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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
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1 市制施行80周年の�
記念ロゴ　人気投票を実施

ID  059817

　来年1月に市制施行80周年を迎える本市の記念ロゴ
を決めるため、人気投票を行います。ロゴのデザイン
の候補は、インターネットで募集した作品です。80周
年の節目となる年をみんなで祝うため、ロゴデザイン
への投票をお待ちしています。
問合　 みらい創生室／℡674-7392
受付　 6/5㈰までに HP 、総合センター1階南側通路で

2 将棋のまち　高槻�
ロゴが誕生

ID  064102

　市は、「将棋のまち　高槻」を推進するため、新たに
ロゴを作成しました。デザインは、将棋を指す時に使わ
れる「戦法」から「ゴキゲン中飛車」（図①）、「囲
い」から「高美濃囲い」（図②）を採用しました。
　今後ロゴは「将棋のまち　高槻」のシンボルマーク
として、本市の印刷物や市ホームページ特設サイトな
どで広く活用していきます。
問合　 将棋のまち推進課／℡674-7399

将棋のまち高槻
将棋のまち

高槻

高槻

将 棋 の ま ち

高 槻 将 棋 の ま ち

高 槻

図①

図②

▲ゴキゲン中飛車は、数ある中でも知名度が高
く、積極的に自ら動く「戦法」であることか
ら、本市の魅力を積極的に発信するのにふさわ
しいと考えました

◀高美濃囲いは、さまざまな形
に発展する可能性を秘めた「囲
い」であることから、今後も発展
していく本市にふさわしいと考
えました

3 住宅の耐震に補助

　耐震性が不足している可能性が高い昭和56年5月31
日以前に建てられた住宅などを対象に、耐震診断など
にかかる費用の一部を補助しています。また、ブロッ
ク塀の撤去にも補助をしています。いずれも条件あ
り。詳しくは審査指導課へ事前にご連絡ください。
申込　 来年1月末まで　※診断・工事・撤去などを2月末ま

でに完了し、市に完了報告が必要。また契約・工事など
の着手前に申請すること

問合　 審査指導課／℡674-7567
ID  005870
木造住宅
●耐震診断　 診断費の9割、最大50,000円 

（自己負担6,000円程度で診断可能）
●改修工事　 工事費の8割、最大650,000円 

（低所得世帯は850,000円）
●除却工事　 200,000円 

（市内業者による建て替えの場合
100,000円加算、子育て世帯が建て替え
を行う場合100,000円加算）

　※ 今年度から除却工事補助にブロック塀などの撤去補助（取
り壊し面積1㎡あたり13,000円）を上乗せして補助

ID  005871
分譲マンション
●耐震診断
　 診断費の3分の2（1戸あたり50,000円）
●耐震設計
　 設計費の3分の2（1棟最大8,000,000円）
●改修工事
　 工事費の3分の1（1棟最大20,000,000円）

阪神大震災で
倒壊したマンション

耐震化工事を
実施したマンション
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9
　市営バスでは、小・中学生向けに夏休み・冬休み・
春休みの期間中に市営バスが乗り放題となる企画乗車
券「Uｰ12おでかけパス」「Uｰ15おでかけパス」を
6/1㈬から販売します。
利用期間　�夏休み（7/1～8/31）、冬休み（12/24

～1/7）、春休み（3/25～4/7）
料金　�小学生用＝1,500円　中学生用＝3,000円
場所　�市営バス各案内所、芝生営業所、

緑が丘営業所
問合　交通部総務企画課／℡677-3507

小・中学生向け�
市営バス乗り放題パスを販売

　市立図書館は所蔵資料の点検作業や全ての資料のチ
ェックを行うため下記のとおり順次休館します。貸し
出しや電話・窓口での予約はできません。
問合　�中央図書館／℡674-7800
小寺池図書館　5/31㈫～6/4㈯
服部図書館　　6/7㈫～10㈮
阿武山図書館　6/13㈪～16㈭
中央図書館　　6/20㈪～25㈯
芝生図書館　　6/27㈪～30㈭

5
ID �059981

図書館�
蔵書点検のため休館

メスのセアカゴケグモ
（体長は約1㎝）

　市内でセアカゴケグモが見つかっています。強い毒
がありますが、攻撃性はなく、素手で触らなければか
まれる心配はありません。このク
モは側溝やブロックのくぼみ、室
外機の裏などに生息していること
が多いです。屋外清掃のときは長
袖や軍手、靴を着用し、見つけた
ときは殺虫剤をかけて駆除してく
ださい。
問合　�保健衛生課／℡661-9331

6 セアカゴケグモにご注意ください

ID �002772

　市はユスリカなどの不快害虫駆除用薬剤（錠剤）を
希望者に無料で配布します。側溝などに散布してくだ
さい。
日時　6/6㈪～10㈮
場所　�資源循環推進課（市役所本館7階）※期間外

は、清掃業務課（前島3、7:45～16:00）
問合　清掃業務課／℡669-1801

8 不快害虫駆除剤を無料配布

ID �002089

　小・中学校で令和5年度に使用する教科書の見本を
展示します。なお、市採択本は中央図書館で常時配架
しています。
日時　6/14㈫～7/1㈮
場所　教育センター（城内町）
問合　教育指導課／℡674-7631

7 教科書展示会

ID �043383

　外国人を雇用するときは、在留資格・期限の確認が
必要です。在留カードで確認しましょう。
問合　高槻警察署／℡672-1234

10 外国人を雇用するときは�
在留カードを確認

ID �058867

人権パネル展・人権擁護委員活動紹介パネル展
　各公民館でパネル展示を実施。テーマは「なくそ
う！新型コロナウイルスによる偏見・差別・いじめ」。
●三箇牧　6/10㈮～20㈪� ●南大冠　6/24㈮～7/4㈪
●富田　　7/8㈮～18㈷� ●如是　　7/22㈮～8/1㈪
●今城塚　8/5㈮～15㈪� ●五領　　8/19㈮～29㈪

ID �052292

　市内には法務大臣から委嘱された人権擁護委員（下
欄）が身近な相談相手として活動しています。
　人権について悩んでいることがあれば、人権擁護委
員へご相談ください。
問合　人権・男女共同参画課／℡674-7575

人権相談を実施
　いずれも会場はクロスパル高槻。無料。秘密厳守。
当日直接、会場へ。電話相談（℡685-3748）も可。
●人権擁護委員の日　特設相談
　日時　6/1㈬　14:00～16:00
●人権特設相談
　日時　毎月第2土曜　14:00～16:00　※6月除く

12 6月1日は人権擁護委員の日�
悩み・心配ごとはご相談を

ID �005977

人権擁護委員（カナ順、敬称略）
植木政隆（古曽部町） 中川修一（高槻町）
緒方敏子（大畑町） 福井茂樹（別所本町）
奥田晃（大塚町） 堀加津子（城内町）
鎌田ひとみ（下田部町） 松永喜雄（唐崎中）
川村俊明（安岡寺町） 南出満（淀の原町）
北畑吉昭（南平台） 三宅喜久子（寺谷町）
熊野吉美（春日町） 宮脇美千代（原）
鈴木匠（松が丘） 森部朋子（三島江）
田中隆夫（高槻町） 吉井美沙子（千代田町）
田渕謙二（高見台）

　市は下記のパブリックコメントを実施。市民の皆さ
んから意見を募集します。
閲覧　�ホームページ、各担当課、行政資料コーナー

（市役所本館1階）、各支所、市立各公民館、
各コミュニティセンター　など

申込　�6/20㈪～7/19㈫に HP 窓 F 郵 で（基本事項
と意見記入。団体の場合は団体名・所在地、代
表者の氏名）

ID �037037
たかつき自転車まちづくり向上計画（改訂）
　自転車活用推進法の施行や生活様式、移動手段の変
化などを踏まえた見直しを行うために改訂。
問合　�管理課／℡674-7592、FAX674-3125

ID �058970
個人情報の保護に関する法律施行条例（制定）
　個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、本
市の個人情報保護制度の在り方を見直すために策定。
問合　�法務ガバナンス室�

℡674-7322、FAX674-7837

13 パブリックコメント�
素案への意見を募集

4 災害時における市内各救護所

ID �002592

　災害時、医療対応の優先順位を決めるトリアージや
応急処置を行うための場所として、18カ所の救護所
が開設されます。大規模な地震発生時などには、医
師・看護師などがあらかじめ指定された救護所に出向
して救護に当たります。避難所だけでなく、救護所の
場所も確認しておきましょう。
問合　健康医療政策課／℡661-9330

●小学校（9カ所）
　�北清水・日吉台・五領・高槻・三箇牧・芝生・五百
住・郡家・南平台
●救護拠点病院・救護所（7カ所）
　�みどりヶ丘病院（真上町3）、高槻病院（古曽部町
1）、第一東和会病院（宮野町）、うえだ下田部病
院（登町）、大阪医科薬科大学三島南病院（玉川新
町）、北摂総合病院（北柳川町）、高槻赤十字病院
（阿武野1）
●歯科救護所（2カ所）
　�高槻島本夜間休日応急診療所（南芥川町）、市立口
腔保健センター（城東町）

　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�

（5・19日は16:00まで）
問合　市献血推進協議会／℡674-7163

下田部バス停留所前　�6/5㈰
市役所　�6/8㈬
エミル高槻　6/15㈬・19㈰
樫田支所　�6/17㈮
イオン高槻店　�6/25㈯

14 献血日程

　議事の都合で変更の場合あり。詳細は問い合わせ
を。
日時　10:00～　場所　市役所本館
問合　議会事務局／℡674-7213

15 傍聴できます�
令和4年第3回市議会定例会

議会運営委員会 3階 6/6㈪・21㈫

本会議 2階 6/9㈭・13㈪・
23㈭・24㈮

文教にぎわい委員会、福祉企業委員会 3階 6/15㈬
市民都市委員会、総務消防委員会 3階 6/16㈭

ID �001021

　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

16 傍聴できます　審議会の日程

ID �058630
選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録など

6/1㈬
10：00～

A
（13階）

選挙管理委員会事務
局
℡674-7676

ID �063809
社会福祉審議会総会
各専門分科会・地域共生社
会推進部会の報告

6/2㈭
14:00～

B
（2階）

福祉政策課
℡674-7162

ID �058406
男女共同参画審議会
次期男女共同参画計画の策
定など

6/7㈫
10:00～

B
（2階）

人権・男女共同参画
課
℡674-7575

ID �031577
教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

6/8㈬
15:00～

A
（12階）

教育総務課
℡674-7620

ID �029187
農業委員会定例会
農地法の規定による許可申
請など

6/14㈫
13:30～

B
（2階）

農業委員会事務局
℡674-7421

ID �063812
社会福祉審議会
地域共生社会推進部会
地域福祉計画・地域福祉活
動計画の進行管理など

6/27㈪
14:00～

B
（3階）

福祉政策課
℡674-7162

ID �065165
社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
ひとり親家庭等自立促進計
画策定など

6/29㈬
14:00～

B
（3階）

子ども育成課
℡674-7174

　府が就職面接時などの差別についての相談や、関係
機関への紹介などを行う電話相談を受け付けます。
日時　6/1㈬～30㈭　10:00～18:00
問合　府労働環境課／℡06-6210-9518

11 6月は就職差別撤廃月間�
電話相談を受け付け

ID �042838
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　将来の有権者である児童・生徒を含め、あらゆる世
代の人に選挙の大切さを呼び掛けるポスターを募集。
対象　�市内の小・中・高校、特別支援学校の児童・生徒
規格　�画用紙の四つ切り、八つ切りまたは、それに準

ずるもの　※画材は自由
問合　選挙管理委員会事務局／℡674-7676
申込　�8/26㈮までに 窓 、在籍の学校で（作品の裏面

右下に学校名・所在地・学年、氏名、ふりがな
記入）

明るい選挙啓発ポスター�
コンクール作品

ID �040254

25
　同大会へ投句する俳句を募集。7/24㈰に俳句連盟
ホームページで発表。
料金　�3句1,000円　※定額小為替または現金書留
問合　�市俳句連盟／℡687-0552（イワデ）�

〒569-3016松が丘2-3-17
申込　�6/30㈭までに 郵 で（基本事項と作品、俳号記

入）

夏季市民俳句大会�
俳句作品

ID �048953

ID �042870 選考1人

21
　緑化や自然環境に関する施策について審議する同審
議会の市民委員を募集。委嘱期間は8/1から2年。
対象　�市内在住の18～75歳で年2・3回平日日中に開

催する会議に出席できる人
報酬　�日額9,100円
問合　�農林緑政課／℡674-7402　
申込　�6/22㈬までに HP 窓 郵 で（小論文「私が考える

みどり豊かなまちづくり」と応募動機（計1,000
字程度）、基本事項、性別、生年月日、職業、略
歴記入）

緑地環境保全等審議会�
市民委員

ID �004899

22
　経済的理由により、修学が困難な学生を対象に奨学
生を募集。
貸付　�高校生など＝国・公立7,000円、私立10,000

円
　　　�大学生など＝国・公立11,000円、私立14,000

円　※いずれも月額
対象　次の全てを満たす人

①扶養者（学資負担者）が市内在住（独立生計
者、社会人の応募不可）②高校、高等専門学
校、大学、短大、専修学校などに在学（修業年
限が2年以上の高等課程または専門課程）③経
済的理由により修学が困難　※所得制限・論作
文あり

問合　�保健給食課／℡674-7608
申込　�6/20㈪～7/8㈮に 郵 で

令和4年度奨学生（追加募集）

24
　高槻現代劇場で開催する市美術展覧会の出展作品を
募集。入賞、入選した作品を展示します。今年度は市
民会館の閉館に伴い、会期を分けて開催します。
対象　�15歳以上
料金　�1点1,500円（4/1現在35歳以下は無料）
搬入　�9/9㈮・10㈯＝前期（洋画、日本

画、書）�
9/23㈷・24㈯＝後期（デザイン、
立体造形、工芸、写真）

問合　�高槻現代劇場�
℡671-1061�
〒569-0077野見町2-33

申込　�8/9㈫～31㈬に申込書を HP 郵 または各搬入日に
窓 で

市美術展覧会出展作品

部門 作品の規格

日本画 10号M（53.0㎝×33.3㎝）～60号F（130.3㎝×97.0㎝）　※額装

洋画
油彩・水彩・アクリルは10号M（53.0㎝×33.3㎝）
～80号F（145.5㎝×112.0㎝）、パステルは10号M
（53.0㎝×33.3㎝）～60号F（130．3㎝×97.0㎝）、
版画は60号F（130．3㎝×97.0㎝）まで　※額装

立体
造形

木彫、塑像、金属彫刻、石彫、オブジェなど（模刻、模
写、工芸、民芸は除く）。大きさ・素材自由（持ち運び・
展示可能なもの）。組み立ては作者自身が行い、会場
内で長時間かかるものは不可。立体組み立て作品は
完成図・写真を添付

工芸 立体作品は自由、平面作品は170㎝×170㎝以内
（珍木、自然木、手芸、造花、魚拓、盆石などは除く）

書
90cm×190cm以内。篆刻は印影だけで可（軸物は
不可）　※額装または、パネル張（釈文は16㎝×6㎝
程度の用紙。提出自由）

写真 長辺39㎝～56㎝　※額装または、パネル張（単写真
に限る）

デザ
イン

イラストレーション、グラフィックデザイン、CG、
ホームページデザイン（プリントアウトだけ）、すべ
てB1判以内　※額装、パネル張。半立体（奥行10㎝
以内）可。企業名、商品名表示は不可

※ガラス張額不可、仮縁は可　※音声・電源使用は不可

27
　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

ID �045898

28
　10月採用の消防吏員（大学卒A、短大卒、高校
卒）、来年4月採用の消防吏員（大学卒B）を募集。
詳細は市ホームページに掲載。
試験　�①基礎能力検査（テストセンターで受験）＝

6/16㈭～7/3㈰②体力検査＝6/19㈰～21㈫　
※①②の受験が必要。②の日時は消防本部が決
定

問合　�消防総務課／℡674-7973

消防吏員（大学卒、短大卒、高校卒）

人数 受験資格

4人
大学卒A 平成8年10月2日以降生まれ
短大卒 平成10年10月2日以降生まれ
高校卒 平成12年10月2日以降生まれ

4人 大学卒B 平成9年4月2日以降生まれ

18
　Jアラートを使った緊急地震速報訓練が6/15㈬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　6/15㈬10:00ごろ

※9:45ごろ訓練放送の
　周知放送実施

問合　危機管理室／℡674-7314

緊急地震速報の訓練放送�
6/15に実施

ID �063750

ID �065174

19
　市は、ウクライナから避難した人の生活全般を支援
するために総合窓口を設置しています。
対象　�市に滞在または、滞在を希望するウクライナか

ら避難した人
場所　人権・男女共同参画課
問合　℡674-7575

ウクライナ避難者のための�
総合窓口を設置

23
　保育施設へ仕事の様子や内容を直接聞ける就職フェ
アへの参加者を募集。保育園、幼稚園、認定こども
園、小規模園など36法人（62園）が出展予定です。
下記のセミナーも実施します。いずれも子ども未来館
で。無料。

ID �059123 当日直接
保育士・幼稚園教諭等就職フェア
対象　�市内の民間保育園・幼稚園などに就職希望の人
日時　�7/3㈰　10:00～14:00
問合　�保育幼稚園総務課／℡648-3273　※保育あり

ID �047473 申込順40人
保育士のためのセミナー
子どもへの関わり方
対象　�保育士　　　
日時　�6/18㈯　13:30～15:00
問合　�保育士・保育所支援センター／℡648-3243�

（保育幼稚園総務課内）
申込　�6/3㈮から HP 窓 で

保育士・幼稚園教諭等就職フェア

ID �042839 申込順72人

26
　障がい者雇用を進める企業による合同就職面接会へ
の参加者を募集。雇用・就労相談もあり。
対象　�障がい者
日時　�6/16㈭　13:00～16:00
場所　�生涯学習センター1階展示ホール
料金　�無料
問合　�ハローワーク茨木／℡072-623-2551（42＃）
申込　�6/3㈮～15㈬に で

障がい者合同就職面接相談会�
参加者

　令和4年1月2日～5年1月1日に新築または増改築し
た家屋は、令和5年度から新たに固定資産税・都市計
画税が課税されます（都市計画税は市街化区域だけ課
税）。家屋の評価額算出のため、市職員が家屋調査を
行います。訪問する職員は必ず「固定資産評価補助員
証」と「徴税吏員証」を携行しています。
問合　資産税課／℡674-7146

17 家屋の実地調査を実施

ID �001825
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