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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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2 市制施行80周年 
記念ロゴが決定

ID �063139

　来年1月に迎える市制施行80周年の記念ロゴをイン
ターネットで募集し、応募作品の中から、人気投票に
より決定しました（右図）。
　記念ロゴは、市制施行80周
年記念事業などに活用してい
きます。
問合　�みらい創生室
　　　℡674-7392

1 新型コロナワクチン4回目接種 
集団接種を開始

ID �065705

　新型コロナワクチンの4回目接種は、7月から多く
の高齢者が対象となるため、7/1㈮からグリーンプラ
ザたかつき1号館で集団接種（表1）を実施します。
　今後、国において接種対象者などが変更になる可能
性がありますので、最新の情報は市ホームページでご
確認ください。
問合　市新型コロナワクチンコールセンター
　　　℡0120-090-555

（表1）集団接種会場（要予約）

3 市議会議長に山口重雄さん 
副議長に真鍋宗一郎さん

ID �001004

　令和4年第2回臨時会が5/16～18に開かれ、議長に
は、山口重雄さん（市民連合議員団、75歳）、副議
長には、真鍋宗一郎さん（自民・無所属議員団、44
歳）が当選し就任しました。
　また、議会選出の監査委員には、吉田忠則さん（公
明党議員団、59歳）が選任され、常任委員会委員・
特別委員会委員・議会運営委員会委員などの議会役員
も決まりました。
※詳細は同時配布の「たかつき市議会だより」5月臨時会号へ
問合　�議会事務局／℡674-7213

議長
山口重雄さん

副議長
真鍋宗一郎さん

日時

7月 8月
月・火・金・
土・日曜 金・土曜

平日は13:00～21:00
（予約枠は20:00まで）

土･日曜、7/18㈷は9:00～17:00
（予約枠は16:00まで）

場所 グリーンプラザたかつき1号館3階
※ワクチンは武田/モデルナ社を使用（表2参照）

4回目接種を実施している最新の医療機関一覧は、市
ホームページに掲載（接種券に同封の一覧から内容
に変更がある場合あり）

●�6/15現在、②の対象者には予防接種法上の努力義
務の規定は適用されていません。今後、最新の科学
的知見を踏まえ、国において改めて議論されること
になります
●�接種券は、3回目接種から5カ月経過する18歳以上
の全ての人に順次送付します。接種券が届いても、
現時点では上記①②以外の人は接種対象者ではあり
ません
●�今後対象が拡大される可能性があるので、上記①②
以外の人も届いた接種券は大切に保管してください

接種対象者（4回目）
①�60歳以上の人
②�18歳以上60歳未満で、基礎疾患のある人や重症化
リスクが高いと医師が認める人

※�①②いずれも3回目接種から5カ月以上経過した人が対象

接種券が届かない場合は問い合わせを
　3回目接種から5カ月程度が過ぎても接種券が届かない場
合は、市新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わ
せください。

ノババックス（武田社）　
大阪府が1・2・3回目用に接種実施
　府は、ノババックス（武田社）の接種を実施してい
ます。同ワクチンは、組み換えタンパクワクチンであ
り、この技術は、B型肝炎ウイルスワクチンなど、他
のワクチンでも使用実績があります。
　予約方法などは、府ホームページをご確認ください。
対象　18歳以上
間隔　1・2回目　3週間　　3回目　6カ月
　　　※�1・2回目に異なるワクチンを接種した場合も、

3回目にノババックス（武田社）を接種可能
会場　�ホテルプリムローズ大阪接種センター（大阪市

中央区）　
　　　※�同会場では武田/モデルナ社およびアストラ

ゼネカ社の1・2回目接種も実施

（表2）対象者別ワクチンの主な種類　※1

5～11歳 12～17歳 18歳以上

1・2回目 小児用
ファイザー社

ファイザー社
武田/モデルナ社

ファイザー社
武田/モデルナ社

3回目
※2 接種対象外 ファイザー社

ファイザー社
武田/モデルナ社

※3

4回目 接種対象外 接種対象外
ファイザー社

武田/モデルナ社
※3

※4
※1　ワクチンの種類は、市内医療機関で使用しているもの
※2　�ファイザー社、武田/モデルナ社の3回目接種の時期は、2回目接

種から5カ月以上経過した人が対象
※3　�武田/モデルナ社の3・4回目接種は、1・2回目接種の半量を接種
※4　�現時点の18歳以上の4回目接種対象者は、左記接種対象者を参照

　マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場
において評価される環境整備が図られるために策定し
ました。計画は、住宅課、行政資料コーナー（市役所
本館1階）、市ホームぺージで閲覧できます。
問合　住宅課／℡674-7525

7 マンション管理適正化推進計画を
策定

ID �063767

　市は、金融機関や商工会議所などと連携して創業支
援ネットワークをつくり、市内で創業したい人をサポ
ートしています。その一環として、創業に関する相談
を受ける「ワンストップ相談窓口」を産業振興課内に
設置しています。市内で創業を考えている人は、お気
軽にご相談ください。
問合　産業振興課／℡674-7411
特定創業支援事業の内容
　経営、財務、人材育成、販路開拓に関する個別指導
や創業セミナー（下記）を実施。受講後、会社設立時
の登録免許税の軽減などの特典があります。

ID �063639 申込順30人
たかつき創業塾
　中小企業診断士・福田尚好さんなどから創業に向けた
ビジネスプランの作成を学びます。
日時　�7/23～8/27（全5回）
場所　高槻商工会議所
料金　5,000円
問合　�℡675-0484、�

FAX675-3466、�
〒569-0078大手町3-46

申込　7/4㈪～15㈮に HP 窓 F 郵 で

5 市内での創業を支援

ID �004202

ID �066269

6
　市内で飲食店・小売店を新規出店する人に、店舗改
装費の一部を補助します。審査あり。
　
対象　�市内で店舗を賃借または取得し、飲食店また

は、小売店を新規出店する人　など
補助　店舗改装費の1/2（上限50万円）

※�交付決定後、改装工事から実績報告までの手
続き完了が必要

問合　産業振興課／℡674-7411
申込　8/31㈬までに事業計画書を 窓 で

"魅力あるお店"応援プロジェクト 
新規出店に最大50万円

4 高槻まつり 
標語、ポスター原画など決定

ID �066074

標語　�つなげたい�未来へ人の輪�高槻まつり�
（笠原真澄さんの作品）

　8/6㈯・7㈰に開催する市民フェスタ高槻まつりを
盛り上げる標語、ポスター原画、司会者などが決まり
ました。
問合　高槻まつり振興会事務局／℡674-7375

ポスター原画
（岸本眞由子さんの作品）

アトム健児さん 加藤あやさん

司会者

司会者アシスタント

前田結衣さん 池田直隆さん
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　屋内に生息する衛生害虫は食品などへの被害やアレ
ルギー、病気の原因になることがあります。発生を防
ぐために次の対策が効果的です。
・食べかす、カビなどの虫のえさとなるものを掃除
・換気を心掛け、多湿を避ける
・食品は密閉して保管する　など
問合　保健衛生課／℡661-9331

13 ゴキブリなど衛生害虫 
発生を防ぐために

ID �002766

　夏はエアコンなどの冷房機器の使用が増えるため、
電力消費量が大きくなります。家庭でも健康を損なわ
ない範囲の適正冷房（室温28度
目安）、テレビなどの家電や照明
を小まめに消すなどして節電に取
り組みましょう。
問合　環境政策課／℡674-7486

14 夏の節電にご協力ください

ID �063096

　国民年金保険料の納付が経済的に困難で、前年所得
が一定以下の人は、全額か一部免除または猶予される
場合があります。失業や新型コロナによる所得減少な
どは特例措置あり。申請は年度ごとに必要で、過去の
未納分は2年1カ月まで遡って申請可能です。
対象　�学生納付特例制度の対象者を除く加入者（猶予

は50歳未満）
問合　市民課／℡674-7073
申込　新規　 窓 郵 または各支所で
　　　更新　�前年度の審査結果の通知に「期間延長承

認」または「継続審査申出受付済」と記
載されている人以外は新規と同様に申請
必要

15 国民年金保険料 
納付免除・猶予申請を受け付け

ID �063586

　国民健康保険と後期高齢者医療制度では、高額な診
療を受けるとき、病院や薬局の窓口で提示すると、支
払い額が限度額までとなる「限度額適用認定証」「限
度額適用・標準負担額減額認定証」を発行していま
す。新しく交付を希望する人は、申請してください。
対象　�現役並み所得者世帯※、住民税非課税世帯の被

保険者、70歳未満の被保険者
　　　※�課税所得145万円から690万円未満の被保険

者と、同一世帯に属する被保険者
問合　国民健康保険課／℡674-7079
申込　 窓 郵 で

継続利用できる場合　7月中に新認定証を送付
　現在の認定証の有効期限は7月末です。8月以降の
利用対象者へは、新認定証を7月中に送付します。な
お、所得状況が大きく変動する人などは自動更新され
ない場合があるので、お問い合わせください。

12 限度額適用認定証 
8月以降の継続対象者は申請不要

ID �064219（国保） 002413（後期高齢）

　化学物質過敏症は、わずかな量の化学物質に過敏に
反応することで、頭痛やけん怠感、ぜんそく、不眠など
の症状が現れると言われています。未解明の部分も多
く、原因の化学物質も人によってさまざまで、柔軟剤や
香水などに含まれる「香料」によって症状が誘発される
人もいます。特に公共の場ではご配慮ください。
問合　保健衛生課／℡661-9331

8 化学物質過敏症の人への配慮を

ID �002770

　7月は社会を明るくする運動強調月間で
す。犯罪や非行をした人たちの立ち直り
を支え、犯罪や非行のない地域社会を築
くことを目指しています。
問合　市社会福祉協議会／℡674-7684
オープニングセレモニー・パレード
日時　7/1㈮　17:00～18:00
場所　�総合センター前　※雨天時は地域福祉会館（城

西町）でセレモニーを実施
当日先着250人
講演「みんなが かがやく 明るい社会へ」
　大笑い福祉使の交遊亭楽笑さんの講演など。
日時　7/2㈯　13:30～16:00
場所　生涯学習センター2階多目的ホール
　　　※手話通訳あり
更生保護茶会・矯正施設など作品展示即売会
日時　7/10㈰　10:00～15:00
場所　ホテルアベストグランデ高槻（芥川町1）
料金　お茶会500円　※なくなり次第終了

9 更生保護と少年非行の防止を呼び掛け 
パレードや講演会を開催

　市民プールの屋外プールが7/1㈮からオープンします。
日時　7/1㈮～9/11㈰　9:00～18:00
問合　市民プール／℡677-7200

10 市民プールの屋外プール 
7月からオープン

ID �064675

利用料
当日券 回数券（11回分）

一般 520円 5,200円
3歳～中学生、65歳以上 260円 2,600円
2歳以下 無料 無料
※�障がい児・者の利用料金は各区分の半額（介助者にも減額規定あり）
※�65歳以上の人は年齢の確認できる書類を、障がい児・者は障がい者
手帳を持参

　7/10㈰に参議院議員通常選挙が行われます。私た
ちの意見を国政に反映させる大切な選挙です。自分の
一票を有効に使いましょう。
　感染症拡大防止のため期日前投票による分散投票に
ご協力ください。期日前投票所は、生涯学習センター
1階など市内5カ所に設けます。場所により投票期間
や時間が異なるので、詳細は市ホームページや全戸配
布する「選挙のお知らせ」でご確認ください。
問合　選挙管理委員会事務局／℡674-7676

11 7/10㈰ 参議院議員通常選挙 
大切な一票を有効に使おう

ID �032449

　サマージャンボ宝くじ、サマージャンボミニが7/5
㈫～8/5㈮に発売されます。収益金は明るく住みよい
まちづくりに使われます。購入は府内の販売店または
インターネットから。
問合　府市町村振興協会／℡06-6941-7441

17 サマージャンボ宝くじ発売

ID �067800

　図書館がお薦めの本を持って公民館や支所を訪問。
図書の紹介や読書相談などを行います。
問合　子ども読書支援センター／℡685-0440

当日会場でできること
●�貸出券の発行・更新（本人確認書類など持参）�
●本の貸出（貸出券が必要。1人5冊まで）
●�本の予約（公民館・支所で受け取り可）

16 図書館が公民館や支所にやってくる 
まちごと出張図書館

ID �063886

日時 場所
7/ １㈮　13:00～16:00 樫田支所
7/ ５㈫　10:15～12:15 今城塚公民館
7/11㈪　10:15～12:15 磐手公民館
7/15㈮　10:45～12:45 日吉台公民館
7/19㈫　10:30～12:00 南大冠公民館
7/23㈯　11:00～13:00 三箇牧公民館
7/24㈰　10:30～12:30 五領公民館

　令和3年度の個人情報保護制度と情報公開制度の運
用状況がまとまりました。詳しい内容は、行政資料コ
ーナー（市役所本館１階）、法務ガバナンス室、市ホ
ームページで閲覧できます。
問合　法務ガバナンス室／℡674-7322

18 個人情報保護・情報公開制度 
令和3年度の運用状況

個人情報保護制度� ID �001469
個人情報保護運営審議会答申　4件

（市が個人情報の電算処理や一定の制限を超えた利用などをすると
き、保護措置について市に答申すること）

自己情報の開示などの請求　延べ104人
（市が保有する個人情報について、本人から開示・訂正・削除・中止を
請求すること）

情報公開制度� ID �001464
公開請求　延べ153人　公開申出　延べ59人

（市が保有する公文書について、公開の請求・申出をすること）

公開会議（審議会など）
33会議が75回開催、傍聴者数は延べ94人

市がほぼ全面出資している団体、指定管理者の個人情報保
護・情報公開

出資法人 情報公開の申出　1件（部分公開の回答1件）
自己情報開示などの申出　0件

指定
管理者

情報公開の申出　2件（全部公開の回答2件）
自己情報開示などの申出　1件（全部開示の回
答1件）

19
　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（31㈰は16:00まで）
問合　市献血推進協議会／℡674-7163

エミル高槻　 7/2㈯・5㈫・31㈰

献血日程

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

21 傍聴できます　審議会の日程

ID �064242
町名地番改正調査委員会
成合南の町・東の町区域変更

7/6㈬
9:30～

A
（3階）

市民課
℡674-7052

ID �063272
文化財保護審議会
文化財の保護・活用・普及啓発

7/11㈪
10:00～

B
（6階）

文化財課
℡674-7652

ID �058387
バリアフリー推進協議会
基本構想の事業進捗状況など

7/12㈫
10:00～

A
（2階）

都市づくり推進
課
℡674-7552

ID �063869
選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録の抹消など

7/13㈬
10:00～

B
（13階）

選挙管理委員会
事務局
℡674-7676

ID �031577
教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

7/13㈬
10:00～

B
（12階）

教育総務課
℡674-7620

ID �064254
農業委員会定例会
農地法の許可申請など

7/15㈮
13:30～

A
（2階）

農業委員会
事務局
℡674-7421

ID �064031
社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会
計画の進捗状況など

7/20㈬
14:00～

A
（3階）

長寿介護課
℡674-7166

ID �063053
自殺対策連絡協議会
自殺対策の推進 ※一部非公開

7/25㈪
14:00～

A
（3階）

保健予防課
℡661-9332

ID �058406
男女共同参画審議会
計画の進捗状況の報告など

7/27㈬
10:00～

A
（2階）

人権・男女共同
参画課
℡674-7575

ID �063873
都市計画審議会
特定生産緑地の指定

8/2㈫
10:00～

A
（3階）

都市づくり推進
課
℡674-7552

　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

20 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
7/6㈬ 13:00～15:00、

16:00～19:00 クロスパル高槻
7/28㈭
7/13㈬

10:00～17:00 市民プール
7/14㈭
7/30㈯

10:00～16:00 イオン高槻
7/31㈰
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ID �065365

25

　たかつき観光大使・しばたありぼぼさん（ヤバイT
シャツ屋さん）がメインDJとなり、高槻愛を語るラジ
オ番組「コエタカタカツキレディオ」。同番組に出演
するアシスタントを募集。
対象　�市出身か市内在住の声が高い人　※選考あり。

一次は書類審査、二次はzoomでの面談（7/24
㈰予定）

問合　�市観光協会／℡675-0081
申込　7/17㈰までに HP で

FM802特別番組　コエタカタカツキレディオ
放送日は8/11
　しばたありぼぼさんとヤバイＴシャツ屋さんのメン
バーが高槻のいいところを存分に語ります。お楽しみ
に！
日時　8/11㈷　20:00～21:00

ラジオ番組アシスタント 
FM802で高槻の魅力をアピール

ID �063246

29
　薬の正しい使い方やかかりつけ薬剤師・薬局をイメ
ージしたポスター原画と川柳を募集。
問合　�府薬剤師会
　　　℡06-6947-5481、FAX06-6947-5480
　　　〒540-0019大阪市中央区和泉町1-3-8

ポスター原画
対象　府内在住、通学の小・中学生
規格　4つ切りかB3　※1人1点。画材は自由
申込　�9/5㈪までに 郵 で（作品裏の右下に基本事項と

学校名・住所、学年記入）。または 窓 で健康
医療政策課（城東町）へ

川柳
対象　府内在住、通勤の人
申込　9/5㈪までに HP F は で
　　　（基本事項と川柳、年齢を記入）

薬と健康の週間 
ポスター原画、川柳

ID �068081

31
　美しく、個性と風格のあるまちの景観づくりを進め
るために、景観上優れた建物やまちなみを表彰する大
阪まちなみ賞へ推薦する建物などを募集。
対象　府内の建物、建物を中心としたまちなみ
問合　府建築環境課／℡06-6210-9718
申込　�7/1㈮～31㈰に HP で

大阪まちなみ賞 
すてきな建物、まちなみ

ID �045610

28
　人権の尊さ、平和などをテーマに、人権啓発作品を
募集。入選作品は12/9㈮・10㈯に生涯学習センター
で展示。
問合　�市人権まちづくり協会／℡647-7825
　　　〒569-0071城北町1-14-6荒木ビル3階
申込　7/4㈪～10/14㈮に作品を 窓 郵 で

標語　30字程度。サイズはA3以内
絵 ・ポスター　手書きは画用紙4つ切り、パソコン作
成はA2以下

作文・読書感想文　400字詰め原稿用紙4枚以内

人権啓発作品 
標語、絵・ポスター、作文、読書感想文

ID �032687 申込順

26
　11/1㈫～6㈰にたかつきアート博覧会「TGN（高
槻ギャラリーネット）合同企画展」に出展する作品を
募集。テーマは「顔」。
規格　�絵画・写真・工芸・その他平面作品＝幅70cm、

高さ100cm以内立体造形＝縦横高さの合計120cm
以内　※重すぎるもの、壊れやすいものは不可

場所　�アートデアート・ビュー（北園町）、
　　　ギャラリーからころ（城北町）、
　　　ギャラリーＴＳＵＮＡＧＵ（高槻町）、
　　　シェアアトリエ福寿舎（城北町）
料金　�1点1,500円（2点目からは500円）、
　　　中学生以下1点700円
問合　ギャラリーからころ／℡090-1959-7934
申込　7/31㈰までに 窓 で各ギャラリーへ

たかつきアート博覧会 
TGN合同企画展出展作品

24
ID �063296 抽選

　市営川西住宅へ11月から入居する人を募集。
戸数　�2DK（1～3人世帯）＝1戸　�

※収入基準など条件あり
問合　住宅課／℡674-7525
申込　7/1㈮～15㈮に 郵 で

市営川西住宅の入居者
抽選40団体

27
　11/6㈰に高槻現代劇場で開催する市民音楽祭への
出演者を募集。
対象　市内で活動している合唱団。1団体50人以内
料金　�1団体2,000円、出演者1人100円
　　　（指揮者、伴奏者含む）
問合　�高槻現代劇場／℡671-9999（10:00～17:00）�

〒569-0077野見町2-33
申込　�7/6㈬～20㈬に 往で
　　　�（団体名、人数、代表者住所、氏

名、電話番号記入）

市民音楽祭出演団体

　10・11月に開催する市文化祭の展示部門に参加す
る団体を募集。生涯学習センターで3日間展示。
対象　�市内で文化活動をし、展示をしたことがある団

体
問合　�高槻現代劇場
　　　℡671-9999、FAX671-7755
　　　〒569-0077野見町2-33
申込　7/6㈬～20㈬に F 郵 で

抽選6団体

30 市文化祭展示部門 
参加団体

32
　市営バスの運転士を募集。
勤務　週4回変則勤務
資格　�昭和33年4/2以降生まれで大型第二種運転免許

所有など
月額　172,957円（ボーナスあり）　　試験　7/23㈯
問合　交通部総務企画課／℡677-3504
　　　〒569-0823芝生町4-3-1
申込　7/8㈮までに 窓 郵 で

バス運転業務従事職員

ID �064236 選考5人

33
　要介護認定を決めるための調査をする人を募集。
勤務　8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　7/16㈯
問合　長寿介護課／℡674-7167
申込　7/1㈮～13㈬に 窓 で

要介護認定調査員

ID �037012 選考1人

35
　小学生を対象にした集団保育や管理業務を行う人を
募集。
勤務　�10月から月～金曜13:30～19:00、土曜と学校

休業期間8:30～19:00（土曜は17:15まで）
場所　�市立学童保育室
資格　�保育士資格か教員免許を持つ、実務経験者など
月額　�163,350円（ボーナスあり）　試験　�8/14㈰
問合　�子ども育成課／℡674-7656
申込　�8/1㈪までに 郵 で

学童保育指導員

ID �037455 選考18人

34
　認定こども園の保育教諭を募集。
勤務　�令和5年4/1から月～土曜のうち週5日、8:45

～17:15　※時差勤務あり
場所　（仮称）富田認定こども園（昭和台町1）
資格　�昭和63年4/2以降生まれで、保育士資格と幼稚

園教諭免許の両方を取得しているまたは、来年
3月までに取得見込みの人

月額　182,200円（ボーナスあり）
試験　8/7㈰
問合　市社会福祉協議会／℡674-7496
申込　7/4㈪～19㈫に 窓 郵 で

（仮称）富田認定こども園保育教諭

選考2人

36
　簡単な事務補助を行う人を募集。
勤務　8～11月の月～金曜8:45～17:15
場所　地域福祉会館（城西町）
時給　995円
問合　市社会福祉協議会／℡674-7496
申込　随時 窓 郵 で

社会福祉協議会事務員（短期）

選考1人

37
　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

場所　市立学童保育室　　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 選考

　市政運営において、施策を形成する段階から市民の
皆さんに参加してもらうため、「市民参加」の取り組
みを行っています。その一つが行政計画などの素案に
対するパブリックコメントです。今年度は、「立地適
正化計画」や「ひとり親家庭等自立促進計画」などを
予定しています。
問合　�みらい創生室／℡674-7392

22
ID �017619

パブリックコメント 
市政に市民の意見を反映

　７月は「子どもの交通事故防止」「自転車の安全利
用の推進」などを運動の重点として、夏の交通事故防
止運動が実施されます。夏休みを迎え、外出の機会が
増えると、交通事故に遭う危険が高まります。家族で
交通安全ルールについて話し合い、事故のない楽しい
夏を過ごしましょう。
問合　�管理課／℡674-7592

23 夏の交通事故防止運動 
事故のない楽しい夏を過ごそう

ID �064193
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