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問い合わせは高齢・福祉総務課☎︎754・6250

65歳以上の方が対象です
高齢者福祉サービス一覧

本市には、100歳以上の方が７月31日現在で79
人いらっしゃいます。これからもお元気で、ますま
すのご長寿をお祈り申し上げます。

100歳以上の方々おめでとうございます 長寿祝金をお届けします

サービス名 内容 問い合わせ

緊急通報装置
貸し出し

ひとり暮らし・高齢者世帯で健康に不安のある場合に
月額500円で貸し出し（鍵預かりサービスを希望され
る場合は月額550円追加）

◎高齢・福祉総務課☎︎754・6123
◎池田・五月丘小学校区
　さわやか地域包括支援センター
　☎︎754・6789
◎細郷・秦野小学校区
　伏尾地域包括支援センター
　☎︎752・1649
◎石橋・石橋南・北豊島小学校区
　石橋巽地域包括支援センター
　☎︎763・0363
◎呉服・神田・緑丘小学校区
　医師会地域包括支援センター
　☎︎750・2884

日常生活用具の
給付

ひとり暮らし・高齢者世帯で低所得者の方に火災報知
器を給付

キットあんしん
ふくまるくん
（救急医療情報
キット）

ひとり暮らし・高齢者世帯・障がい者の方の安全・安
心を確保するために、緊急連絡先やかかりつけ医など
の情報を保管するキットを配布

紙おむつ給付 常時紙おむつを使用する要介護４以上で、在宅の方
（市・府民税非課税世帯）に給付

◎高齢・福祉総務課☎︎754・6123

指定ごみ袋の
福祉配布

紙おむつ給付の対象外で、医師の診断により在宅で常
時紙おむつを必要とする方（おむつ使用証明書が必要
な場合があります）に指定ごみ袋を配布

成年後見制度 認知症などにより判断能力が不十分で親族がいない方
に、後見人などの選任を申請

日常生活
援助事業

高齢者世帯（市・府民税非課税世帯）で日常生活に不便
を感じていることを援助（月５回以内で１回1,000円）

ふれあい
優待入浴

毎月15日と30日、市内の浴場を入浴と集いの場とし
て提供（１回200円）

在日外国人
高齢者福祉金

制度上、年金を受給できない大正15年４月１日以前生
まれの在日外国人に年額13万円を支給（居住期間、所
得制限あり）

養護老人ホーム
入所

社会的・経済的理由など家族と生活ができず、ひとり
での生活が困難な方が対象（本人の収入や扶養義務者
の所得による負担あり）

街かど
デイハウス

伏尾台コミュニティセンター第１会館を利用して、市
内在住の高齢者に、健康体操や趣味活動などの生きが
い活動の場を提供（実費負担あり）

日常生活
自立支援事業

主に認知症の方など、判断能力が不十分な方で福祉サ
ービスの利用や金銭・財産管理などが困難な方をお手
伝い（所得に応じて利用料が異なります）

◎社会福祉協議会☎︎751・0421

生活相談 経済的理由などで生活に困っている方の相談 ◎生活福祉課☎︎754・6251

D市内に１年以上住む市民　H88歳
…２万円、100歳…５万円、101歳以
上…毎年１万円　※誕生月に各家庭へ
お届けします。
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問い合わせは選挙管理委員会事務局☎︎754・6150

選挙人名簿の抄本閲覧状況
公職選挙法の規定に基づき、令和２年度の選挙人名簿の抄本の閲覧状況を下記のとおり公表します。
なお、２年度の在外選挙人名簿の抄本の閲覧はありませんでした。

閲覧者 利用目的 閲覧日 対象範囲

小林　吉三 政治活動

2年10月5日 畑一丁目（477件）、畑二丁目（475件）、畑五丁目（375件）、
五月丘四丁目（575件）

2年10月6日 畑一丁目（925件）、畑二丁目（425件）、畑四丁目（512件）
2年10月9日 畑一丁目（450件）、畑三丁目（1,175件）、旭丘一丁目（575件）

2年10月20日 畑一丁目（76件）、畑三丁目（126件）、畑四丁目（601件）、
旭丘一丁目（913件）

2年10月23日 畑四丁目（206件）、井口堂三丁目（475件）、旭丘二丁目（929件）
 2年11月27日 旭丘三丁目（983件）、井口堂二丁目（167件）、井口堂三丁目（662件）
2年12月8日 旭丘三丁目（373件）、井口堂二丁目（1,050件）、渋谷一丁目（512件）
2年12月11日 井口堂一丁目（130件）、井口堂二丁目（321件）、渋谷一丁目（563件）
2年12月15日 井口堂一丁目（650件）、渋谷二丁目（533件）、渋谷三丁目（350件）
2年12月18日 井口堂一丁目（725件）、渋谷三丁目（275件）
2年12月22日 渋谷三丁目（618件）、畑二丁目（17件）
3年2月2日 城南一・二・三丁目（317件）、五月丘二・三丁目（850件）
3年2月5日 城南二丁目（407件）、城南三丁目（613件）、五月丘二・三丁目（682件）

3年2月9日 城南二丁目（91件）、城南三丁目（681件）、五月丘二丁目（163件）、
五月丘三丁目（69件）

藤原　美知子 政治活動

2年11月6日 神田一丁目（418件）、室町（1,250件）
2年11月9日 満寿美町（170件）、呉服町（303件）
2年11月12日 満寿美町（139件）、呉服町（397件）
2年11月18日 東山町・中川原町・古江町・伏尾町・吉田町（1,197件）
2年11月19日 満寿美町（178件）、呉服町（327件）
2年11月20日 神田一丁目（900件）、神田三丁目（1,322件）、室町（1,339件）
2年11月25日 吉田町（144件）、新町（294件）、古江町（301件）、綾羽一丁目（171件）
2年11月26日 姫室町（354件）、満寿美町（286件）

2年12月7日 姫室町（251件）、満寿美町（100件）、栄町（104件）、菅原町（148件）、
西本町（153件）、綾羽二丁目（235件）、栄本町（351件）

2年12月9日 伏尾台一丁目（1,063件）、伏尾台二丁目（870件）

2年12月11日 槻木町（169件）、伏尾台三丁目（763件）、伏尾台四丁目（732件）、
伏尾台五丁目（490件）

2年12月14日 伏尾台二丁目（305件）、伏尾台五丁目（144件）、槻木町（43件）、
大和町（154件）、建石町（467件）、城山町（184件）

2年12月17日 伏尾町（1,288件）、建石町（62件）
2年12月21日 姫室町（272件）、満寿美町（109件）
3年1月12日 神田二丁目（325件）、神田三丁目（75件）、満寿美町（218件）
3年2月3日 木部町（828件）

前田　敏 政治活動 2年11月10日 鉢塚一・二・三丁目、緑丘一・二丁目（200件）
笹野　雅之 政治活動 2年12月16日 石橋四丁目（10件）

山元　建 政治活動

3年2月12日 緑丘二丁目（668件）、五月丘二丁目（1,060件）、五月丘三丁目（324件）
3年2月16日 鉢塚一・二・三丁目（284件）、五月丘一・二・三・四・五丁目（200件）
3年2月26日 緑丘二丁目（459件）、鉢塚一丁目（1,050件）
3年3月9日 鉢塚二丁目（324件）、五月丘一丁目（790件）
3年3月12日 鉢塚三丁目（890件）、上池田一・二丁目（283件）
3年3月23日 鉢塚一・二・三丁目（500件）、上池田一・二丁目（500件）

（一社）
共同通信社 
世論調査部

松原　亜津砂

政治・選挙に関する
世論調査 2年9月15日 第4・24投票区（24件）

情報公開状況を報告します
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問い合わせは総合窓口課☎︎754・6243

住民基本台帳の閲覧状況の公表	
住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。
令和２年度の住民基本台帳の閲覧は14件でした。内容については、下記のとおりです。

■閲覧状況
閲覧者（受託者） 委託者 利用目的 閲覧日 対象範囲

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長

鈴木　稲博

NHK放送文化研究所
世論調査部

部長　吉田　理恵

「2020年国民生活時間調査」実施の
ための対象者抽出 2年8月13日 石橋２丁目（24人）

（一社）新情報センター
事務局長　山本　恭久

NHK放送文化研究所 
世論調査部　

部長　吉田　理恵

「東日本大震災から10年　復興に関
する意識調査」実施のための対象者
抽出

2年9月8日 畑2丁目（12人）

（一社）中央調査社
会長　境　克彦

内閣府大臣官房政府広報室
室長　田中　愛智朗

「薬局の利用に関する世論調査」実施
のための対象者抽出 2年9月11日 渋谷３丁目（16人）

（一社）中央調査社
会長　境　克彦

内閣府大臣官房政府広報室 
室長　田中　愛智朗

「外交に関する世論調査（附帯調査：
水循環）」実施のための対象者抽出 2年9月29日 伏尾台１丁目（16人）

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長

鈴木　稲博

内閣府政策統括官付 
参事官　小山　巌

「青少年のインターネット利用環境
実態調査」実施のための対象者抽出 2年10月13日 城南3丁目（20人）

（株）エム・アールビジネス
代表取締役　櫛谷　忠則 大阪府知事　吉村　洋文 「人権問題に関する府民意識調査」実

施のための対象者抽出 2年10月15日
満寿美町、豊島北2丁
目、荘園2丁目、伏尾
台5丁目（40人）

（株）インテージリサーチ
代表取締役社長
小田切　俊夫

環境省地球環境局総務課
脱炭素社会移行推進室 

室長　坂口　芳輝

「令和３年度家庭部門のCO2排出実
態統計調査」実施のための対象者抽
出

2年11月17日 井口堂3丁目（60人）

（一社）中央調査社
会長　境　克彦

（株）野村総合研究所 
常務執行役員　立松　博史

「テレビ視聴に関する調査」実施のた
めの対象者抽出 2年11月17日 石橋1丁目（14人）

（一社）中央調査社
会長　境 克彦

大阪商業大学 
学長　谷岡　一郎

「 健康 と 暮 ら し に つ い て の 調査
（JGSS-2021H）」実施のための対象
者抽出

2年11月17日 緑丘2丁目（15人）

（株）ジャパン・マーケティン
グ・エージェンシー

大阪事務所マネージャー
福井　潤

大阪府知事　吉村　洋文 「ギャンブル等依存症の実態に係る
調査」実施のための対象者抽出 2年12月23日

豊島南2丁目、井口堂
3丁目、渋谷2丁目、伏
尾台2丁目、大和町、
神田2丁目（58人）

（株）日経リサーチ
代表取締役社長

福本　敏彦

国立教育政策研究所 
所長　中川　健朗

「 第 2 回 OECD 国 際 成 人 力 調 査
（PIAAC)予備調査」実施のための対
象者抽出

3年1月6日 天神2丁目、豊島北１
丁目（40人）

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長

鈴木　稲博

学校法人明治大学 
理事長　柳谷　孝

「弁護士イメージ・弁護士アクセスに
ついての全国調査」実施のための対
象者抽出

3年2月3日 石橋3・4丁目（50人）

（一社）中央調査社
会長　境　克彦

文化庁　国語課 
課長　柳澤　好治

「令和２年度国語に関する世論調査」
実施のための対象者抽出 3年2月3日 木部町（18人）

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長

鈴木　稲博

日本銀行　情報サービス局 
局長　林　新一郎

「生活意識に関するアンケート調査」
実施のための対象者抽出 3年2月16日 神田1丁目（15人）


