
　なお、障害年金や遺族年金などは課税対
象となっていないため、「公的年金等の源泉徴
収票」は送付されません。
問い合わせ　天王寺年金事務所☎06－6772
－7531

老齢基礎年金の繰り上げ請求
　老齢基礎年金は、受給資格を満たした人
が65歳になると支給されますが、60歳から
65歳までの人も希望すれば繰り上げて受給
することができます。ただし、いったん手続
きをすると取り消すことができませんので、
次の点に注意してください。
①受給する年金額は、手続きをしたときの
年齢によって減額され、その支給率は一生
涯変わりません。

【繰り上げ支給率】
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※１か月ごとに支給率が0.5％変わります
②繰り上げ受給した後に障害等級に該当し
た場合でも、障害基礎年金は請求できません。
③繰り上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生

（共済）年金は、どちらか一方しか受給できま
せん。老齢基礎年金を繰り上げ受給した場
合、遺族（厚生）年金は65歳まで停止されま
す。なお、繰り上げ受給した後に、遺族厚
生年金を受給できるようになった場合でも、
65歳になるまでは、どちらか一方しか受給
できません。
④老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合、寡
婦年金は受給できなくなります。なお、繰
り上げ受給した後に寡婦年金が受給できる
ようになった場合も、寡婦年金は受給でき
ません。
問い合わせ　天王寺年金事務所☎06－6772
－7531

税
償却資産の申告
　償却資産とは、会社や個人で工場・商店な
どを経営している人や、駐車場・アパートな
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介 護
低所得者の介護保険サービスの
利用者負担額軽減
　低所得で特に生計を維持することが困難
であると市が認めた人に対し、社会福祉法
人などが行う介護保険サービスの利用者負
担額（１割または２割）を軽減します。軽減額
は、利用者負担額の４分の１です。申請に
は次の要件をすべて満たす必要があります。
要件をすべて満たす人には、市から認定証
を発行します。なお、すべての介護保険サー
ビスが軽減対象となるものではありません。
詳しくは、問い合わせてください。
要件　○市町村民税非課税世帯、○世帯全
員の収入金額の合計が１人世帯で150万円
以下、２人世帯で200万円以下（以降、世帯
人数１人につき50万円を加えた額）、○世帯
員の所持金・預貯金・有価証券額面金額の合
計額が１人世帯で350万円以下、２人世帯
で450万円以下（以降、世帯人数１人につき
100万円を加えた額）、○世帯全員が、住ん
でいる土地と家屋以外に処分できる資産を
持っていない、○市町村民税を課税されてい
る人の控除対象配偶者及び扶養親族でない、
または医療保険の被扶養者となっていない、
○介護保険料を滞納していない
問い合わせ　高齢介護グループ

国民健康保険
保険料の納付は便利な口座振替で
　国民健康保険料（後期高齢者医療保険料）の
納付は、便利で確実な口座振替を利用してく
ださい。指定の預貯金口座から自動的に振り
替えて納付しますので、納期のたびに金融
機関へ出かける手間が省け、納め忘れもな
くなり大変便利です。納入通知書と預金通帳、

通帳に使っている印鑑を持って、指定金融
機関で申し込んでください。
　また、市では口座振替推進の一環として、
ペイジー口座振替受付サービスを行ってい
ます。保険年金グループの窓口で専用端末機
に金融機関のキャッシュカードを通し、暗
証番号を入力すると、口座振替の申し込み
手続きがその場で完了します。　※ペイジー
口座振替手続きには、キャッシュカード（暗
証番号が必要）、保険料納付通知書（または健
康保険証）が必要です

【ペイジー口座振替受付対応金融機関】
池田泉州・関西アーバン・紀陽・近畿大阪・三
井住友・三菱東京 UFJ・りそなの各銀行とゆ
うちょ銀行
問い合わせ　保険年金グループ

国民健康保険の届け出は14日以
内に
　転出や転居、社会保険への加入など、国民
健康保険に加入している人で異動や変更が
あった場合には、速やかに届け出てください。
また、転入や社会保険の資格を喪失して新
たに国民健康保険に加入する人は、国民健
康保険の資格が発生した日（転入日や退職日
の翌日など）から14日以内に届け出てくださ
い。届け出が遅れると、さかのぼって保険
料を納めることになり、その間にかかった医
療費は全額自己負担になる場合があります。
問い合わせ　保険年金グループ

国民年金
公的年金の源泉徴収票が送付さ
れます
　国民年金や厚生年金保険などの老齢を支
給事由とする年金（老齢基礎年金・老齢厚生
年金・老齢年金・通算老齢年金など）を受給し
ている人に、「公的年金等の源泉徴収票」が１
月末までに日本年金機構から送付されます。
　この「公的年金等の源泉徴収票」には、平成
29年中に受給した年金額、源泉徴収された
所得税額、介護保険料額などが記載されて
いますので、所得税の確定申告をする際に
必要になります。紛失や未着、または２枚
以上必要な場合は、問い合わせてください。

どを貸し付けている人などが、その事業用
に所有している構築物、機械、器具、備品
などのことです。土地や家屋以外に、償却
資産を所有している人は、１月１日現在の
資産の所有状況を、31日㈬までに必ず申告
してください。
　また、平成28年度の申告から、申告書へ
の個人番号（マイナンバー）、法人番号の記載
が必要となりました。個人番号を記載する
場合は、個人番号を確認できる書類の写しと、
本人確認書類の写しを併せて提出してくだ
さい。
問い合わせ　税務グループ

給与支払報告書の提出
　給与支払報告書などの法定調書の提出期
限は、31日㈬です。地方税法による給与支
払報告書などは、受給者の１月１日現在の
住所地の市町村へ提出してください。
問い合わせ  税務グループ

従業員の市府民税は特別徴収で
納めましょう
　事業主は、前年中に給与の支払いを受け
ており、４月１日において給与の支払いを
受けている従業員（アルバイトなどの非正規
雇用者を含む）について、市府民税を特別徴
収する必要があります。
　なお、普通徴収を希望する従業員につい
ては、大阪府内で認められる理由が書かれ
た普通徴収切替理由書の添付が、eLTAX な
どで提出する場合は切替理由の記入が必要
です。認められない理由の記載がある場合や、
普通徴収切替理由書の添付または切替理由
の記入がない場合は、すべて特別徴収とな
ります。
問い合わせ　税務グループ

土地や家屋の状況が変わったと
きは
　土地や家屋の状況が変わると、固定資産
税の税額が変わります。次のように土地の
状況が変わったときは、税務グループで配
布する住宅用地申告書に必要事項を書いて、
２月１日㈭までに提出してください。また、
未登記家屋の新築、増築、取壊しを行った

22

るところ、○風当たりの強いところ
　屋外の水道管や給湯器の配管は保温材な
どで保温してください。また、床下換気口に
は直接寒風が入らないように工夫しましょ
う。中高層住宅では水道メーターを古い毛
布などで保温してください。凍結した場合は、
自然に氷が溶けるのを待つか、凍結したと
ころにタオルなどをかぶせ、その上からぬ
るま湯をかけて徐々に溶かすようにしてく
ださい。なお、冬の期間は新聞やテレビな
どの天気予報を確認し、凍結には十分注意
してください。

毛布などで保温する方法

毛布や保温
チューブなど

タオルなどでお
おって、ビニー
ル袋をかぶせる

問い合わせ　上水道グループ

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。
工事期間中は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西山台一丁目地内、②大野中
地内　工事期間　いずれも３月16日㈮まで 
工事内容　①下水道管布設替工事（一部夜間
工事あり）、②調整池整備工事

Ｎ

Ｎ

問い合わせ　下水道グループ

場合も、同日までに申告してください。
①空き地などの隣地を取得し、現在住宅が
建っている敷地と同一敷地として利用した
とき、②非住宅用地（店舗、事務所、倉庫など）
を住宅用地（居住用地）に変更したとき、③住
宅用地（居住用地）を非住宅用地（店舗、事務
所、倉庫など）に変更したとき
問い合わせ　税務グループ

納税メモ
　31日㈬は、市府民税第４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
平成30年住宅・土地統計調査準備
調査（単位区設定）
　自治体が、住宅建築計画、都市計画、環
境整備計画などを立案する際の基礎資料と
して活用するため、総務省統計局が平成30
年10月1日㈪現在で実施する住宅・土地統計
調査の準備段階として、準備調査を１月の
中旬から２月の下旬まで実施します。
　この調査は、住宅など建物の現状を把握
することを目的としています。調査期間中、
大阪府知事が交付する指導員証を着用した
指導員が訪問する場合がありますので、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

水 道
水道管の冬じたく
　冬は、凍結による水道管の破裂が多くな
ります。次のようなところにある水道管は
注意してください。
○屋外でむき出しのところ、○北向きにあ

夕方は 早めのライト点灯
歩行者は、衣類・靴に
反射材をつけましょう

問い合わせ　黒山警察署



20広報おおさかさやま 2018.1

人）と支援者　参加費　100円　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

大阪狭山市放デイフェスタ
　主に保護者を対象に、市内の放課後等デ
イサービス、児童発達支援事業所が集まり、
各事業所の特色や状況について紹介します。
とき　18日㈭午前10時～11時30分　ところ 
市立コミュニティセンター・大会議室　参加
費　無料
問い合わせ　基幹相談支援センター

労 働
働く学校文化祭
　「『わたしが生きてる仕事』に出会う、大人
の文化祭」をテーマに、様々な女性向けイベ
ントを開催します。
とき　２月１日㈭～３日㈯　ところ　OSAKA
しごとフィールド（大阪市中央区北浜東／地
下鉄谷町線「天満橋駅」下車）　対象　女性 
内容　企業ブース、仕事と子育て両立セミ
ナーなど　※詳しくは、ホームページ（http://
shigotofield.jp/hataraku_gakkou/festival/）
を確認してください
問い合わせ　大阪府商工労働部雇用推進室
就業促進課☎06－6360－9073

女性のためのおしごと応援フェア
　就職に不安がある女性を対象にセミナー

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　７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　10日㈬・27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　６日㈯・13日㈯・17日㈬・20日㈯・27
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
※１日㈷～３日㈬は除く　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　７日㈰・21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

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　20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（身体障がい者手帳を持っている

と就労相談を実施します。保育があります。
とき　２月15日㈭午後１時～４時15分　とこ
ろ　SAYAKA ホール・大会議室Ｌ　対象　子
育て世代の女性、これから働きたい女性、よ
りよい職場環境を求める女性　内容　下表の
とおり　講師　①②今村由美子さん／スマー
トライフサポートソピア代表
①「子育て期間はアイドリングタイム」
午後１時～２時30分／子育て中にできる
自分自身のスキルアップや子どもへのしつ
け、家族との関わり方など
②私らしさを大切に『ワンランク上のわた
しプロデュース』
午後２時45分～４時15分／ありたい自分
を明確にし、自分がどのように映っている
かを考え、面接に役立てる
③女性のための就労相談
午後１時から、２時から、３時から（１回
50分）

参加費　無料　定員　①②いずれも30人、
③３組（先着順）　※定員に満たない場合は
当日参加可　申し込み・問い合わせ　９日㈫
から、電話で富田林市商工観光課☎0721－
25－1000。または、住所・名前・年齢・電話
番号・参加希望イベント・就労状況の有無・保
育希望の有無をファクシミリ（FAX0721－26－
2020）も可

大阪障害者職業能力開発校入校生
　大阪障害者職業能力開発校は、障がい者の
特性を理解し、それぞれに必要な能力を身に
つけるための訓練施設です。CAD 技術科、
Webデザイン科、OAビジネス科、オフィス
実践科、ワークサービス科の４月入校生を募
集します。なお、願書を提出するには見学会
への参加が必要です。詳しくは、ホームペー

ジ（http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-shogaisha/
hp/index.html）を確認してください。
願書受付　31日㈬（ワークサービス科は11
日㈭）までに、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）で
配布する入校願書に必要事項を書いて、ハ
ローワーク河内長野へ直接

【見学会】
とき　11日㈭・30日㈫いずれも午後１時30
分～４時　※ワークサービス科は除く　と
ころ　大阪障害者職業能力開発校（堺市南区
城山台／泉北高速鉄道「光明池駅」から南海バ
ス「城山台５丁バス停」下車）　
問い合わせ　大阪障害者職業能力開発校☎
296－8311

大阪府立南大阪高等職業技術専
門校入校生
　自動車・車体整備科、電気主任技術科、情報
通信科、製造化学科、Web システム開発科
の４月入校生を募集します。また、校内の施
設や訓練内容を紹介する見学会を開催します。
試験日　２月16日㈮　対象　18～34歳の人 
訓練期間　１～２年　入学金・授業料　2,200
円（入校選考料）、5,650円（入校料）、年間11万
8,800円（授業料）　定員　各科30人　願書受
付　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）で配布する願書
に必要事項を書いて、５日㈮～24日㈬にハロー
ワーク河内長野へ直接

【見学会】
とき　12日㈮・22日㈪・２月９日㈮・３月８日
㈭いずれも午後１時15分から　ところ　大阪
府立南大阪高等職業技術専門校（和泉市テク
ノステージ／泉北高速鉄道「和泉中央駅」から
南海バス「テクノステージセンター前バス停」
下車）　参加費　無料
問い合わせ　大阪府立南大阪高等職業技術
専門校☎0725－53－3005

ひとり親家庭の母または父の就
労支援事業
　ひとり親家庭の母または父が働くために
必要な技能を学んだり、安定的な就業がで
きるよう支援します。

【母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業】
対象　ひとり親家庭の母または父　内容　雇
用保険制度の教育訓練給付の指定講座などを
受講する場合、受講料の一部を補助　※所
得制限があります。また、受けようとする
講座について、必ず事前に子育て支援グルー
プで相談を行い、指定を受ける必要があり
ます　補助金額　受講料の６割相当額（１万
2,001円～20万円）

【母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業】
対象　ひとり親家庭の母または父　内容　看
護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作
業療法士などの資格を取得するため、１年以
上養成機関で修業する場合、生活の負担軽減
を図るための費用を給付　※所得制限があ
ります　支給申請　修業を開始した日以後
に申請　支給金額　市府民税非課税世帯／月
額10万円と修業後に修了支援給付金５万円、
市府民税課税世帯／月額７万500円と修業後
に修了支援給付金２万5,000円　※対象者に
よって条件が異なる場合があります。詳しく
は、問い合わせてください

【ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合
格支援事業】
対象　ひとり親家庭の母、父、またはこれら
の子　内容　適職に就くために高等学校卒業
程度認定試験の合格が必要と認められた場合
に、これを支援する講座の受講費用の一部を
助成　※所得制限があります。また、受け
ようとする講座について、必ず事前に子育て
支援グループで相談を行い、指定を受ける必
要があります　補助金額　受講修了時給付金

／受講料の２割相当額（4,001円～10万円）、
合格時給付金／受講料の４割相当額（受講修
了時給付金との合計額の上限15万円）
申し込み　子育て支援グループへ直接
問い合わせ　子育て支援グループ

母子・父子自立支援プログラム策
定事業
　児童扶養手当を受給しているひとり親（生
活保護受給者を除く）を対象に、就労による
自立を促進するため、専門の相談員が面接し、
個人の状況やニーズに合わせた自立支援プロ
グラムを策定しています。事業内容や手続き
の方法など、詳しくは問い合わせてください。
問い合わせ　子育て支援グループ

　

消 防
イベント、家庭での火災予防対策
　イベントや家庭で使用する照明器具など
の電気設備からの出火を防止するため、次
の点に注意しましょう。
○熱を発生する照明器具などを装飾品、木
板、木くずなどの近くに設置していませんか、 
○照明器具、スイッチ、テーブルタップな
どで充電部が露出したものや破損したもの
を使用していませんか、○照明器具やコー
ドなどはしっかり固定していますか、○コー
ドなどは踏みつけられたり引っ張られたり
していませんか、○水気のあるところでは
防水対策をしていますか、○定格電流の範
囲内で使用していますか、○使用しないプ
ラグは抜いていますか、○定期的な清掃を
実施していますか
問い合わせ　消防本部
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とき　10日㈬・17日㈬・24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」１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

　救急隊員が現場で使用しているスマートフォンには、救急活動支援アプ
リが組み込まれており、傷病者の容態に応じた適切な医療機関への早期搬

送の手助けとなっています。救急隊員が救急車内や事故現場などでスマー

トフォンを操作することがあります。

問い合わせ　消防本部

スマートフォンを使用した救急活動

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

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
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いる場合、③病気などの場合、④そのほかの
事情により児童を保育することが困難な場合 
応募方法　市役所社会教育・スポーツ振興グ
ループ、ニュータウン連絡所、ぽっぽえんで
配布する申込書に必要事項を書いて、９日㈫
～20日㈯に社会教育 ･ スポーツ振興グルー
プへ直接（土・日曜日を除く。20日㈯は午前
中のみ受け付け）　※申込書は市ホームペー
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

保育士など嘱託員・アルバイト職
員

【嘱託員】
職種　①保育士（兼）幼稚園教諭、②家庭児童
相談員　勤務場所・採用予定人数　①市立こ
ども園または幼稚園／16人程度、ぽっぽえ
ん／４人程度、②市役所子育て支援グループ
／１人　応募資格　①保育士資格および幼稚
園教諭免許を持ち、実務経験を有する人、②
臨床心理士資格またはこれに準ずる資格を
持ち、児童家庭相談の経験がある人

【アルバイト職員】
職種・採用予定人数　①保育士（市立こども園
での早朝・延長保育時間帯を含む保育補助）／
12人程度、②保育活動支援員（幼稚園などで
の障がい児保育支援を含めた保育活動の補
助）／18人程度、③預かり保育支援員（市立こ
ども園での預かり保育の支援や保育活動の補
助）／１人　応募資格　①保育士資格を持つ
人、②幼稚園教諭免許を持つ人、③幼稚園教
諭免許または保育士資格を持つ人　
試験日　28日㈰　※時間は後日通知　試験
会場　市役所別館・相談室Ｂ　受付期間　４
日㈭～12日㈮（土・日曜日、祝日など休日を

募 集
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でき
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
資格を持っている、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　市役所社会教育・スポーツ振興グルー
プ、ニュータウン連絡所、ぽっぽえん（子育
て支援センター）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。９日㈫～15
日㈪必着（土・日曜日を除く）　※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

放課後児童会入会児童
　４月から放課後児童会に入会を希望する
児童の保護者は、次の要領で申し込んでく
ださい。現在、放課後児童会に在籍中の児
童が引き続き入会を希望する場合も、新た
に申し込みが必要です。
対象　市内に住んでいて、４月に小学１～６
年生になる児童で、保護者が次のいずれかに
該当し、放課後に家庭にいない日が週３日以
上あること　①昼間、居宅以外で働いている
場合、②昼間、居宅内で児童と離れて働いて

除く。６日㈯は午前中のみ受け付け）　※詳
しくは、保育・教育グループ、ぽっぽえんで
配布する募集要項を確認してください。募
集要項は、市ホームページからもダウンロー
ド可
問い合わせ　保育・教育グループ

登録制による非常勤職員（嘱託員）
　４月から市役所で勤務できる非常勤職員

（嘱託員）を登録制で募集します。登録には、
筆記試験があります。
職種　事務職　登録予定人数　10人程度　応
募資格　昭和33年４月２日～平成８年４月１
日に生まれた人で、大学を卒業（卒業見込み
を含む）または大学卒業程度の学力を有する
人　登録期間　４月１日㈰～平成31年３月
31日㈰　※期間内に欠員の生じた部署から
順次採用　試験日　２月２日㈮　※筆記試験
合格者には、後日面談を行います　試験会場 
市役所　応募方法　10日㈬から人事グループ
で配布する募集要項を確認し、履歴書に必要
事項を書いて、〒589－8501大阪狭山市役所
人事グループへ郵送または直接。15日㈪～
26日㈮必着　※募集要項は、市ホームペー
ジからもダウンロード可
問い合わせ　人事グループ

自衛官候補生
　特別職国家公務員として、自衛官候補生を
随時募集しています。期末手当年２回、週休
２日制、祝日、年末年始休暇などもあります。
被服類、寝具、食事、宿舎費は無料です。
応募資格　日本国籍を持つ18歳以上27歳未
満の人　試験日　受付時に通知
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

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。

●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　10日
㈬・17日㈬・24日㈬・31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 
15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　15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　18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　９日㈫・15日㈪・23日㈫午
後２時～４時、20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、６日㈯・20
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、６日㈯・

20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）　②13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）　16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　10日㈬・17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

いろいろな相談
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】19日㈮午後２時～５時（予
約制）、いずれも「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」☎
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　９日㈫・15日㈪・22日㈪・29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

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　申し込み・問い合わせ 
電話で社会福祉協議会

小・中学校アルバイト職員
　勤務開始日は、いずれも４月からです。詳し
くは、市ホームページを確認してください

【看護師（特別学びの支援員）】
勤務場所　市内の小・中学校　業務内容　医
療的支援や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　応
募資格　看護師または准看護師免許を持つ人

【支援員（学びの支援員）】
勤務場所　市内の小・中学校　業務内容　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　応募資格　小・
中学校教員免許、養護教諭免許、保育士資格、
看護師免許のうち１つ以上を持つ人

【学校図書館司書】　
勤務場所　市内の小・中学校の学校図書館　業
務内容　資料整理、カウンター業務、レファレ 
ンス業務など　応募資格　司書資格を持つ人
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
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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。

２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

　平成30年度（平成30年４月１日㈰～平成31年３月31日㈰）に、北放課後児童会の運営業務を
委託する事業者が下表のとおり決定しました。選考経過など、詳しくは市ホームページを確認し
てください。
事業者名 社会福祉法人　光久福祉会
代表者名 理事長　辻　光治
事業者所在地 池尻中一丁目12番８号

北放課後児童会運営業務委託事業者が
決定しました

問い合わせ　社会教育・スポーツ振興グループ
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


