
新区長 山下 勝利のあいさつ新区長 山下 勝利のあいさつ 工 業 統 計 調 査 に ご 協 力 を
市内の製造業を営む事業所を対象

に、６月１日を基準日として工業統
計調査を実施します。
この調査は、製造業の実態を明ら

かにするために、国が市を経由して
実施しているもので、調査結果は行
政施策などに幅広く利用されていま
す。
期間中は、府知事発行の調査員証

を携帯した調査員が対象事務所に調

査票を投函
します。調
査票は、統
計上の目的
以外に利用することはありません。
皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。
�東区役所企画総務課（�２８７―８１００
�２８７―８１１３）か政策企画部調査統

計担当（�２７５―７６０３ �２７５―７６０５）

ばひ ろ
情 報
高齢の方向け

東基幹型包括支援センター
東区日置荘原寺町１９５―１
（�２８７―８７３０ �２８７―８７４０）

■ご存じですか？総合事業
要支援１・２の方や、事業対象者

の方の生活を支援する総合事業は、
デイサービスや訪問介護のほか、さ

まざまなサービスを実施していま
す。サービスの利用については、担
当のケアマネジャーか地域包括支援
センターに相談してください。
�総合事業サービスの例
�短期集中通所サービス（体力づく
り） �担い手登録型訪問サービス
（家事のサポート） �担い手登録型
通所サービス（交流の場）
※一部、事業の運営体制について変
更している場合があります。

登美丘西・登美丘東・
登美丘南・野田東区南野田３３（ハーモニー内）（�２３７―０１１１ �２３７―３９００）

担当区域（小学校区）東第２地域包括支援センター

南八下・八下西・日置荘・
日置荘西・白鷺

東区日置荘田中町１４３―１（つるぎ荘内）（�２８６―２８２８ �２８６―６８６８）
東第１地域相談窓口【新設】

東区石原町３丁１５０（つるぎ荘・やしも地域サポートセンター内）
（�２４０―００１８ �２４０―００４８）

担当区域（小学校区）東第１地域包括支援センター

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止に向けた学校園の臨時休業

措置に伴い、「就学援助金」の受付時
期を延期しています。
受け付けの時期など詳しくは学校

で配布するお知らせや市ホームペー
ジ参照。
�学務課（�２２８―７４８５ �２２８―７２５６）

不要不急の外出自粛に
ご協力お願いします

東区役所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワークの活用によ
る職員の出勤を抑制するとともに、来庁者の方と職員との密接機会をできるだけ減ら
す取り組みとして、受付窓口数を減らしております。ご理解・ご協力をお願いします。

４月１日付で東区長に就任いた
しました山下 勝利（やました
かつとし）です。平素より区政の
運営にご理解・ご協力いただき、
厚くお礼申し上げます。
現在、新型コロナウイルス感染

症対策に関する緊急事態宣言が発
令され、皆さまには不要不急の外
出自粛にご協力いただいておりま
す。
東区役所におきましても、「密

閉」「密集」「密接」という「３密」が
重ならないよう職員のテレワーク
の活用や窓口の縮小、定期的な換

気を実施するな
ど、対策を講じ
ております。
一日も早く安

心できる日常を
取り戻せるよう一人一人が外出を
自粛し、こまめな手洗いやうが
い、咳エチケットを実践するなど
一丸となって難局を乗り越えまし
ょう。区民の皆さまにはご不便を
おかけしますがご理解・ご協力を
引き続きお願いいたします。
�東区役所企画総務課（�２８７―
８１００ �２８７―８１１３）

自治会施設賠償責任保険に
加入を希望する自治会を募集

自治会施設賠償責任保険に
加入を希望する自治会を募集

自治会が所有または管理する防犯
灯や防犯カメラ、掲示板について、
施設賠償責任が補償される「自治会
施設賠償責任保険」へ堺市自治連合
協議会が新たに加入します。
加入を希望する自治会（校区自治

連合会未加入自治会を含む）を募集
していますので、希望する自治会は
東区自治連合協議会事務局（東区役
所自治推進課内 �２８７―８１２２ �

２８７―８１１３）へ５月２９日までにお申し
込みください。また、申込書は市ホ
ームページからもダウンロードでき
ます。
なお、堺市自治連合協議会に加入

している自治会は、校区自治連合会
を通じての申込になります。保険料
は全額市が負担します。詳しくは市
ホームページ参照。

■５月６日（休日）まで臨時休館し
ます
返却期日・予約取り置き期限日

が３月３日以降の資料は、期限日
を延長します。
貸出資料の返却については、返

却ポストをご利用いただけます。
（東図書館４階の返却ポストは午
前８時３０分～午後１１時）
■電子図書館
図書館ホームページから電子図

書館をご利用いただけます。貸出
カードをお持ちでない方にも臨時
休館中のみご利用いただける臨時

利用者 ID を発行いたします。詳
しくは図書館ホームページ参照。
�こんな本があります
「青春の逆説」織田作之助 青空
文庫
大阪を代表する作家、織田作之

助はかつて北野田に住んでいた東
区に縁の深い人物です。「夫婦善
哉」が有名ですが、本作品はこじ
らせ男子の「青
春」小説。文学
的かつ通俗的な
物語を楽しんで
みませんか。

図図書書館館だだよよりり
東図書館（東区北野田１０７７ アミナス北野田４階 �２３５―１３４５ �２３６―１５１７）
開館時間�火～金曜日 午前１０時～午後８時 土・日曜日、祝休日 午前１０時～午後６時

初芝分館（東区野尻町２２１―４ 初芝体育館内 �２８６―００７１ �２８６―００９１）
開館時間�火～日曜日、祝休日 午前１０時～午後５時

就学援助申請の
受付延期

プラスチック製容器包装の収集日
に金属類などの分別品目以外が混入
しており、リサイクルに支障が出て
います。収集できるのは、プラマー
クのついた容器や包装だけです。適
正な分別にご理解・ご協力をお願い
します。
■ごみ分別アプリ「さんあ～る」配信中
ごみの収集日や分別方法を確認で

きる機能があります。
スマートフォンのアプ
リストアで検索する
か、右の２次元コード
からダウンロードでき
ます。無料（通信料は
別途必要）。
�環境業務課（�２２８―
７４２９ �２２９―４４５４）

プラスチック製容器包装の分別は適正にプラスチック製容器包装の分別は適正に
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Android

� ������	���
�
���� ����―���� ����―����

�������
� �����

���� �����������  !�"
��#$%&'() ���*―	+�� ���*―	*++,-�./�� 012

3 �����������
�456789:;< �����―�����* ��++―�		�=>�� �����3�? �������	���

��#$%&'() ���*―	+�� ���*―	*++@A�B�� �

���+��8 ���+�����+�
�CDEF) ���*―	+�+ ���*―**��

>G��
012 �����

���� ����������� 12H��� ����;I  !+"
J�#$%&'() ��� ��KL4

MNOPQRS��
����� 012

3�? ������	���
J�#$TU�VW) XD��*	―*���TU��� ����� �+���������

"Y%&Z[) ���*―	��� ���*―*�	�
"Y\]^_QRS"Y��

� �����

3�? ������	���
J�#$TU�VW) ��� ��KL4`a��3�? *�����	���

bcd�MNefg ���―��+�―*��* ���	�―���―���MN�� �

3�? ������	���hiT�jTklVW_Hmno����������p
J�#$TU�VW) ��� ��KL4qrst��3�? ������	���

J�#$%&'() ��� ��KL4
uv���"Y��

� �����

3�? ������	���
J�#$TU�VW) ��� ��KL4wx��

����� yz ���������+�r{|}H|~
� ����� ����� ������� }�H��I�

3�? ������	���
J�#$%&'() XD��*	―*����U�� �

��OP'������L���� yzh,-�������p
012 �����OP� ���―��+�―����h3�?p

���]P���������L��� �zh��?�>G�@A��Hyzp
012 �����L ����―����h3�?p

����―�������*―�	������―�*����	�―������*	―*�����	�―*�*����*―	+���� 

���� ����� 012
���� �����������
�$ ��#$%&'()
12 ¡ ����;I  !��"
�¢��H�£¤sh��¥¦§p

¨©�3¨©�m¨©�?¨©�ª¨©��¨©�3© «}12 ¡}
ªª�33�m?��m�?��ª3�m�?��}

¬�®�¯�°�J�±����

令和２年（２０２０年）５月１日
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

２ 東区広報 笑笑顔顔とといいっっししょょにに「「あありりががととうう」」


