいにしましょう。清掃用具は持参不要。
日時　�5/15㈰　9:00～10:30　

※雨天中止。車での来場不可
場所　�小寺池図書館前、市役所総合センター前、阪急

高槻市駅北側駅前広場、芥川桜堤公園、弁天公
園に集合

問合　�清掃業務課／℡669-1801

18 5/15春季環境美化推進デー

ID �033731

　いずれも予約優先。顔写真の無料撮影あり。当日必
要なものは予約時にお知らせ。
問合　�市民課（℡674-7067）
申込　�2営業日前までに HP で　※ は17:00まで

19 身近な場所で�
マイナンバーカード申請受け付け

ID �005595

日時 場所

5/18㈬ 10:00～12:00、�
13:00～17:00 三箇牧公民館

5/19㈭

5/25㈬ 10:00～12:00、�
13:00～17:00 北清水公民館

5/26㈭

　傍聴には定員あり。事前に各課へ。
場所　�A＝総合センター、B＝市役所本館

20 傍聴できます　審議会の日程

ID �037059
選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録の抹消など

5/11㈬
10:00～

A
（13階）

選挙管理委員会
事務局
℡674-7676

ID �037086
農業委員会定例会
農地法の規定による許可申請
など

5/19㈭
13:30～

B
（2階）

農業委員会�
事務局
℡674-7421

ID �097297
建築審査会
建築許可など

5/20㈮
14:00～

A
（6階）

審査指導課
℡674-7567

ID �031577
教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

5/23㈪
10:00～

A
（12階）

教育総務課
℡674-7620
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33
　キャンプ場で利用者応対やアドバイス、整備などを
行う人を募集。
勤務　�7・8月のうち週4日、8:45～17:00

（勤務時間帯の変更、宿泊あり）
場所　摂津峡青少年キャンプ場
資格　�普通自動車免許を持ち、パソコンの基本操作が

できる人（高校生不可）
月額　153,109円（宿泊は4,400円加算）
試験　5/28㈯
問合　�地域教育青少年課／℡674-7654
申込　�5/2㈪～13㈮に 窓または、5/2㈪～12㈭に 郵 で

キャンプ場管理指導員（夏期短期）

ID �035708 選考1人

35
　ひとり親家庭の父母を対象に、自立に向け必要な支
援や情報提供などの相談指導業務を行う人を募集。
勤務　�6月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
資格　�パソコンの基本操作ができる人
月額　150,613円（ボーナスあり）　　試験　5/21㈯
問合　�子ども育成課／℡674-7832
申込　�5/15㈰までに 郵 または、5/18㈬までに 窓 で

母子・父子自立支援員

ID �037335 選考1人

36
　小学生を対象にスポーツやレクリエーションなど集
団保育を行う人を募集。
勤務　�月～金曜13:45～18:00（延長時は19:00ま

で。学校休業中は8:30から）、土曜8:30～
17:00のうち、週3・4日

時給　1,100円
問合　�子ども育成課／℡674-7656
申込　�随時 窓 で

学童保育室臨時指導員

ID �003014

34
　生活に困っている人の相談を受け、各種関係機関と
連携しながら課題解決を行う人を募集。
勤務　�6月から月～金曜8:45～17:00または、9:00～

17:15のうち週4日
資格　�次のいずれかに該当する人

①社会福祉士または、精神保健福祉士の資格を
有し、社会福祉に関する相談業務の実務経験が
1年以上②生活保護行政における現業員などの
実務経験が3年以上③社会福祉行政もしくは、
社会福祉施設などにおける相談の実務経験が3
年以上

月給　179,100円（ボーナスあり）　　試験　5/14㈯
問合　�生活福祉総務課／℡674-7177
申込　�5/10㈫までに 窓 で

生活福祉相談支援員

ID �037326 選考1人

5月初旬の
木々の花色

　5月初旬の芥川は、木々がはっきりとした色
合いになります。
　名神高速道路下の大蔵司橋からあくあぴ
あ芥川に向かって歩くと、川中に鮮やかな黄
色の花のジャケツイバラが見られます。枝の
根本から葉っぱまでトゲだらけのツル植物で、
円柱状の花笠をかぶっているような花です。
　さらに歩き続け、水管橋まで来ると、芥川
の西側にキリの高木があります。円すい状の
薄紫色の花が青空に映えます。花言葉は「高
尚」です。キリは、つぼみが個性的で黄土色の
梅干しの種がたくさんおじぎしているように
見えます。花の後の若い種や昨年の種の枯れ
たものも残っているので観察してみてくださ
い。
　あくあぴあ芥川まで来たら、ゴロッパ広場
の上空を見上げてみてください。ニセアカシ

アの真っ白な花が連なり、大木がまるで雪化
粧をまとったかのように見えます。ニセアカシ
アに近づいて、大きく鼻から深呼吸をしてみ
てください。甘〜い香りがしませんか。それも
そのはず、ニセアカシアは蜂蜜の蜜源植物と
して有名で、蜂蜜の女王とも呼ばれるほど人
気です。
　ニセアカシアの別名は、ハリエンジュと言い
ます。北アメリカ原産で明治初期当時はアカ
シアと呼ばれていましたが、ミモザなどの本
来のアカシア属が輸入されると、区別するた
めにニセアカシアと呼ばれるようになりまし
た。
　大蔵司橋からあくあぴあ芥川まで約1km、
爽やかな芥川を花見散歩してみませんか。

（芥川倶楽部）

ジャケツイバラ ニセアカシアキリ
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