YUM E TOW N

夢タウン

大好きなまち 活気あるまち 住みやすいまち

泉佐野市 暮らし応援マガジン

泉佐野市で
暮らそう

世界へ繋がるゲート

関空のあるまち、泉佐野
“ええもん”いっぱい

泉佐野市の伝統食材
暮らしを応援！

新助成制度が増えました

泉佐野市長からのメッセージ
泉佐野市は、大阪府の南部にあり、人口10万あ
まりの“ 関空”
と
“ 大阪で唯一の温泉郷 犬鳴山温泉”
があるまちです。里山に囲まれた美しい景観と懐か
しい風景が沢山残っていながら、臨海部には、関西

飛行機
泉佐野市から、東京まで約７0
分！ 札幌・沖縄まで約２時間。

でも有数の観光スポット“りんくうタウン”
があり、橋
を渡ると世界へつながる関空があるという近代的な
まちでもあります。アクセス面では、泉佐野にインター
チェンジがある高速道路が 3 本あり、電車で大阪市
内へ約 30 分で行けるなど、交通の利便性にも恵ま
れた暮らしやすいまちです。
最近では心配されていた財政もずいぶん回復し、
次なるステップとして“ 未来へ飛躍する泉佐野”を
テーマに、
“日本一のまち”
を目指してまちづくりを進
めています。
全国の皆さん！ 未来あるまち“ 夢タウン泉佐野”
に
住んでみませんか！
泉佐野市長

千代松 大耕

（ちよまつ ひろやす）

泉佐野市へのアクセス
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南海電車
市内に南海本線の駅が
４駅。通勤・通学に、電
車でのアクセス良好！

泉佐野市はどこへ行くにも
アクセスに便利なまち！
難波

阪神高速 4号湾岸線
インターも市内とりんくうエリアで
複数あり、車でのアクセス良好！

泉佐野駅
泉佐野駅から南海本線
特 急で、大 阪 市 内（ 難
波）
まで直通約 30 分！

JR 阪和線
市内に JR 阪和線の駅が３
駅。通勤・通学に、電車で
のアクセス良好。大阪市内
（ 天王寺）
まで約 40 分！

日根野駅
JR 阪 和 線 快 速 で、
大阪市内（ 天王寺）
まで直通約 40 分！
周辺都市へのアクセス

阪和自動車道
大阪方面へも、和歌山方面
へも、車でのアクセス良好！

泉佐野市内

8分

関空

45分

大阪

27分

和歌山
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方面

暮らし・賑わい

人が集い賑わうまち

活気ある
泉佐野で
暮らそう！

「関空のあるまち」泉佐野市には、
市民をはじめさまざまな「ひと」が集います。
交流を通じて「まち」が輝き、
モノや情報そして文化が行き交う、
賑わいと活力のあるまちづくりを進めています。

“ええもん”
いっぱい
泉佐野市の伝統食材
泉佐野ならではの豊かな自然の恵
みから産まれた “ええもん” がいっ
ぱい。旬の食材に大人も子どもも
家族で舌鼓！
水なす
水分が多く皮が柔らかい水なす。江戸時
代から育てられている泉州産は全国から
高い評価を受けています。

泉州たまねぎ

甘くて柔らかい泉州たまね
ぎ。明治時代から栽培され
ている歴史があります。

がっちょ

ネズミゴチとも呼ばれる魚。
市内居酒屋では唐揚げがオ
ススメ。

犬鳴ポーク

泉佐野発、大阪で唯一のブ
ランド豚肉。料理人も絶賛の
味わいです。

わたりがに

多くのグルメ達に愛されるわ
たりがに。泉州では古くから
取引が盛んです。

とれとれの新鮮食材が手に入る！ 直売マーケット
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泉佐野漁協 青空市場

RizuMieこーたり～な（ JA 大阪泉州農産物直売所）

漁港から届く新鮮な海
産物が産地価格で勢揃
い。市場内には食事が
できるお店もあり、お出
かけにもおすすめ。

地場産を中心とした野
菜や加工品などを販売
する農 産 物 直 売 所で
す。泉州産の新鮮野菜
も沢山並びます。

泉佐野市新町 2-5187-101

泉佐野市松風台 3-1

世界へ繋がるゲート
関空のあるまち、泉佐野
市の臨海エリアにある「りんくうタウ
ン」
を越え、全長 3750m の世界一の
トラス橋を渡れば、そこは関西国際空
港。さまざまなひと・モノ・情報の交
流拠点です。

りんくうタウン

関西国際空港
日本唯一の 4,000m
級複数滑走路を有す
る、完 全 24 時 間 運
用 可 能な国 際 拠 点
空港。国内や世界へ
繋がるゲートとなっ
ています。

詳細▶P.9

全長
3750m!

世界一の
トラス橋を渡れば
そこは関空！

暮らしを応援！いろいろな助成制度
泉佐野市では、2014年 4月より、新しい助成
金制度の導入を行っています。ひとを育む、優
しいまちづくりをこれからも進めていきます。

エネファーム設置補助

詳細▶P.8

エネルギーを有効活用できる「 エネファーム」の
設置費用を、所定の条件のもと、助成します。

こどもの医療費助成

詳細▶P.6

通院助成の対象を「 中学校 3 年生年度末」までに
拡大しました。

三世代同居等転入転居費用一部助成

詳細▶P.8

市内の高齢者世帯と同居または近居するため転
入転居された場合に、費用の一部を助成します。
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子育て・医療
充実した
医療システムで
安心！

大阪府下でトップクラスの
医療システムがある暮らし。
泉佐野市では市の重要課題として、
子育て支援の積極的な充実と、医療体制面でも、
医療センターの整備や組織の充実をはかるなど、
市民のみなさんが安心して暮らせるまちづくりを推進しています。

妊産婦にとって
安心安全なまち。
泉州広域母子医療センター

産婦人科の全国的な医師不足や周
産期施設が減少していくなど、出産
環境の悪化が叫ばれる中、いち早
く、問題に取り組んだ結果、大阪府
内でも屈指の医療体制を持つ病院
として、生まれ変わりました。泉佐
野で暮らす妊産婦にとって安心安
全な医療を提供し、出産、子育ての
充実した支援活動を行っています。
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地域医療・救急医療の充実で
安心して暮らせるまちづくり
りんくう総合医療センター

救急医療

総病床数
上記の内
集中治療病床数

388床
（内 救命救急センター30床、
感染症センター10床）
38床
（内 救命救急センター18床）

救命救急センター

24時間対応

心臓センター
（循環器内科・
心臓血管外科）

24時間対応

救急体制

救急医療においては救命救急センター、
泉州南部初期急病センターがカバー。休
日等の初期救急についても、各センターが
連携し、一次救急から三次救急までトー
タルで命と暮らしを守っています。

りんくう総合医療センター 施設概要
（2018 年1月現在）
病床数

高度先進医療（ がん、脳卒中、急性心筋梗
塞、糖尿病等）
、急性期医療を行うことが
でき、災害拠点病院であるとともに、日本
で 3 施設しかない高度安全病床を有する
特定感染症指定施設であります。全国的に
も数少ない国際診療科を有し、豊富な医
療通訳者のいる、地域の中核病院です。

脳神経外科

24時間対応

産婦人科

午後5時～翌朝8時30分

外科系

月・木・金曜日の午後5
時～翌朝8時45分

小児科

日曜日
（第 2・第 4）の
午後 11時～翌朝6時
（輪番制での対応）

※内科の救急診療は休診中

こどもの医療費助成

14年連続 待機児童ゼロ！

2016 年4月1日より「 こども医療費助成
制度」
の通院助成の対象を「 中学校 3 年生
年度末」
までに拡大。

泉佐野市では、保育所の待機児童が 14年
連続でゼロ（ 平成30年2月時点）
の実績が
あり、働きながら子育てをされている皆さ
んも安心して暮らせるまちづくりを目指し
ています。また、幼児期の学校教育・保育
や地域の子ども・子育て支援を総合的に推
進するための「子ども・子育て支援新制度」
が平成27年度にスタート。これからも子育
てに関する支援を充実させていきます。

入・通院

助成対象

助成方法

中学校3 年生 ①中学校3 年生年度末までの
年度末までの 児童生徒は、医療機関で医療
児童生徒
証を提示

【 問い合せ先】
泉佐野市役所 子育て支援課 まで
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福祉・イベント

笑顔で暮らせる明るいまち

ふれあい・
賑わいが
いっぱい！

歴史ある伝統芸能やお祭りが数多く受け継がれていて、
子どもから大人まで三世代が楽しめるイベントが目白押し。
公園や公共の施設も市内に沢山あり、ふれあいの溢れる、
明るいまちづくりを目指しています。

公共施設
市民活動の拠点となる公共・文化施設が
市内各所にあり、コンサートなどのイベン
トも定期的に行われています。
総合文化センター
「 エブノ泉の森ホール」
「 レイクアルスタープラザ・
カワサキ生涯学習センター」
「レイクアルスタープ
ラザ・カワサキ歴史館いずみさの」
「レイクアルス
タープラザ・カワサキ中央図書館」からなる総合
文化施設。春は桜の名所となります。

J:COM末広体育館
（市民総合体育館）
泉佐野市街地の中心
部、末広公園内にある
市民総合体育館です。
いずみさのコミュニテ
ィバス「 健康増進セン
ター」
バス停すぐ。

観光おもてなしプラザ
「泉佐野 まち処」
誰でも気軽に立ち寄れる
観光案内所。泉佐野市と
全国の提携先自治体の特
産品や地場産品もずらり！

泉佐野市を
PRするぜ！

観光ボランティア

観光ボランティア
ガイドが泉佐野市
を訪れるお客様を
おもてなしします。

お祭り・イベント
「 大井関桜まつり」
「 泉佐野郷土芸能の
集い」など、1 年を通してさまざまなお祭
りやイベントでまちが賑わいます。

©ゆでたまご／泉佐野市

泉佐野市公式キャラクター 一生犬鳴！イヌナキン！
口癖は一生犬鳴（イッショウケンメイ）。泉佐野市
のシティープロモーションのため、全国へ PR 行
脚しているよ。
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暮らしを応援する制度
三世代同居等転入転居費用一部助成

1 年以上泉佐野市内に住んでいる高齢者
世帯の親と、同居または近居するために転
入転居した中学生以下のこどもがいる世帯
に、転入転居費用の一部を助成します。
※転入転居日から６ヵ月以内の申請に限る。
※交付決定額が予算額に達した時点で受付終了。

助成対象

助成額

①持家の
住宅の新築等費用
場合
賃貸借契約に要する 上限額１０万円
②賃貸の
費用（敷金、礼金、権
場合
利金、仲介手数料）
【 申請・問い合せ先】泉佐野市役所

高齢介護課 まで

家庭で使うエネルギーを家庭で創り出し、
エネルギーの無駄を減らすエコなシステム
「 エネファーム」
。市では、所定の条件の
もと、エネファームを設置した世帯に設置
費用を助成します。
平成30年度

中古住宅の市場における流通を促進する
ため、良質な空き家（ 戸建住宅で建築確認
のあるもの）
を市の台帳に登録し、ホーム
ページに掲載

【 申請・問い合せ先】
泉佐野市役所

都市計画課 まで

住宅リフォーム助成事業

定住促進及び地域の活性化を目的として、
市民が市内の施工業者を利用して行う住
宅リフォーム工事について、一定要件を満
たせば住宅改造費の一部を助成します。
助成内容
住宅改造費用の一部 1０万円（ 最大）

エネファーム設置補助

年度

空き家バンク制度

設置日

申請期間

2014.3.1 ～
2019.2 月末

2018.6.15 ～
2019.3.15

※国の補助が終了した場合は、市の補助も終了します。詳し
くは下記問い合せ先までご連絡ください。
【 申請・問い合せ先】泉佐野市役所 環境衛生課まで

住宅総合助成事業

市内で自己居住用の新築住宅を建設・購
入する場合、また、空き家バンクに登録さ
れた中古住宅を購入する場合、登記費用、
引越費用等を助成します。
（ 中古住宅の賃
貸は引越費用のみ助成）

※申請には建築確認の有無、工事内容など条件があります。
なお、助成金の交付決定前に行われた工事は対象外となり
ます。詳しくは下記問い合せ先までご連絡ください。
【 申請・問い合せ先】
泉佐野市役所

都市計画課 まで

泉佐野市結婚新生活支援事業

泉佐野市に住民票がある新婚夫婦に対し、
結婚に伴う新生活に係る住居費・引越し
費用の一部を助成します。
※交付決定額が予算額に達した時点で受付終了。

助成対象

助成額

物 件の購 入 又は賃
貸に要する経費、家
①住居費 賃、敷金、礼金、保 ①②合せて
証金、共益費、仲介 上限 30 万円
手数料など
（平成 30 年度）
②引越
引越し業者や運送業
費用
者に支払った実費
※申請には婚姻時期、住居の購入又は貸借、引越し時期、ご
夫婦の所得上限・年齢など条件があります。詳しくは下記問
い合せ先までご連絡ください。
【 申請・問い合せ先】
泉佐野市役所 子育て支援課 まで

助成内容
登記費用（ 最大 20 万円）、引越費用（ 最大 10 万
円）の一部３０万円（ 最大）
※申請には契約日など条件があります。詳しくは下記問い合
せ先までご連絡ください。
【 申請・問い合せ先】泉佐野市役所 都市計画課 まで
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遊びスポット・自然・史跡

お出掛けしたくなる！
泉佐野の自慢スポット

自然も、都会も！
楽しみどころ
満載！

臨海部には関西でも有数の観光・ショッピングエリア
「りんくうタウン」が広がりますが、市内には古き良き歴史的景観が
沢山残されています。都会も自然も、四季を感じられる
暮らしの楽しみどころが盛り沢山のまちです。

家族で楽しめる憩いの
スポット
「りんくうタウン」
関 西 空 港 の 対 岸、南 北 8km
に渡るりんくうタウンは、空港
と地域が共に繁栄する新しい
まちづくりをめざして、平成 8
年にまちびらきをしました。

りんくうゲートタワービル
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りんくう公園

りんくうマーブルビーチ

りんくうプレミアム・アウトレット

りんくう まち処

自然・史跡・遊びスポットも
盛り沢山
季節を感じられるお出かけスポットが沢
山。ぜひ一度足を運んでみてください。

国史跡 日根荘遺跡

全国でも数少ない中世荘園の国史跡。寺
社、
ため池等 16カ所が指定されています。

大井関公園（ろじ渓谷）

渓流美と無数のソメイヨシノで知られる大
井関公園。中央の「 ろじ渓谷」は大阪みど
りの百選にも選ばれています。

長福寺跡

火走神社

国宝 慈眼院多宝塔

日根神社

犬鳴山

命をかけて主人を大蛇から守った
義犬の伝説から、犬鳴山と呼ぶよ
うになったと伝えられています。

犬鳴山温泉
犬鳴山散策の拠点にもなる秘境ムード
漂う、府内唯一の温泉郷。隠れ家的雰
囲気が身も心も癒してくれます。

犬鳴山七宝瀧寺・行者の滝
犬鳴山は修験道の霊場であり、真言宗犬鳴派の本山です。
今でも全国から行者が修行に集まります。
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泉佐野市の
情報をチェック！

賑わいと
歴史ある迎都

泉佐野市公式キャラクター

大阪府
泉佐野市

一生犬鳴！イヌナキン！
犬鳴山の義犬伝説主人公の末裔で、その DNA を
受け継ぎ正義感と卓越した忠誠心の持ち主。子ど
もたちには友情の大切さを説いて回る。
「 一生犬
鳴」
を合言葉に日々、泉佐野市の「 ええとこ！ PR 」
に努めている。もちろん好物は、泉州水なすと玉ね
ぎ（ 超人のため、玉ねぎを食べても平気なのだ！）
、
キャベツにがっちょ唐揚！

●泉佐野市ホームページ

●ええトコ！泉佐野

泉佐野市
http://www.city.izumisano.lg.jp/
泉佐野市の公式ホームページです。

検索

検索
ええトコ 泉佐野
http://www.city.izumisano.lg.jp/izumisano/
「住みたい！」
「 行きたい！」
など、テーマから泉佐
野市について知ることができるコンテンツです。

●泉佐野市観光協会
ふるさと納税のご案内
泉佐野市では、ふるさと納税の
ご寄附を随時受け付けております。
泉佐野市へのご支援を
どうぞよろしくお願い致します！
検索
泉佐野市 観光協会
http://www.kankou-izumisano.jp/
イベント情報、遊び・体験情報、食事、歴史、
自然など、泉佐野市のオススメ観光情報を掲
載しています。

詳しくは
泉佐野市 ふるさと納税

検索

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/
koushitsu/seisaku/menu/furusato/

【お問い合わせ先】大阪府泉佐野市役所市長公室政策推進課
〒 598-8550 大阪府泉佐野市市場東 1 丁目 295-3

2072-463-1212

FAX：072-464-9314
（内線2429） E-mail：seisaku@city.izumisano.lg.jp
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