
扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」によ
る遺族年金などを受けている人がいない場合
に、第10回特別弔慰金として額面25万円、
５年償還の記名国債が支給されます。対象と
なる人は、次の順番による先順位の遺族１人
です。
支給順位　1弔慰金の受給権者、2戦没者
などの子、3戦没者などの死亡時に戦没者
などと生計関係を有しており、戦没者など
と氏が同じである、①父母、②孫、③祖父母、
④兄弟姉妹、4上記3以外の①父母、②孫、
③祖父母、④兄弟姉妹、5上記1～4以外
の遺族で、戦没者などの死亡時まで引き続
き１年以上生計関係を有していた３親等以
内の親族（おい、めいなど）　請求期限　４月
２日㈪
問い合わせ　生活援護グループ

大阪府手話通訳者養成講座
　手話を必要とする聴覚障がい者のコミュ
ニケーション手段を確保するため、手話通
訳活動を行う「手話通訳者」の養成講座を実施
します。受講するには、試験があります。
とき　５月14日㈪～平成31年２月22日㈮ 
※日程や時間は受講会場によって異なりま
すところ　大阪府内の各会場　※詳しく
は、問い合わせてください　受講試験日　
４月16日㈪～20日㈮　※会場など、詳しく
は問い合わせてください　対象　大阪府内
に居住・通勤している、手話を用いて聴覚障
がい者と日常会話が可能な人　※初心者ま
たは大阪府の手話通訳者として既に登録し
ている人は受講不可　受講料　無料（教材費
などは実費）　申し込み　福祉グループで配
布する申込書に必要事項を書いて、〒540
－8570府民お問合せセンター「手話通訳者
養成講座」係へ郵送。大阪府ホームページ

（http://www.pref.osaka.lg.jp/）からも可。
１日㈭～30日㈮消印有効
問い合わせ　府民お問合せセンター☎06－
6910－8001

手話講座
とき　４月５日～平成31年２月21日の木曜
日午後７時～９時（全43回）　※５月３日・
８月16日・12月27日・平成31年１月３日は
休講　ところ　市立公民館・講習室　対象　
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経済・労働
障がい者の法定雇用率の引き上げ
　事業主は、法律により障害者雇用率に相当
する人数の障がい者の雇用が義務付けられて
います。この法定雇用率が、４月１日から現
行2.0％から2.2％（民間企業が対象）に変更さ
れます。
問い合わせ　ハローワーク河内長野事業所
サービス・企画部門☎0721ー53ー3081

福祉施設のお仕事・事業所見学会
とき　20日㈫午後１時50分から　ところ 

（社福）享佑会特別養護老人ホーム「ファ
ヴォーレ」（大野西）　対象　ハローワークに
登録している人　定員　６人（先着順）　申し
込み・問い合わせ　電話でハローワーク河内
長野☎0721－53－3081

仕事を探しているひとり親家庭
のお母さん・お父さんへ
　大阪府母子家庭等就業・自立支援センター
では、母子家庭の母や寡婦、父子家庭の父
の就職、転職、職場の悩みなどの相談に応
じています。また、職業紹介、就職セミナー、
ヘルパー派遣なども行っています。
とき　月～土曜日いずれも午前10時～午後
４時（予約制）　※保育あり　ところ　大阪
府谷町福祉センター（大阪市中央区谷町／地
下鉄谷町線「谷町六丁目駅」下車）　申し込み・
問い合わせ　電話で大阪府母子家庭等就業・
自立支援センター☎06－6762－9498

福 祉
さやりんおれんじカフェ
　認知症の人や家族、地域の人や専門職など、
誰でも気軽に集まり、仲間づくりや情報交
換をする場です。オレンジ色ののぼりが目
印です。

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　４日㈰午後２時～５時　ところ　さ
くらの杜・半田（半田三丁目）
げんきカフェ☎366－6535
とき　14日㈬・24日㈯いずれも午後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㈯・21日㈷・24
日㈯・31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　４日㈰・18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

第10回特別弔慰金の請求はお済
みですか
　「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給
法」が改正され、戦没者などの遺族で、平成
27年４月１日において「恩給法」による公務

市内に居住・通勤・通学する中学生以上の人 
受講料　1,080円（テキスト代3,240円が別
途必要）　定員　20人（先着順）　申し込み 
はがきに「手話講座受講希望」と郵便番号・
住所・名前・年齢・職業・電話番号を書いて、
〒589－0021今熊一丁目85大阪狭山市ボラ
ンティアセンター。ファクシミリ（ＦＡＸ366－
7407）も可。16日㈮必着
問い合わせ　ボランティアセンター☎367－
6601

大阪府障がい者スポーツ大会
　障がい者がスポーツに親しみ、競技力の
向上をめざすとともに、障がい者に対する
理解を深めることを目的にしたスポーツ大
会です。

種目 とき・ところ

陸上
（身体・知的障がい者）

５月13日㈰

万博記念競技場

水泳
（身体・知的障がい者）

５月19日㈯

東和薬品RACTABドーム

アーチェリー
（身体障がい者で経

験者）

５月20日㈰

浜寺公園アーチェリー場

ボウリング
（知的障がい者）

５月26日㈯

イーグルボウル

フライングディスク
（身体・知的障がい者）

５月27日㈰

ファインプラザ大阪

卓球
（身体・知的・精神障

がい者）

６月２日㈯

東和薬品RACTABドーム

参加資格　大阪府内（大阪市・堺市を除く）に
住んでいる13歳以上（４月１日現在）の人で、
身体障がいまたは知的障がい、精神障がいが
あり、出場可能な競技種目のある人　申し
込み　19日㈪までに福祉グループで配布す
る申込用紙に必要事項を書いて、福祉グルー
プへ直接
問い合わせ　福祉グループ

福祉タクシー利用券の申請　
　４月１日㈰から、市が指定する福祉タク
シーなどで使える「福祉タクシー利用券」を１
か月２枚の割合で交付します。利用券１枚で、
乗車料金のうち中型タクシーの初乗り運賃
相当分を市が負担します。助成を受けるに
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自閉症をはじめとする発達障がいへの理解
促進のために様々な啓発活動を行っていま
す。詳しくは、世界自閉症啓発デー・日本実
行委員会ホームページ（http://www.world 
autismawarenessday.jp）をご覧ください。
問い合わせ　福祉グループ

み ど り
生産緑地の追加指定を受け付け
　市では、市街化の進展により緑地の減少
が進む中で、食糧生産、防災機能、景観形
成など多様な役割を担っている農地などを
計画的に確保するために、生産緑地の追加
指定の募集を行います。追加指定されると、
都市計画上、農地として適正な管理が義務
づけられ、農業以外に利用できません。
申請・事前相談期間　４月２日㈪～５月31日
㈭午前９時～午後５時30分（土・日曜日、祝
日を除く）　※事前相談は５月21日㈪まで
問い合わせ　都市計画グループ

タオル寄付のお礼
　陶器山周辺のナラ枯れを防ぐため、タオル、
シーツの寄付を募ったところ、たくさんの寄
付を頂きました。地域のボランティア団体に
これらを活用いただき、約2,000本のコナラ
に対してナラ枯れの防除作業を行いました。
防除作業は継続する予定ですが、タオルな
どは一定数確保することができましたので、
寄付の受付は終了します。ご協力ありがと
うございました。
問い合わせ　公園緑地グル―プ

は申請が必要です。
助成期間　４月１日㈰～平成31年３月31日
㈰　対象　市の住民基本台帳に記載されて
いる人で、身体障がい者手帳１・２級、療育
手帳Ａ、精神障がい者保健福祉手帳１級の
いずれかを持つ人　申請期間　28日㈬から 
申請方法　手帳と印鑑を持って、福祉グルー
プへ直接（平成29年度分の利用券を31日㈯
までに利用する予定がない人は、持参してく
ださい）　※身体障がい者手帳・療育手帳の
提示によるタクシー運賃の１割引きも、併
せて利用できます
問い合わせ　福祉グループ

サロンさやま
　身体障がい者が集える場所です。お互い
の経験や思いを共有してみませんか。
とき　17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　身体障害者福祉協議会事務局

（社会福祉協議会内）☎366－2022

難病とつきあうよりあい
とき　27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　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　申し込み・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　15日㈭午後２時～４時　ところ　さ
つき荘　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　参加
費　250円　※見学無料　申し込み・問い合
わせ　電話でほっこり仲間の会（辻☎090ー
9693ー2470）、または社会福祉協議会

「世界自閉症啓発デー」および「発
達障害啓発週間」
　国連では、４月２日を「世界自閉症啓発
デー」と定め、厚生労働省では４月２日㈪
から８日㈰までを「発達障害啓発週間」とし、

とき　7日㈬・14日㈬・28日㈬いずれも午
前11時～午後２時　ところ　さつき荘　
メニュー　さつきカレー300円、ランチ
セット（ドリンク付き）400円、ドリンク

（コーヒー・紅茶など）150円

「カフェさつき」３月の営業日

　障がい者地域活動支援センター「さつ
き」では日中活動や「カフェさつき」のお
手伝いボランティアを募集しています。
問い合わせ　障がい者地域活動支援セ
ンター「さつき」☎366－2022

　労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因で中皮腫や肺がんなどを発症
したと認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法
に基づく特別遺族給付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特
徴です。中皮腫などで亡くなった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災
保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、問い合わせてください。
　認定基準など詳しくは厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/new-
info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-4.html）をご覧ください。
問い合わせ　羽曳野労働基準監督署☎072－942－1308

その病気、その症状は、石
アスベスト

綿 が原因かもしれません
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放課後児童支援員・支援員補助員
　４月から市内の放課後児童会で勤務する
人を募集します。
応募資格　保育士・教員・社会福祉士などの
免許を持っている人、または２年以上放課後
児童健全育成事業に従事した人で、おおむね
20歳以上の人　※支援員補助員は18歳以上
で資格要件なし　勤務地　西小学校・南第一
小学校・南第二小学校・南第三小学校・第七小
学校のいずれかの放課後児童会　応募方法 
社会教育・スポーツ振興グループで配布する
募集要項を確認し、応募用紙に必要事項を書
いて、〒589－8501大阪狭山市役所社会教
育・スポーツ振興グループへ郵送または直接 
※募集要項、応募用紙は市ホームページか
らもダウンロード可
問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ

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
を持っている人　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

子育てほっとさろん「さつき」見守
りボランティア
　市内に住んでいて、子どもが好きな見守
りボランティアを募集します。
とき　毎月第１・３水曜日午前10時～午後０
時（どちらか１日だけでも可）　ところ　さつ
き荘・ワーキング室など　申し込み・問い合
わせ　電話で社会福祉協議会

自衛官
【一般幹部候補生】応募資格　日本国籍を持つ
20歳以上26歳未満の大学卒業者など（22歳
未満の人は見込み含む）、または28歳未満の
修士課程修了者など　受付期間　１日㈭～５
月１日㈫　一次試験日　５月12日㈯・13日㈰

（13日は飛行要員希望者のみ）
【一般曹候補生】応募資格　日本国籍を持つ
18歳以上27歳未満の人　受付期間　１日㈭

募 集
「高齢者保健福祉計画及び介護保
険事業計画」の市民委員
　市では、「大阪狭山市高齢者保健福祉計画
及び介護保険事業計画」を策定するための市
民委員を募集します。この計画は、高齢者
にかかる福祉施策の進め方や介護保険制度
の運営方針などについて定めるものです。
主な活動内容は、第７期計画（平成30年度
～平成32年度）の定期的な分析・評価や第８
期計画（平成33年度～平成35年度）の策定
です。
開催回数　１年に４回程度開催予定　応募
資格　市内に住んでいる40歳以上の人　募
集人数　４人程度（多数の場合は、書類審査
などにより選考）　任期　３年間（４月から） 
申し込み　市ホームページに掲載している
募集要項を確認し、書面（様式自由）に応募理
由（400字程度）・住所・名前・電話番号を書い
て、〒589－8501大阪狭山市役所高齢介護
グループへ郵送または直接。16日㈮必着（日
曜日を除く。３日㈯は午前中のみ受付）
問い合わせ　高齢介護グループ

特別職報酬等審議会委員
　市では、市議会議員の報酬額や特別職（市
長、副市長、教育長）の給料額などについて
意見を聞き審議する「大阪狭山市特別職報酬
等審議会」を設置するにあたり、審議委員を
募集します。この審議会は、公募で選ばれ
た市民と、有識者や市内各種団体などの代
表者により10人以内で構成されます。
開催回数　１年に３回程度開催予定　応募
資格　市内に住んでいる18歳以上の人　募
集人数　２人（多数の場合は、作文審査に
より選考）　任期　２年間（５月から）　応
募方法　書面（様式自由）に応募理由（400字
程度）・住所・名前・年齢・電話番号を書いて、
〒589－8501大阪狭山市役所人事グループ
へ郵送または直接　※16日㈮必着（土・日曜
日を除く）
問い合わせ　人事グループ

～５月１日㈫　 一次試験日　５月26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

国民年金
就職予定の学生の皆さんへ
　就職予定の20歳以上の学生の皆さん、基
礎年金番号をご存知ですか。これは、年金
の手続きや照会などを円滑に行うための大
切な番号で、就職や転職、退職により加入
する年金制度が変わっても引き続き同じ番
号を使用します。会社や官公庁などへ就職
すると、厚生年金や共済組合などの年金制
度に加入することになりますので、20歳に
なって国民年金に加入したときに交付され
た年金手帳を必ず勤務先に提出してくださ
い。
問い合わせ　保険年金グループ

国民年金付加保険料
　毎月の定額保険料のほかに、月額400円の
付加保険料を上乗せして納めると、65歳か
ら受給できる老齢基礎年金の年間額に、付
加年金として200円×付加保険料納付月数
を加算して受けることができます。
対象　第１号被保険者と任意加入被保険者
※国民年金基金加入者や保険料の免除を受
けている人は申し込みできません
問い合わせ　保険年金グループ

水 道
開栓 ・ 閉栓の届け出
　転入に伴い水道の使用を始めるときや、転
出などで水道を使用しなくなるときは、必
ず上下水道部お客様センターへ連絡してく
ださい。届け出は、転入・転出の２日前まで
にしてください。土・日曜日（第１・第３土曜
日を除く）、祝日は受け付けできませんので、
事前に連絡してください。ただし、閉栓を
する場合は、その場で上下水道料金の精算
をします。
問い合わせ　上下水道部お客様センター
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●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　７日
㈬・14日㈬・28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　12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　15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　５日㈪・13日㈫・27日㈫午
後２時～４時、17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、３日㈯・17
日㈯午前９時～午後０時（祝日など休日を除
く）、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、３日㈯・

17日㈯午前９時～午後０時（祝日など休日を
除く）、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）　②10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　妊娠中の人および就
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）　20日㈫午後１時
～４時（予約制）、農政商工グループ
●就労支援相談　就労支援コーディネーター
による相談（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　７日㈬・14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）、

いろいろな相談
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、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
●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　５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪いず
れも午後１時～４時、さつき荘相談室。電
話相談は社会福祉協議会
●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～金曜日午前９時～
午後５時30分（祝日など休日を除く）生活サ
ポートセンター☎368－9955

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。

３月の開庁日　３日・17日
開庁時間　　　午前９時～午後０時
問い合わせ　　企画グループ

土
曜
開
庁

安心して水道を使うために
　水道水は塩素で消毒しています。朝一番や
長期間留守にしたときは、給水管内の残留塩
素が少なくなっていることがあります。また、
給水管に鉛管を使用していると、水道水が給
水管に長時間滞留することで、ごく微量です
が鉛がとけだす場合があります ｡ 通常の使用
状態では問題ありませんが、長期間使用しな
かったときは、念のために使い始めの水道水
を、バケツ一杯程度、飲み水以外に使用して
ください。
問い合わせ　上水道グループ

下 水 道
下水道に灯油などを流さないで
ください
　下水道にガソリンや灯油などを流すと、下
水道管の中で揮発し、それに引火することで
火災や爆発事故につながる恐れがあります。
　また、少量であっても近隣の住宅などの排
水口から臭いが上がり、広範囲に悪臭被害
を発生させる恐れがあるので、絶対に下水

道に流さないでください。余った灯油などは、
販売店や専門業者に引き渡すなど適切に処
分してください。
問い合わせ　下水道グループ

皆さんの善意
［敬称略］

【社会福祉協議会・善意銀行へ】社会福祉に
◇西口節雄　3,000円を　◇網本健二郎　満
中陰志として２万円を

問い合わせ　防災・防犯推進室

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

0120－367－707バス、電車など公共交通機関
を利用しましょう

問い合わせ　土木グループ


