
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

労 働
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　大阪府母子家庭等就業・自立支
援センター☎06－6762－9498

ひとり親家庭等のための就業支
援講習会
　母子家庭の母や寡婦、父子家庭の父を対
象にした講座です。２歳～就学前の子ども
の一時保育があります。

【①医師事務作業補助者養成講座】
とき　平成30年１月27日～３月17日の土曜
日（全８回）　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）　受講料　8,000円（教材費） 
定員　15人（多数の場合は抽選）

【②パソコン初級～エクセル試験対策講座】
とき　平成30年２月３日～３月17日の土曜
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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

21日㈭ 市役所・別館相談室A

13日㈬・20日
㈬・27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

市内で事業をしている人へ
～償却資産の申告が必要です～

　固定資産税は、家屋や土地といった不動
産だけでなく、償却資産も課税の対象とな
ります。
　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
どを貸している人が、その事業用に所有し
ている備品や機器、構築物などを言います。
たとえば、飲食店なら接客用家具や厨

ちゅうぼう
房設

備など、アパートならアスファルト舗装や
自転車置場などが償却資産にあたります。
　償却資産は、申告が必要です。市内で事
業をしている人に、12月中に申告書と「固定
資産税（償却資産）申告の手引き」を送付しま
す。資産の有無にかかわらず、平成30年１

月１日現在の状況を、１月31日㈬までに申
告してください。書類が届かなかった場合は、
税務グループへ連絡してください。
　また、市では、地方税ポータルシステム

（エルタックス）を利用し、インターネットを
通じた電子申告も受け付けています。利用
方法など、詳しくはエルタックスホームペー
ジ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。
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、従業員の市府民税を所得税と同
じく特別徴収（給与から差し引き）することが
法令により義務付けられています。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
ルバイト等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。
　大阪府と市は、平成30年度から市府民税
の特別徴収を徹底します。詳しくは、ホー
ム ペ ー ジ（http://www.pref.osaka.jp/zei/
alacarte/juminzei_tokutyo.html）をご覧く
ださい。
問い合わせ　税務グループまたは大阪府徴税
対策課事業税グループ☎06ー6210ー9123

納税メモ
　25日㈪は固定資産税・都市計画税の第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。

日（全７回）　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）　受講料　5,000円（教材費） 
d 定員　20人（多数の場合は抽選）
申し込み　往復はがきに講座名・郵便番号・
住所・名前・年齢・職業・電話番号・志望動機・
以前受講したことのある講座名・保育希望者
は子どもの人数と年齢を書いて、〒540－
0012大阪市中央区谷町五丁目４－13大阪府
谷町福祉センター内大阪府母子家庭等就業・
自立支援センター。①27日㈬・②平成30年
１月３日㈬消印有効　※返信面にも郵便番
号・住所・名前を書いてください
問い合わせ　大阪府母子家庭等就業・自立支
援センター☎06ー6762ー9498

保育士資格を持っていて、現在
働いていない人へ
　大阪府保育士・保育所支援センターでは、
現在保育所などで働いていない保育士資格
を持っている人を対象として、就職に向け
た相談・支援を行っています。気軽に相談し
てください。
内容　保育士としての就職に向けた相談、勤
務時間や勤務場所など希望に応じた保育所
の求人情報の紹介、復職応援セミナーの開
催、保育所や認定こども園での保育士体験 
※詳しくはホームページ（https://www.
osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/public/
topic/21）をご覧ください
問い合わせ　大阪府保育士・保育所支援セン
ター☎06ー6762ー9006

大阪府立芦原高等職業技術専門
校見学会
　就職に役立つ専門的な技術や知識を身に
付けることができる無料の職業訓練施設で
す。平成30年４月入校生の募集に向けて見
学会を行います。
とき　【一般科目（ビル設備管理科、ビル・ハ
ウスクリーニング科、建築内装 CAD 科）】１
日㈮・７日㈭・15日㈮・平成30年１月10日㈬・
19日㈮・24日㈬いずれも午後１時30分から 

【障がい者科目（キャリアチャレンジ科（発達
障がい者対象）、ジョブステップ科（精神障が
い者対象）】20日㈬・平成30年1月23日㈫・2
月1日㈭いずれも午後１時30分から　ところ 
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認定された場合は、確定申告時に必要とな
る「障がい者控除対象者認定書」を発行しま
す。必要な書類など、詳しくは問い合わせ
てください。
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　平成30年４
月２日㈪
問い合わせ　生活援護グループ

募 金
歳末たすけあい募金にご協力を
　１日㈮から「つながり　ささえあう　みん
なの地域づくり」をスローガンに歳末たすけ
あい募金が行われます。皆さんから寄せら
れた寄付金は、地域福祉活動を行っている
団体などの事業費の一部に活用させていた
だきます。皆さんの温かい善意をよろしく
お願いします。
問い合わせ　社会福祉協議会

　大阪府では、宅地建物取引の場での同和地区に対する差別
や入居差別などの様々な差別を無くすため、業界団体と連
携して「宅地建物取引業人権推進員」の養成に取り組んでいま
す。人権推進員を設置する宅地建物取引業者は、従業員に対
して人権に関する教育や啓発を行い、人権意識の高揚に取り
組んでいます。これらの宅地建物取引業者の営業所には、左
図のステッカーが掲示されています。

大阪府立芦原高等職業技術専門校（大阪市
浪速区木津川／ＪＲ環状線「芦原橋駅」下車） 
対象　15歳以上の人　申し込み　不要
問い合わせ　大阪府立芦原高等職業技術専
門校☎06－6561－5383

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55歳以上の人を就業に結び
つける説明会を開催します。
とき　６日㈬午後０時～４時　ところ　Ｏ
ＭＭ（大阪マーチャンダイズ・マート）ビル・F
ホール、Ｆ２ホール（大阪市中央区大手前／
地下鉄谷町線「天満橋駅」下車）　※予約・履
歴書不要
問い合わせ　シニア就業促進センター☎06
－6910－0848

福 祉
「難病とつきあう」交流会

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

じねんしゃ
然舎（山本☎367－5501）

脳卒中の後遺症を持つ人の交流会
とき　21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
問い合わせ　ほっこり仲間の会（辻☎090ー
9693ー2470）、または社会福祉協議会

寝たきりや認知症の高齢者も障
がい者控除が受けられます
　65歳以上の寝たきりや認知症の高齢者で、
本人やその扶養義務者の所得税や市府民税
が課税される場合、身体障がい者手帳や療
育手帳などを持っていなくても、同程度の
状態であれば、障がい者控除が受けられます。
この控除は、本人の身体状況などで判定し、

とき　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　［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」12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

高齢、援護、子育て、農政、保育、
土木、福祉

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

宅地建物取引業人権推進員制度知っていますか？

問い合わせ　大阪府住宅まちづくり部建築振興課☎06－6941－0351
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募 集
小・中学校アルバイト職員
　勤務開始日はいずれも平成30年４月からです。

【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
持っている人

【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つ以上を持っている人 

【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
を持っている人
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　※詳しくは、市ホー
ムページ（http://www.city.osakasayama.
osaka.jp/）を確認してください
問い合わせ　学校教育グループ

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

国民健康保険
特定健康診査未受診の人へ
　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。
　平成29年度特定健康診査の受診期間は、
平成30年３月31日㈯で終了します。特定健
康診査を受診していない40歳以上75歳未満
の人は、早めに受診してください。
問い合わせ　保険年金グループ

国民年金
国民年金基金
　国民年金基金は、少しでもゆとりある老後
を過ごすことができるよう、国民年金（老齢
基礎年金）の上乗せとして給付をおこなう公
的な個人年金制度です。国民年金の第１号
被保険者（自営業など）で保険料を納めている
20歳以上60歳未満の人が加入できます。ま
た、国民年金に任意加入している60歳以上
65歳未満の人も加入できます。
　掛金は希望する年金の型・口数・年齢・性別
で決まり、年末調整や確定申告の際、全額社
会保険料控除の対象になります。また、受
け取る年金にも公的年金等控除が適用され、
税制面で優遇措置があります。
問い合わせ　大阪府国民年金基金フリーダ
イヤル 0120－65－4192

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

富田林税務署アルバイト職員
就業場所　富田林税務署（富田林市若松町西
／近鉄長野線「富田林駅」下車）、すばるホー
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）
雇用期間　平成30年１月中旬～３月末頃 
就業時間　午前９時～午後５時の間の７時
間など　業務内容　事務補助・パソコン入力、
受付、用紙交付、申告書などの整理業務な
ど　時給　910円　交通費　規定の範囲内で
支給（車、バイク通勤は禁止）　※面接時に
履歴書が必要。就業場所・雇用期間・就業時
間などは面接時に相談
問い合わせ　富田林税務署総務課☎0721－
24－3281

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

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

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、子どもが好きな見守りボラン
ティアを募集しています。
とき　毎月第１・３水曜日午前10時～午後０

●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 
18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、２日㈯・16
日㈯午前中（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、２日㈯・
16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）　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）　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　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」。問い合わせは「フリース

いろいろな相談
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　４日㈪・５日㈫・６日
㈬・19日㈫・20日㈬・21日㈭いずれも午後５
時30分～８時、「フリースクールみ・ら・い」
で。奨学金の活用や進学についての相談（予
約制）、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㈪・18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

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

水 道
悪質な業者にご注意
　市から委託を受けて水質検査や水道管の
洗浄をしているかのような、紛らわしい言葉
を使った電話や訪問をする業者が増えてい

ます。市では、給水管や蛇口の洗浄は一切行っ
ておりません。少しでも不安や不審に思われ
たときは、市職員の身分証明書の提示を求め
るか、市へ問い合わせてください。
問い合わせ　上水道グループ

相 談
出張人権いろいろ相談
　暮らしの中で起こる様々な人権に関する問

題や悩みの相談に応じます。内容によっては
専門機関に紹介、取り次ぎも行います。
とき　１日㈮午後１時～４時（１人につき50
分）　ところ　市立公民館・講習室
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ
　 　 　

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◇匿名５万円を　知的障がい者
福祉に◇狭山福音教会チャリティコンサー
ト6,000円を　
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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

毎月 日は

問い合わせ　土木グループ
ノーマイカーデー
20

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。

12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

土
曜
開
庁

ノロウイルスによる食中毒に　ご用心
　冬季はノロウイルスによる食中毒が多く発生します。手にノロウイルスがついたまま調理をし
たり、カキなどの二枚貝を十分加熱せずに食べることで起こります。食後１～２日でおう吐や下
痢、腹痛などの症状があり、幼児や抵抗力の落ちている人は症状が重くなることがあります。

【ノロウイルス食中毒を予防するためのポイント】
①帰宅後、トイレの後、調理の前、食事の前にしっかり手を洗う　②食材、特にカキなどの
二枚貝は中心まで十分加熱する　③調理器具や調理台は、使用後十分洗浄し消毒する。調
理器具などは、煮沸または塩素系漂白剤を使用して消毒する

問い合わせ　富田林保健所衛生課☎0721－23－2682


