
や確定申告の際には必ず添付してください。
10月１日から12月31日までの間に今年初め
て国民年金保険料を納付した人は、来年の2
月上旬に送付されます。家族の国民年金保
険料を納付した場合も、納付した本人の社
会保険料控除に加えることができますので、
家族あてに送付された控除証明書を添付し
て申告してください。
問い合わせ　天王寺年金事務所☎06－6772
－7531、または控除証明書専用ナビダイヤ
ル 0570－003－004

消 防
家庭を守る防火のコツ

～ストーブ火災～

　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。住宅火災の原因
を知り、火災を防ぐコツを覚えておきましょ
う。
　ストーブ火災については、次の点に注意
しましょう。
○周囲に物を置かない　○就寝や外出時は
必ずスイッチを切る　○使用開始時期には
点検を行う　○消火してから給油する
問い合わせ　消防本部

募 集
ヒューマン･ケア事業協力会員
　地域の中で日常生活上の困りごとを抱え
ている人の不安や負担を少しでも和らげる
ため、簡単な家事援助、ごみ出し、病院の
付き添い、話し相手や犬の散歩などのお手
伝いができる協力会員（有償ボランティア）を
募集しています。　
申し込み・問い合わせ　社会福祉協議会

税務グループアルバイト職員
　税務グループでは、アルバイト職員として
勤務できる人を募集します。書類審査と面
接による選考があります。
職種　課税資料の整理および端末入力作業
応募資格　簡単なパソコン操作ができる人
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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
16日㈭

市役所・別館相談室 A
12月７日㈭

15日㈬
富田林納税協会 

（富田林市若松町西）
22日㈬
29日㈬

12月６日㈬
※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

年末調整説明会
　給与支払者（源泉徴収義務者）を対象に、「年
末調整」および「給与支払報告書の作成要領」
についての説明会を開催します。11月上旬
に送付する年末調整関係資料を持参してく
ださい。
とき　28日㈫午後１時～３時　ところ　す
ばるホール・大ホール（富田林市桜ヶ丘町／
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）　※駐車場に限りがある
ため、電車・バスを利用してください
問い合わせ　税務グループ

個人事業税
　個人事業税の第２期分の納期限は30日㈭
です。８月に送付した第２期分の納付書で
納期限までに納めてください。第２期分の
納付書が見当たらない場合は、府税事務所
へ問い合わせてください（口座振替を利用し
ている場合は、納付書は送付していません）。
年間の税額が１万円以下の場合は、第２期

分の納付書はありません。納付には、便利
で安心・安全な口座振替制度を利用してくだ
さい。
　個人事業税の納付書のうち、コンビニエン
スストア収納用のバーコードが印刷されたも
の（30万円以下のもの）は、以下の全国のコ
ンビニエンスストアで納付ができます。
取り扱いコンビニエンスストア　サークル
K、サンクス、セブン－イレブン、デイリー
ヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、
ファミリーマート、ミニストップ、ヤマザキ
スペシャルパートナーショップ、ヤマザキデ
イリーストアー、ローソン、MMK 設置店
問い合わせ　大阪府南河内府税事務所☎
0721－25－1131

地方税の申告はｅＬＴＡＸで
　ｅＬＴＡＸ（エルタックス）は、地方税に関
する手続きをインターネットを利用して電
子的に行うシステムです。
利用可能な手続き

申告

法人府民税、法人事業税、地方法
人特別税、法人市民税、固定資産
税（償却資産）、個人市府民税（特別
徴収）、事業所税

申請
届出

法人設立設置届出や異動届出な
ど、申告手続きに関連した申請・
届出手続き

納税
固定資産税（償却資産）を除く電子
申告に係る納付手続き　
※大阪狭山市では利用できません

　詳しくは、ホームページ（http://www.elt 
ax.jp/）をご覧ください。
問い合わせ　（一社）地方税電子化協議会ヘル
プデスク ナビダイヤル0570－081－459

国民年金
社会保険料（国民年金保険料）控除証明書　
　国民年金保険料は、所得税および市府民税
の申告で、その年の１月１日から12月31日
までに納付した全額が社会保険料控除の対
象です。この社会保険料控除を受けるため
には、１月１日から９月30日までの間に国
民年金保険料を納付した人に日本年金機構
が11月上旬に送付する「社会保険料（国民年
金保険料）控除証明書」が必要です。年末調整

勤務日　①平成30年１月15日㈪～３月30
日㈮、②平成30年１月15日㈪～６月29日㈮
のいずれも月～金曜日　募集人数　①６人、
②２人　勤務時間　いずれも午前10時～午
後３時45分（うち45分は休憩）　応募方法 
１日㈬から税務グループで配布する申込書
に必要事項を書いて、〒589－8501大阪
狭山市役所税務グループへ郵送または直接。
24日㈮必着。申込書は市ホームページから
もダウンロード可　※４日㈯・18日㈯は午
前中のみ受付
問い合わせ　税務グループ

学校アルバイト職員（支援員）
　市内の小・中学校で特別な教育的支援が必
要な児童生徒に対する支援や学習活動の補助
などを行う支援員を募集します。
応募資格　小学校または中学校の教員免許、
養護教諭免許、保育士資格、看護師免許のう
ち１つ以上を有する人　応募方法　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
問い合わせ　学校教育グループ

学校給食用物資納入業者
　平成30・31年度学校給食用物資納入業者
の登録を受け付けます。登録期間は２年です。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
受付期間　27日㈪～12月7日㈭の平日午前
９時～午後４時まで　受付場所　学校給食
センター　
問い合わせ　学校給食グループ☎366－
0567

自衛官
応募資格　①陸上自衛隊高等工科学校生徒
／日本国籍を持つ中学校卒業（見込み含む）～
17歳未満の男子　②自衛官候補生／日本国
籍を持つ18歳～27歳未満の男子　受付期間
①推薦／１日㈬～12月１日㈮、一般／１日
㈬～平成30年１月９日㈫　②年間を通じて 
試験日　①推薦／平成30年１月６日㈯～８
日㈷のいずれか１日、一般／平成30年１月
20日㈯　②受付時に通知します
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

子育てほっとさろん「さつき」見守
りボランティア
　子育てほっとさろん「さつき」では、市内に
住んでいて、子どもが好きな人を見守りボ
ランティアとして募集しています。
とき　毎月第１・３水曜日の午前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　申し込み・問い合わ
せ　電話で社会福祉協議会

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
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

下 水 道
下水道工事のお知らせ
　次に示す場所で下水道工事を行います。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、ご協力をお願いいたします。
工事場所　西山台一・三丁目地内　工事期間
平成30年３月16日㈮まで　工事内容　雨水
管（道路横断部）の耐震化工事

 
問い合わせ　下水道グループ

交 通
道路工事のお知らせ
　次に示す場所で道路工事を行います。工

20

11日㈯～17日㈮は税を考える週間
　国税庁ホームページ（https://www.
nta.go.jp/）では、「くらしを支える税」を
テーマとした特設ページを設け、国税
庁の各種取組について紹介しています。
問い合わせ　富田林税務署☎0721－
24－3281

蓮光寺

東野第１公園

工事場所

夜間工
事範囲

第七小学校
市道
金剛
泉北
線

国
道
310号

工事場所

大阪サヤマ
自動車学院

北池

山本南
児童遊園

市道池之原山本線

西高野街道

工事場所

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、ご協力をお願いいたします。
工事場所　①茱 木六丁目～東茱 木一丁目
地内、②東野中二丁目地内、③山本南、岩
室二丁目地内　工事期間　①11月上旬～平
成30年１月31日㈬、②11月上旬～平成30
年１月31日㈬、③11月上旬～平成29年12
月下旬　工事内容　①舗装修繕工事（昼夜間
工事、車両片側通行規制）、②道路整備工事（昼
間工事、車両通行止）、③舗装修繕工事（昼間
工事、車両片側通行規制）　
①

②

③

問い合わせ　土木グループ

子育て支援
センター

工事場所南第一
小学校

N

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

N

N

N
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『サロンさやま』
　身体障がい者が集える場所づくりです。お
互いの経験や思いを共有してみませんか。
とき　18日㈯午後１時～３時　ところ　さ
つき荘　対象　市内に住んでいる身体障がい
者（身体障がい者手帳を持っている人）、支援
者　参加費　100円　定員　30人（先着順）　
問い合わせ　身体障害者福祉協議会事務局☎
366－2022

3081 水 道
水道の修繕業務案内
　配水管から水道メーターまでの間で水漏
れなどを発見した場合は、市もしくは市が委
託している業者まで連絡してください。こ
の場合、費用は市負担となります。

委託業者
㈲松本配管設備工業所☎366－2702
東池尻三丁目2480－30

　水道メーターから屋内側までの間の水漏
れについては、市の指定業者へ連絡してくだ
さい ｡ 修繕費は個人負担になります。指定
業者は、市ホームページで確認してください。
また、マンションなどの共同住宅の場合は、
家主または管理会社に相談してください。
問い合わせ　上水道グループ

上下水道料金の福祉減免
　次のいずれかに該当する世帯は、申請す
ると上下水道料金のうち基本料金が免除さ
れます。ただし、所得制限などの要件があ
ります。詳しくは、問い合わせてください。

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
換をする場のことです。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　12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　８日㈬・25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　５日㈰・12日㈰・15日㈬・19日㈰・26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　５日㈰・19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

【対象世帯】〇生活保護世帯　○中国残留邦
人などの支援給付を受けている世帯　〇児
童扶養手当を受けている、またはこれに準
ずる世帯　〇特別児童扶養手当を受けてい
る世帯　〇65歳以上で１人で住んでいる世
帯　〇身体障がい者（１・２級）、知的障がい
者（Ａ）、精神障がい者（１級）の人がいる世帯
※現在、福祉減免を受けている人でも、市
内転居をした場合には届け出が必要です。届
け出がないと福祉減免を受けることができ
ません。また、要件に該当しなくなった世
帯は、速やかに届け出てください
問い合わせ　上下水道部お客様センター

相 談
借金問題解決のための土・日無料
相談会
　借金問題の相談に弁護士が電話・面談で応
じます。
とき　１２月９日㈯・１０日㈰いずれも午前10時
～午後４時　ところ　近畿財務局（大阪市中
央区大手前／地下鉄「谷町四丁目駅」下車）　
申し込み・問い合わせ　近畿財務局相談窓口
☎０６－６９４９－６５２３

ねんきん無料相談
　厚生年金や国民年金に関する疑問などにつ
いて、天王寺年金事務所職員が相談に応じま
す。相談は１組で最長30分です。希望する人
は、年金手帳や年金証書、またはねんきん定
期便など年金加入状況がわかる資料をお持ち
下さい。申し込みは、当日行います。
とき　９日㈭午前10時～午後４時　※受付時

●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　１日
㈬・８日㈬・15日㈬・22日㈬・29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 
20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　13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　16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　６日㈪・14日㈫・28日㈫午
後２時～４時、18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）
●ひとり親家庭相談　①月～金曜日、４日㈯・
18日㈯午前中（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）　②11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）　21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　１日㈬・15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。専門家によ
る特別教育相談　17日㈮、21日㈫午後２時
～５時（予約制）「フリースクールみ・ら・い」。
問い合わせは「フリースクールみ・ら・い」☎

いろいろな相談
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　12月４日㈪～６日㈬、19日
㈫～21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　６日㈪・13日㈪・20日㈪・27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
●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
●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）
●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

間①午前10時～11時30分、②午後１時～３
時30分。混雑状況などにより、午後の受付
時間が変更になる場合があります。　ところ
保険年金グループ受付後、会場へ案内します
対象　市内に住んでいる人　持ちもの　年金
手帳または年金証書
問い合わせ　保険年金グループ

国民健康保険
国民健康保険被保険者証の更新に
ついて
　国民健康保険被保険者証は、１日㈬から
新しいものに変わります。１日以降に使用
する被保険者証は、10月中旬に簡易書留で
送付しています。不在などの理由でまだ被
保険者証を受け取っていない人、または被
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　後期高齢者医療制度は、病気やけがに備えて、加入者が日ごろから収入に応じて保
険料を出し合い、そこから医療費を支払う相互扶助の制度です。この制度の財源は、
加入者の皆さんに納めていただく保険料と国や府の補助金などによって支えられていま
す。保険料は、皆さんが安心して治療を受けるための大切な財源です。保険料を滞
納すると、医療機関への支払に重大な支障をきたします。また、きちんと納めている人
との公平を欠くことになります。期限内に保険料を納めることは、皆さんの暮らしと健康
を守る第一歩です。必ず期限内に納めましょう。なお、滞納が続くと有効期限の短い
短期被保険者証を交付することがあります。

後期高齢者医療保険料の納付は期限内に

平成30年大阪ろうあ者成人式
とき　平成30年１月７日㈰午後１時～５時 
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）　内容　式典、懇親会　参加費　新成人
とその保護者は無料、その他の参加者は懇親
会2,000円　申し込み・問い合わせ　住所・名
前・生年月日・あればファクシミリ番号を電
話で大阪聴力障害者協会事務局（西川☎06－
6761－1394）。ファクシミリ（FAX06－6768
－3833）も可

保険者証の更新が済んでいない人は、印鑑
と古い被保険者証を持って、保険年金グルー
プで更新の手続きをしてください。
問い合わせ　保険年金グループ

労 働
介護就職デイ2017
とき　20日㈪・21日㈫いずれも午後２時～
４時　ところ　ハローワーク河内長野（河内
長野市昭栄町／南海高野線「河内長野駅」か
ら南海バス「市民交流センター前バス停」下
車）　内容　介護合同就職面接会、相談会 
※参加事業所はハローワーク河内長野ホー
ム ペ ー ジ（http://osaka-hellowork.jsite.
mhlw.go.jp/list/nagano.html）で確認でき
ます　参加費　無料

「カフェさつき」11月の営業日
１日㈬・15日㈬・22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（サラダ・ドリンク付）、コーヒー、紅茶

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

問い合わせ　ハローワーク河内長野☎0721
－53－3081

大阪労働局からのお知らせ　
　労働者を１人でも雇用する事業主は労働保
険（労災保険・雇用保険）に加入する義務があ
ります。加入していない場合は、加入手続き
をしてください。
問い合わせ　労災保険制度は羽曳野労働基準
監督署☎072－942－1309、雇用保険制度は
ハローワーク河内長野☎0721－53－3081

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。

11月の開庁日　４日・18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


