
は午後３時まで）　ところ　大阪法務局堺支
局（堺市堺区／南海高野線「堺東駅」下車）　定
員　弁護士相談／16人（先着順）　申し込み・
問い合わせ　電話で大阪法務局民事行政調査
官室☎06－6942－9452

全国一斉「高齢者・障害者の人権
あんしん相談」強化週間
　法務省では、高齢者や障がい者に対するいじ
めや虐待などについて、人権擁護委員や法務
局職員が対応する電話相談窓口を開設します。
とき　４日㈪～10日㈰いずれも午前８時30
分～午後７時、９日㈯・10日㈰いずれも午前
10時～午後５時　専門ダイヤル　　　ナビ
ダイヤル0570－003－110
問い合わせ　大阪法務局人権擁護部☎06－
6942－9496

7531 税
税理士による無料税務相談
　所得税、相続税や経理などに関する相談
を下表のとおり行います。

とき ところ
21日㈭・10月５日㈭ 市役所
６日㈬・13日㈬・20日㈬・
27日㈬・10月４日㈬

富田林納税協会
（富田林市若松町西）

※いずれも午後１時～４時（１人30分程度）
申し込み・問い合わせ　月～金曜日の午前９
時～午後５時に電話で近畿税理士会富田林
支部☎0721－25－6250

納税メモ
　10月２日㈪は固定資産税・都市計画税の第
３期分の納期限です。忘れないよう近くの
金融機関またはコンビニエンスストアで納
めてください。税金を滞納すると、督促手
数料や延滞金がかかるほか、財産の差し押
さえなどの滞納処分を課せられる場合があ
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福 祉
歳末たすけあい募金配分金申請受付
　歳末たすけあい募金の寄付金を、地域福
祉の推進を目的とした事業を実施する市内
の福祉団体などに配分します。12月～平成
30年１月に実施する事業が対象です。事前
に事業内容などについての審査があります。
配分申請書の配布・受付期間　４日㈪～10
月20日㈮いずれも午前９時～午後５時30分 
※土・日曜日、祝日など休日を除く　申し込
み・問い合わせ　社会福祉協議会へ直接

大阪狭山市戦没者・殉職者合同追悼式
とき　26日㈫午前10時～午後０時　ところ
慰霊碑斎場（今熊一丁目）
問い合わせ　大阪狭山市遺族会事務局☎366
－2022

サロンさやま
　身体障がい者が集えるサロンです。お互
いの経験や思いを共有してみませんか。
とき　16日㈯午後１時～３時　ところ　さ
つき荘・ロビー　対象　市内に住んでいる
身体障がい者手帳を持っている人と支援者 
参加費　100円（お茶代など）　定員　30人

（当日先着順）
問い合わせ　身体障がい者福祉協議会事務
局☎366－2022

難病とつきあうよりあい
とき　26日㈫午後２時～４時　ところ　市
立コミュニティセンター・多目的室２　対象
難病と診断された人と家族（確定診断を受け

ていない人も可）　内容　患者や家族同士の
交流　参加費　無料
問い合わせ　自然舎（山本☎367－5501）

脳卒中の後遺症とつきあう交流会
とき　21日㈭午後２時～４時　ところ　さ
つき荘・会議室　対象　脳卒中の後遺症を持
つ人と家族　内容　患者や家族同士の交流 
※見学無料
問い合わせ　ほっこり仲間の会（辻☎090－
9693－2470）、または社会福祉協議会（数見
☎367－1761）

さやりんおれんじカフェ
カフェ一覧　※いずれも利用料100円

さくらあつたかカフェ☎288－4381
とき　３日㈰午後２時～５時　ところ　さくら
の杜・半田地域交流スペース（半田三丁目）
げんきカフェ☎366－6535
とき　13日㈬・23日㈷午後２時～５時　ところ 
げんき館（茱 木三丁目）
カフェおもちゃ館☎365－6688
とき　３日㈰・10日㈰・17日㈰・20日㈬・24日
㈰いずれも午後１時～４時　ところ　リハビリ
デイサービスおもちゃ館（西山台六丁目）　
くみのきカフェ☎368－2777
とき　月～金曜日いずれも午後２時～４時　と
ころ　特別養護老人ホームくみのき苑（東茱
木四丁目）　
カフェ笑（しょう）☎320－8268
とき　３日㈰・17日㈰いずれも午後１時～４時 
ところ　デイサービス笑狭山（大野台七丁目）
問い合わせ　高齢介護グループ

3081 相 談
「全国一斉!法務局休日相談所」の
開設
　大阪法務局では、弁護士、司法書士など
の専門家が各種相談に対応する休日相談所
を開設します。弁護士相談は予約が必要です。
とき　10月１日㈰午前10時～午後４時（受付

ります。納期限までに納付が困難な場合は、
早めに税務グループへ納付方法を相談して
ください。
問い合わせ　税務グループ

統 計
就業構造基本調査
　総務省統計局では、10月１日㈰現在で就
業構造基本調査を実施します。この調査は、
日本の就業・不就業の実態を明らかにするこ
とを目的とする調査で、調査結果は雇用対策、
経済政策などの企画・立案のための基礎資料
として活用されます。調査対象は、無作為に
選ばれた全国の約52万世帯（15歳以上の世
帯員数108万人）です。９月上旬から調査員
が対象調査区の世帯を訪問しますので、ご
協力をお願いします。
問い合わせ　総務・情報統計グループ

消 防
消火栓愛護運動
　消防署では、10月31日㈫まで「消火栓愛護
運動」を実施しています。この運動は、市民
の皆さんに消火栓の重要性を広く訴えるとと
もに、市内にある消火栓が火災のときにすぐ
使用できるように点検整備し、火災による損
害を最小限にすることを目的としています。
点検整備の主な内容は、次のとおりです。
○消火栓枠を黄色のペンキなどで色を付け、
消火栓位置の明示を行う　○消火栓を開放

して水量調査を行う　○標識の脱色、脱落
などを点検し、必要に応じ交換する　
　また、この運動と併せて、消火栓付近の
違法駐車や大型店舗・駅周辺・団地内道路な
どの無余地駐車についても調査します。違
法駐車、迷惑駐車をしないようご協力をお
願いします。また、消火栓から漏水などの
異常を見つけた場合は、連絡してください。
問い合わせ　消防署警防第１・第２グループ

家庭を守る防火のコツ
～放火火災～

　住宅火災により全国で年間1,000人を超え
る人が亡くなっています。火災原因第１位で
ある放火火災の原因は、家のまわりに放置さ
れた新聞紙や段ボールに火を点けられた、自
転車やオートバイのボディカバーに火を点け
られたなどです。次の点に注意しましょう。
○門扉や物置などには必ず鍵をかける　○
センサーライトなどを設置し、家の周りを明
るくする　○自動車・オートバイ等のボディ
カバーを防炎品にする
問い合わせ　消防署警防第１・第２グループ

労 働
女性のスキルアップ×就業支援
　大阪府では総務経理、WEB、看護師など
の資格や経験を持ちながら、出産や育児など
で仕事から遠ざかっている女性のための就
業支援事業として、スキルのブラッシュアッ
プや、複合的な知識を習得するための研修、
就職に役立つセミナーなどを開催していま
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す。費用は無料です。詳しくは、ホームペー
ジ（http://lphoenix.jp/）をご覧ください。
問い合わせ　Ｌフェニックス拡充訓練事務
局☎06－4708－4513

求人・求職情報フェア in南河内
とき　12日㈫午後１時～４時　ところ　す
ばるホール（富田林市桜ケ丘町／南海高野線

「金剛駅」から南海バス「小金台二丁目バス停」
下車）　内容　求人企業による就職面接会、
セブン・イレブンシニアスタッフによるお仕
事説明会、中高年齢者就業相談、パソコンに
よる求人検索など　参加費　無料　※当日、
企業との面接を希望する人は、必ず履歴書
を持参してください（ハローワークカードを
持っている人はカードも必要）
問い合わせ　雇用促進広域連携協議会（富田
林市商工観光課）☎0721－25－1000

シニア向け合同企業説明会
　シニア雇用に積極的な企業（約20社）と、
現役で働きたい人を結び付ける催しを開催
します。
とき　８日㈮午後１時30分～４時　ところ
ヤマダ電機（LABI １なんば）・イベントスペー
ス LABIGate（大阪市浪速区難波中／南海高
野線「難波駅」下車）
問い合わせ　シニア就業促進センター☎06
－6910－0848

「カフェさつき」９月の営業日

６日㈬・13日㈬・20日㈬・27日㈬いずれ
も午前11時～午後２時
〔ところ〕　さつき荘・ロビー
〔メニュー〕　さつきカレー、ランチセッ
ト（ドリンク付）、コーヒー、紅茶

問い合わせ　障がい者地域活動支援セン
ター「さつき」☎366－2022

広告掲載に関する問い合わせは合同会社 IM総合企画☎072－242－7997

問い合わせ　防災・防犯推進室

0120 －367 －707

防災行政無線放送テレホンサービス
放送内容を聞くことができます

公共交通機関を利用しましょう
問い合わせ　土木グループ

９月９日は「救急の日」
救急車が本当に必要な人のために
救急車は正しく利用しましょう！

問い合わせ　消防本部
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ておく　○通水後、最初に水道を使うときは、
トイレや浄水器、給湯器などが設置されて
いない蛇口で、水の濁りがないことを確認
してから使用する
　工事期間中は騒音、振動、交通規制など
でご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。
問い合わせ　上水道グループ

交 通
大野台茱 木線舗装修繕工事
　大野台一丁目、二丁目、三丁目地内で工事
を行います。工事期間中、交通規制や騒音な
どでご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。なお、工事期間中は一部通行止め
を伴う片側交互通行区間があります。
工事期間　９月下旬～11月末（予定）　工事
内容　舗装打換え工事（昼間工事）

問い合わせ　土木グループ

募 集
市民農園利用者
　山本東地区内に新たに市民農園を開設しま
す。10月からの利用開始に向けて利用者を
募集します。利用にあたっては、土地所有者
との直接契約が必要です。市役所農政商工グ
ループ、ニュータウン連絡所で配布する『市
民農園の申込について』に書いてある条件を
十分に確認して申し込んでください。
利用対象者　市内に住んでいる20歳以上の

下 水 道
下水道工事のお知らせ
　下図に示す場所で下水道工事を行います。
工事期間中、騒音や交通規制などでご迷惑
をおかけしますが、ご協力をお願いします。
工事場所　①今熊一丁目、茱 木一丁目地内、
②西山台三・四丁目地内　工事期間　①12月
28日㈭まで、②10月20日㈮まで　内容　①
マンホール耐震化工事、②下水道管更生及
びマンホール蓋

ふた
取替工事

問い合わせ　下水道グループ

水 道
水道管の耐震化工事
　安全な水道水を安定的に市民の皆さんに
届けるため、市では水道管の耐震化などの工
事を計画的に実施しています。老朽化した
水道管の入れ替えを行う際、水の濁りが生じ
る場合があります。水道工事を実施する際
は、事前に断水などのお知らせをしますので、
次のことに注意してください。
○断水や濁り水にそなえて、あらかじめ水
をくみおいておく　○断水中、蛇口は閉め

人　利用料　500円／㎡（１年間）　募集区画
数　26区画（１区画面積30㎡）　※応募多数
の場合は抽選　申し込み　市役所農政商工
グループ、ニュータウン連絡所にある申込用
紙に必要事項を書いて、農政商工グループへ 
※14日㈭必着

問い合わせ　農政商工グループ

人権文化をはぐくむまちづくり
審議会市民委員
　あらゆる分野の人権に係る方針や計画な
どについて審議するための市民委員を募集
します。
対象　市内に居住・通勤・通学する18歳以
上の人で、人権問題に関心がある人　※市
の審議会などの委員になっている人を除く 
任期　２年 (10月から）　募集人数　３人（多
数の場合は審査のうえ選考）　申し込み　市
役所市民相談・人権啓発グループ、ニュータ
ウン連絡所、市立公民館にある応募用紙に「市
民が互いに支え合う地域社会づくり」につい
て400字程度にまとめ、必要事項を書いて　
〒589－8501大阪狭山市役所市民相談・人
権啓発グループへ郵送または直接。15日㈮
必着
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

小・中学校講師登録
　市内の小・中学校で勤務する臨時講師の登
録を募集します。
応募資格　小学校または中学校の教員免許
を有する人　登録方法　履歴書と教員免許
状の写しを、〒589－8501大阪狭山市役所

●市民相談　月～金曜日（祝日など休日を除
く）、市民相談・人権啓発グループ
●無料法律相談　弁護士による相談　６日㈬・
13日㈬・20日㈬・27日㈬午後１時～４時（予
約制・１人当たり30分間）、市民相談・人権啓
発グループ
●無料司法書士相談　司法書士による相談
19日㈫午後１時～４時（予約制・１人当たり
30分間）、市民相談・人権啓発グループ
●行政相談　国（独立行政法人・公庫を含む）
の行政についての不満・苦情・要望や困りご
との相談　11日㈪午後１時～４時、市民相
談・人権啓発グループ
●人権いろいろ相談　月～金曜日（祝日など
休日を除く）、市民相談・人権啓発グループ
●人権擁護委員による相談　21日㈭午後１時
～４時（予約制）、市民相談・人権啓発グループ
●女性のための相談　専門の女性カウンセラー
による相談　４日㈪・12日㈫・26日㈫午後２時～
４時、16日㈯午前10時～午後０時（予約制）、
きらっとぴあ（男女共同参画推進センター）
●児童家庭相談　月～金曜日（祝日など休日
を除く）、２日㈯・16日㈯の午前中、子育て
支援グループ、月～金曜日（祝日など休日を
除く）、ぽっぽえん（子育て支援センター）
●ひとり親家庭相談　①月～金曜日（祝日な
ど休日を除く）、２日㈯・16日㈯の午前中、子
育て支援グループ。また、ぽっぽえんでも出
張相談をします（予約制）　②９日㈯午前10時～
午後０時、ぽっぽえん

●電話・面接育児相談　月～金曜日（祝日な
ど休日を除く）午前９時～午後５時、市立こ
ども園☎366－0080
●発達サポート相談　発達のサポートが必
要な中学３年生までの子どもに関する相談
月曜日午前10時～午後５時、水・木曜日午
前10時～午後０時（予約制）、「手をつな Go!」

（ぽっぽえん）
●子育てに関する相談　妊娠中の人及び就学
前の子どもの子育てに関する相談。月～金曜
日（祝日など休日を除く）午前10時～午後５時、
ぽっぽえん。電話・電子メール（poppoen@
city.osakasayama.osaka.jp）も可
●消費生活相談　消費生活相談員による相
談　月～金曜日（祝日など休日を除く）午前10
時～午後４時（予約制）、消費生活センター☎
366－2400（農政商工グループ内）
●労働相談　社会保険労務士による相談（年
金や社会保険の相談も可）　19日㈫午後１時
～４時（予約制）、農政商工グループ
●就労支援相談（就職のあっせんはできませ
ん）　月～金曜日（祝日など休日を除く）午前
９時～午後５時（予約制）、地域就労支援セン
ター☎366－6789（農政商工グループ内）
●若者の就労・自立相談　６日㈬・20日㈬午
前10時～午後０時（予約制）、市役所別館・相
談室 A。15歳～39歳の若年無業者と家族・
保護者が対象（家族・保護者のみの相談も可）
申し込み・問い合わせは南河内若者サポート
ステーション☎0721－26－9441
●進路・教育相談　月～木曜日（祝日など休日を
除く）午前９時～午後５時、「フリースクールみ・ら・
い」。専門家による特別教育相談（予約制）19日
㈫・22日㈮午後２時～５時、「フリースクールみ・

いろいろな相談
ら・い」。問い合わせは「フリースクールみ・ら・い」
☎368－0909、または学校教育グループ
●進路選択支援相談　奨学金の活用や進学に
ついての相談　26日㈫～28日㈭午後５時30
分～８時（予約制）、「フリースクールみ・ら・い」。
申し込み・問い合わせは「フリースクールみ・ら・
い」☎368－0909
●介護電話相談　月～金曜日（祝日など休日を
除く）午前９時～午後５時30分、地域包括支援
センター☎365－2941
●心配ごと相談　日常生活における悩みの
相談　４日㈪・11日㈪・19日㈫・２5日㈪午後１
時～４時、さつき荘相談室。電話相談は社
会福祉協議会☎367－1761
●福祉なんでも相談　地域担当の相談員に
よる相談。いずれも月～金曜日（祝日など休
日を除く）午前９時～午後５時30分、【狭山中学
校区】市役所南館（数見☎070-6500-9856）　

【第三中学校区】社会福祉協議会（谷川☎367
－1761）　【南中学校区】自然舎（山本☎080－
1473－5125）
●障がい者相談　障がい者相談支援事業所に
よる相談。いずれも月～金曜日（祝日など休日
を除く）午前９時～午後５時30分、【基幹相談支
援センター（身体・知的・精神・難病）】☎365－
1144　【相談支援センターぱるぱる（身体・知
的・難病）】☎368－8666　【地域活動支援セン
ターいーず（精神）】☎367－0033
●精神保健福祉相談　月～金曜日（祝日など
休日を除く）、福祉グループ
●生活・仕事・自立相談　生活や仕事などに関
する悩みの相談　月～金曜日（祝日など休日を
除く）午前９時～午後５時30分、生活サポー
トセンター☎368－9955

学校教育グループへ郵送または直接　
問い合わせ　学校教育グループ

小・中学校アルバイト職員（看護師）
　市内の小・中学校で、医療的支援や特別な
教育的支援が必要な児童・生徒に対し、主治
医の指示のもと、学校と連携し、子どもた
ちの支援や学習活動の補助などを行う「特別
学びの支援員」を募集します。
応募資格　看護師または准看護師免許を有す
る人　申し込み　履歴書と資格免許状の写し
を、〒589－8501大阪狭山市役所学校教育
グループへ郵送または直接　受付期間　随時
問い合わせ　学校教育グループ　

自衛官
応募資格　①防衛大学校学生、②防衛医科大
学校医学科学生、③防衛医科大学校看護学科
学生／いずれも18歳～21歳未満の高校卒業

者（見込含む）で日本国籍を持つ人　受付期間 
①推薦、総合選抜／５日㈫～７日㈭、一般前
期／５日㈫～29日㈮、一般後期／平成30年
１月20日㈯～26日㈮、②③５日㈫～29日㈮
問い合わせ　自衛隊大阪地方協力本部富田
林地域事務所☎0721－24－3799

ごみ処理券発送用封筒への掲載
広告
　平成 30 年度に南河内環境事業組合構成市
町村から配付する無料ごみ処理券（シール）
を入れる封筒へ掲載する広告を募集します。
募集期間　15 日㈮まで　応募方法　南河
内環境事業組合で配布する募集要項を確認
し、申込書に必要事項を書いて、〒 584 －
0054 富田林市大字甘南備 2345 南河内環
境事業組合総務企画課へ郵送または直接。 
15 日㈮消印有効。募集要項は同組合ホーム
ページ（http://www.minamikawachi-kankyo.
or.jp）からダウンロード可　

問い合わせ　南河内環境事業組合総務企画
課☎ 0721 － 33 － 6584

国民健康保険
特定健康診査を受診しましょう
　大阪狭山市国民健康保険の特定健康診査の
受診期間は、平成30年３月31日㈯（75歳にな
る人は誕生日の前日）までです。受診には、「受
診券」、「特定健康診査受診票／結果票」、「国民
健康保険被保険者証」が必要です。また、平
成29年４月２日以降に国民健康保険の資格を
取得した40歳以上の人で、特定健康診査の受
診を希望する人は、保険年金グループへ電話
で連絡してください。後日、特定健康診査の
受診券を送付します。毎年１月～３月は受診
希望者が多くなり、実施医療機関が大変混雑
しますので、早めの受診をお願いします。
問い合わせ　保険年金グループ

第１・第３土曜日に、市役所、ニュータウン
連絡所を開庁しています。
部署によっては、取り扱えない業務もあり
ますので、事前に問い合わせてください。

９月の開庁日　２日・16日
開庁時間　　　午前９時～午後０時
問い合わせ　　企画グループ
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