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	 「“消費”で築く新しい日常」

掲載内容について
・アイコンの説明
　☎ 電話　 FAX  ファックス　  電子メール
　 H  P  ホームページ　
・費用・金額の記載がない場合は無料。
・申込方法の記載がない場合は事前申込不要。
・市外局番「072」の場合、記載は省略しています。
　携帯電話やスマートフォンからお問い合わせの
　際は、「072」をつけて発信してください。

■藤井寺市の人口
（令和3年3月末現在）
人口 64,029人

男30,456人
女33,573人

世帯数 29,627世帯
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藤井寺市×イオン 連携事業
「ふじいでら WAON」で地域に還元
イオン㈱と藤井寺市が、令和元年9月14日に締結した地
域連携協定に関する取り組みの 1 つとして、ご当地
WAONの藤井寺市バージョン「ふじいでらWAON」を発行
しています。
「ふじいでらWAON」をご利用いただくと、支払い金額の
0.1％が市に寄附される仕組みになっており、今回協定に基
づき、グループ会社の㈱ダイエーから、市へ 159,469 円
（※）の寄附をいただきました。
※令和2年3月1日～令和3年2月末日までの利用金額の
0.1%にあたる額

いただきました寄附金は、子どもたちの教育推進として、
小中学校図書館の図書購入に活用させていただきます。
「ふじいでらWAON」をお持ちの方も、まだお持ちでな
い方も是非ご利用ください。

「ふじいでらWAON」の入手方法は？
イオン藤井寺ショッピングセンターほか、全国のイオ

ン・ダイエー店舗で購入できます（取り扱いのない店
舗もありますので、各店舗へお問い合わせください）。

▶「ふじいでらWAON」の詳細はこちらから

【藤井寺市議会だより合併号】

妊娠中の方々への支援策として、
1万円がチャージされた「ふじい
でらWAON」を配付します。
詳しくは、3ページをご覧ください。

第一生命保険（株）・大塚製薬（株）による
新規採用職員研修

中西金属工業㈱と、
自動除菌ロボットの実証実験

新型コロナウイルス感染症対策と
して、藤井寺市立保健センターで、
中西金属工業（株）と連携して、自動
除菌ロボット「R

ア ル パ カ

-Paca」（※）の実証実
験を行いました。
中西金属工業㈱とは、今後も様々

な分野において連携を検討していき
ます。

※「R-Paca」は、紫外線UV-C の照射と除菌
液散布によるダブル除菌により、清潔な
環境を作ります。大手高度医療機器メー
カーのTime	Medical社が開発する自動
除菌ロボット「Intelligent	Sterilization	
Robot	(ISR)」を日本市場で展開後、初
の実証実験となります。

問合先　企業パートナーシップデスク（政策推進課内）
　（６階�番窓口）☎939・1171

昨年度、包括連携協定を締結した第一生命保険（株）と
大塚製薬（株）に藤井寺市の新規採用職員に対して研修を
行って頂きました。
第一生命保険（株）には、同社の開発された消費者教育
教材「ライフサイクルゲームⅡ～生涯設計のススメ～」を使
い、ライフプランニングや詐欺被害防止などについて研
修頂きました。
大塚製薬（株）には、「健康」をテーマに睡眠や食事での
栄養の取り方などに関して、同社で蓄えられた健康に関
する研究結果を活用して研修頂きました。

官民連携の取り組み紹介

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯
生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期
化する中で、低所得のひとり親子育て世帯に対
し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点
から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給
します。

令和 3年 4月分の児童扶養手当受給者につ
いては、5月中に支給予定です。詳しくは、市
ホームページ・LINE 公式アカウントなどでお知
らせします。また、申請が必要な方については、
広報ふじいでら6月号でご案内します。

申請・問合先　子育て支援課子育て担当(2階�番窓口)　☎939・1162

▲第一生命保険（株）による研修の様子
「ライフサイクルゲームⅡ～生涯設計のススメ～」

厚労省の
ホームページ▶

▲大塚製薬（株）による研修の様子
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支え合い、助け合い、
ともに生きる地域づくり
第4期藤井寺市地域福祉計画を策定

高齢者や障害のある人、子どもを含む誰もが安心して
充実した生活を実感できるよう、市民・事業者・行政な
どがともに地域に関わり、協働、連携した取り組みを進
めていくことを目指し、令和 3年 4月から5年間を計画
期間とする「第 4期藤井寺市地域福祉計画」を策定しまし
た。

基本目標
①福祉への理解を深め、みんなで支え合うまち
②地域でつながり、身近で相談できるまち
③安心・安全で、誰もが住みやすいまち

問合先　福祉総務課福祉総務担当（1階⑥番窓口）
　☎939・1417

「第８期　藤井寺市いきいき長寿プラン」を策定

市では、保健福祉に関するサービスや介護サービスが、
高齢者に効果的かつ円滑に提供できるよう、令和 3年度
から令和 5年度の 3年間を計画期間とする「高齢者保健
福祉計画」と「介護保険事業計画」を一体化した「第 8期藤
井寺市いきいき長寿プラン」を策定しました。
介護保険制度の改正を踏まえながら、団塊の世代が
75 歳以上となる2025 年、団塊ジュニア世代が 65 歳
以上となる2040年を見据え、	高齢者が住み慣れた地域

人権尊重の理念に基づく
障害者施策の構築を目指して

藤井寺市障害者計画、障害福祉計画(第6期)及び障害児
福祉計画(第2期) を策定

市では、障害のある人の視点に立ち、ライフステージ
に応じた総合的な支援を地域全体で進めることができる
よう、施策全般に関わる理念や基本的な目標を定める障
害者計画（計画期間：令和 3年 4月から6年間）、障害
福祉サービスの必要量と、その確保のための方策などを
定める障害福祉計画 (第 6期 ) 及び障害児福祉計画 (第
2期 )	（計画期間：令和 3年 4月から3年間）を策定し
ました。

基本目標
①インクルーシブな社会（※）への理解促進
②意思決定の尊重
③まちぐるみの支え合いの仕組みづくり
（※）あらゆる障害（バリア）を取り除き、障害の有無に関わ
らず、すべての市民にとって生活しやすい社会

問合先　福祉総務課障害者福祉担当（1階⑥番窓口）
　☎939・1106

廃
止

市では、行政手続の簡素化及び市民の皆さんの利便性の向上
を図るため、押印義務の廃止の早期実現に向けて見直しを進め
てきました。
見直しの結果、市の業務全体で押印を求めている手続 1,467
件（※）のうち1,224 件について、令和 3年4月1日から押印義務
を廃止しています。
※国及び府の法令・条例・通知などにより押印が義務付けられてい
るものを除く。

押印義務の廃止とは
押印を「禁止」する趣旨ではなく、押印を「求
めない」ことを意味します。個別の事情に
より押印を残すことが適切な場合があるた
め、個々の事例や必要性に応じて、柔軟か
つ適切に対応します。

対象手続　市で押印を求めている行政手続(市民、
事業者から提出される申請、届出など )

【ご注意ください】
　手続によっては、本人による署名や、本人確認の
ためマイナンバーカードや運転免許証などの身分
証明書の掲示を求める場合があります
ので、事前にご確認ください。

▶詳細は、市ホームページをご覧ください。

問合先　総務課法規担当（3階�番窓口）
　☎939・1061

行政手続での 押印義務を廃止

で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・
医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体
制である地域包括ケアシステムの更なる強化を目指して
取り組んでいきます。
計画の全文は、市役所１階情報交流ひろば「ふらっと」
及び市ホームページ	で閲覧できます。
問合先　高齢介護課総務担当（１階③番窓口）
　☎939・1164

ご存じですか？
地域住民の身近な相談相手「民生委員児童委員」

5月12日は民生委員児童委員の日

地域のお助けマン民生委員児童委員

民生委員児童委員は、地域住民の「身近な相談相手」
であるとともに、「支援へのつなぎ役」です。
地域住民が抱える悩みや心配ごとなどの相談に応

じ、必要であれば専門機関や福祉サービスなどの情報
提供をしたり、関係の機関へつなぐことなどによって、
住民自らが課題を解決するための支援を行います。

ひとりで悩まず相談してください。

ひとり暮らしなので、
何かあった時に不安

福祉サービスを受けたいが、
利用手続きがわからない

心配で気になるご近所さんが
いるけど、どこへ相談したら
いいの？

こんなことは
ありませんか？

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、外出自
粛が求められ、地域の繋がりづくりが難しくなっていま
す。民生委員児童委員は、地域の皆さん一人ひとりに
寄り添い、必要な支援に繋ぎ、ネットワークで支えて
いきます。

問合先　藤井寺市民生委員児童委員協議会
　（藤井寺市社会福祉協議会内）　☎938・8220
　

▲（写真左）朝の見守り活動、（右）ひとり暮らし高齢者宅の訪問

民生委員児童委員は法律で設置が定められ、厚生労働大
臣から委嘱を受けた「非常勤の特別職の地方公務員」です。
藤井寺市では74人の民生委員児童委員が活動しています。
（5月1日時点）
また、民生委員児童委員の中から特に子どもに関するこ

とを専門的に担当し、地域での関連機関等とのつなぎ役と
しての中心的な役割を目的としている「主任児童委員」が、
小学校区に1人配置されています。

「いきいき笑顔あふれる暮らしを支え合えるまち」を目指して

計画の全文は、市役所1階情報交流ひろば「ふらっと」及び市ホームページ	で閲覧できます。


