
ります。詳しくは、問い合わせてください。
【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

上下水道料金は便利な口座振替で
　上下水道料金の支払いは、便利な「口座振
替」がお勧めです。指定の口座から２か月ご
とに上下水道料金を自動的に支払うことが
できます。「ご使用水量のお知らせ」や「領収
書」などお客様番号が記載してあるもの、預
金通帳、通帳に使用している印鑑を持って、
次の金融機関に申し込んでください。
【取扱金融機関】　りそな・三菱東京ＵＦＪ・
三井住友・池田泉州・近畿大阪・関西アーバン・
紀陽の各銀行、近畿労働金庫、成協信用組合、
大阪南農業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局）
問い合わせ　上下水道部お客様センター

相 談
行政書士による無料相談
　相続・遺言、成年後見制度、法人設立、建
設業宅建業などの許認可、各種契約書作成
などに関する相談です。
とき　16日㈮午後１時～５時（予約制、先着
５組）　ところ　市役所・相談室 B　申し込
み・問い合わせ　大阪府行政書士会南大阪支
部（香川☎365－7690）
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経済・労働
女性のためのおしごと応援フェア
　保育があります。
とき　15日㈭午後１時～４時15分　ところ
SAYAKA ホール・①②大会議室Ｌ、③小会議
室１　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　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

大阪府最低賃金が改正されました
　平成29年９月30日から、大阪府最低賃金
は909円（時間額）になりました。大阪府内の
事業場で働くパートやアルバイトなどを含
め、すべての労働者に適用され、大阪府内
の雇用者は時間額909円以上の賃金を支払う
必要があります。
問い合わせ　大阪労働局賃金課☎06－6949
－6502、または羽曳野労働基準監督署☎
072－942－1308

ハローワーク河内長野からのお
知らせ
【わかもの就労支援「就活クラブ」】
　おおむね35歳以下の人を対象に「就活クラ
ブ」を実施しています。３日間連続で、グルー
プワーク形式で学び、正社員での早期就職
をめざします。
とき　26日㈪～28日㈬、３月12日㈪～14
日㈬いずれも午後２時～３時30分
【求職者支援制度】
　求職者支援訓練などの受講、ハローワー
クの就職支援、訓練期間中の給付金支給（一
定の要件あり）により早期就職をめざします。
問い合わせ　ハローワーク河内長野☎0721
－53－3081

水 道
指定給水装置工事事業者の追加
　次の業者を、新たに市の給水装置工事事業
者に指定しました。給水装置の新設・改造・
修繕などは、必ず指定業者で行ってくださ
い。これまでに指定している業者については、
電話で問い合わせるか、市ホームページで
確認してください。

指定給水装置工事事業者（追加分）
北戸設備　　　　　　☎072－332－4900
松原市立部一丁目172－４
㈲雅工業　　　　　　☎0721－30－3155
富田林市川向町７－５
水道救急サービス　　☎0120－28－1199
大阪市中央区日本橋一丁目14－13
楠原設備工業　　　　☎06－6757－0955
大阪市生野区巽北一丁目７－23
ＮＫワークス㈱　　　☎072－370－1998
高石市東羽衣六丁目21－12
久保設備　　　　　　☎072－259－2518
堺市北区百舌鳥梅北町二丁56

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

四市合同人権・法律相談会
とき　20日㈫午後１時～５時　ところ　藤
井寺市立市民総合会館（藤井寺市北岡／近鉄
南大阪線「藤井寺駅」下車）　対象　大阪狭山
市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市のいずれ
かに居住・通勤・通学する人　定員　法律相
談（要予約）、人権相談いずれも４人（当日先
着順）　申し込み　法律相談のみ電話で藤井
寺市協働人権課☎072－939－1059
問い合わせ　市民相談・人権啓発グループ

大阪府下一斉無料法律相談会　
　とき　３月10日㈯午後１時～４時（予約制、
先着６組）　ところ　市立コミュニティセン
ター４階・会議室　対象　市内に居住・通勤
する人　内容　弁護士による法律相談　※
１人30分　申し込み・問い合わせ　１日㈭か
ら電話で市民相談・人権啓発グループ

国民年金
保険料は便利な口座振替で
～２年前納で割引額が大きくなります～
　国民年金の保険料を納め忘れたままにし
ていると、老後の生活を支える老齢基礎年金
や、もしものときの遺族基礎年金、障害基
礎年金を受給できなくなる場合があります。
保険料の納め忘れがないよう指定の口座か
ら毎月自動的に引き落とされる便利な「口座
振替」を利用してください。
　なお、口座振替には、「２年前納割引制度」
があり、４月から翌々年３月までの保険料
をまとめて納めると１万5,000円程度の割引
になります。また、４月から翌年３月まで
の保険料をまとめて納める「１年前納割引制
度」や、４月から９月までの保険料をまとめ
て納める「半年前納割引制度」、毎月の振替で
通常は翌月末振替となるところを当月末振
替にする「早収割引制度」があり、利用すると
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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

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㈯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

保険料が割安になります。
　口座振替やクレジットカード前納を新た
に希望する人、または振替方法の変更を希
望する人は28日㈬までに年金事務所への申
し込みが必要です。
　現金払いでの前納は、４月に送付される
納付書で５月１日㈫までに金融機関やコン
ビニなどで納付してください。
問い合わせ　保険年金グループ、または天
王寺年金事務所☎06－6772－7531

確定申告には社会保険料控除証
明書の添付を
　国民年金保険料は、納付した全額が所得税・
市府民税などの社会保険料控除の対象にな
ります。
　１年間に納付した国民年金保険料額を証
明する「社会保険料（国民年金保険料）控除証
明書」（はがき）が、日本年金機構から昨年11
月上旬に送付されています。
　また、年の途中から国民年金に加入した
場合など、昨年10月以降に初めて保険料を
納付した人については、２月に同様の証明
書が送付されます。確定申告の手続きの際は、
必ずこの証明書・領収証を添付してください。
　国民年金・厚生年金受給者（障害年金や遺
族年金は除く）には「公的年金等の源泉徴収
票」（はがき）が、日本年金機構から１月に送
付されています。確定申告をするときに利
用してください。
問い合わせ　控除証明書に記載されている
問い合わせ先、または天王寺年金事務所☎
06－6772－7531

福 祉
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。

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

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

とき　7日㈬・14日㈬・21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」２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
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を履行するために必要な資格、免許などを有
しない人、④市税を滞納している人　有効期
間　４月1日～平成32年3月31日　申請方法
19日㈪から法務・契約グループで配布する申
請書に必要事項を書いて、３月１日㈭～16
日㈮に法務・契約グループへ直接　※申請書
は市ホームページからもダウンロード可
問い合わせ　法務・契約グループ

募 集
断酒会に参加しませんか
　アルコール依存で悩んでいる人や家族が
悩みなどを話し合うことで、断酒の継続を
目的とする会を開催しています。
とき　毎週金曜日午後７時～９時　ところ
SAYAKA ホールほか　参加費　無料
問い合わせ　福祉グループ

フロアマネージャー
　市役所・ロビーを中心に総合的な受付案内
業務などを行うフロアマネージャーを募集
します。
募集人数　１人　※勤務は４月から　応募
資格　ホテルや銀行、デパートなどでの接客・
接遇経験が豊富で、意欲的な人　受付期間
13日㈫～23日㈮必着。応募方法など、詳し
くは５日㈪から人事グループで配布する募
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　人事グループ

道をきれいに　
　　　　～まちきれい隊プログラム～

　まちきれい隊プログラム制度は、市の管理
する歩道の一定区間（参加団体が設定）におい
て、地元自治会や企業などの団体が行う自
主的な清掃活動を支援する制度です。この
活動にボランティアとして参加する団体を
募集します。なお、ごみの回収、道具の貸出、
損害保険への加入などは市が行います。
対象　地元自治会や企業などの団体（中学生
以下が参加する場合は、必ず成人の参加者
が必要）　申し込み・問い合わせ　電話で土
木グループ

登 録
南河内環境事業組合の入札参加
資格申請
　南河内環境事業組合では、建設工事や測量・
建設コンサルタントなどの業務への入札参
加資格申請の受け付けを行います。
有効期間　４月１日～平成33年３月31日 
申請方法　南河内環境事業組合第１清掃工
場（富田林市大字甘南備）で配布する申請書
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へ郵
送。23日㈮消印有効　※申請書はホームペー
ジ（http://www.minamikawachi-kankyo.
or.jp）からもダウンロード可
問い合わせ　南河内環境事業組合総務企画
課☎0721－33－6584

排水設備工事指定工事店などの
指定・登録（更新）申請
　新規（更新）の指定工事店の指定および責任
技術者の登録申請を受け付けます。
有効期間　４月１日～平成35年３月31日 
手数料　指定工事店の指定申請（更新を含む）
１件につき5,000円、責任技術者の登録申請

（更新を含む）１件につき2,000円　申請方法
５日㈪から下水道グループで配布する申請
書に必要事項を書いて、３月５日㈪～20日
㈫に下水道グループへ直接　※申請書は市
ホームページからもダウンロード可
問い合わせ　下水道グループ

平成30・31年度小規模修繕契約
希望者登録
　市内小規模事業者の受注機会拡大を図る
ため、市が発注する小規模な修繕（１件50万
円未満）の受注を希望する人の登録を受け付
けます。
対象　市内に主たる事業所を有する人　※
個人・法人、建設業の許可の有無、経営組織、
従業員数は問いません。ただし、次に該当す
る人は除きます。①契約を締結する能力を有
しない人、または破産者で復権を得ていない
人、②本市入札等参加資格審査を申請した人

（業者登録との重複は不可）、③希望する業種

社会教育指導員
募集人数　２人　応募資格　18歳以上65歳
未満で普通自動車免許を持ち、社会教育に
関する豊かな見識と優れた指導技術を有す
る人　※勤務時間は週24時間程度　応募方
法　市役所社会教育・スポーツ振興グルー
プ、市立公民館で配布する募集要項を確認
し、13日㈫～19日㈪に社会教育・スポーツ
振興グループへ直接　※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　社会教育・スポーツ振興グループ

市民ふれあいの里アルバイト職員
職種　①受付窓口業務、②リス園管理業務な
ど、③園内清掃作業など　募集人数　①２人、
②３人、③５人　対象　４月１日現在、18
歳以上の人（高校生不可）　応募方法 　１日
㈭から社会教育・スポーツ振興グループで配
布する応募用紙に必要事項を書いて、９日
㈮までに社会教育・スポーツ振興グループへ
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

手話通訳者・要約筆記者
　聴覚障がい者などが外出するときの情報
伝達を支援する、市登録手話通訳者・要約筆
記者（有償）を募集します。
応募資格　手話通訳者／手話通訳士、都道府
県登録手話通訳者、または同等の技能を持
つ人（３月３日㈯午後１時から市役所で実施
する登録試験の受験が必要）、要約筆記者／
大阪府または市町村の要約筆記奉仕員養成
講座を修了した人　応募方法　１日㈭から
福祉グループで配布する募集要項を確認し、
申請書、登録証または修了証の写しと、写真
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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㈬・21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　19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㈬・21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】９日㈮・16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　５日㈪・13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

土
曜
開
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（縦３cm ×横2.4cm）２枚を、〒589－8501
大阪狭山市役所福祉グループへ郵送または
直接。16日㈮必着　※募集要項、申請書は
市ホームページからもダウンロード可
問い合わせ　福祉グループ

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
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

学校給食センターアルバイト職員
職種　調理補助など（バイキング給食）　募
集人数　２人　※勤務は４月下旬から　応
募資格　調理師免許を有する人　試験会場

学校給食センター　※試験日時は後日連絡 
応募方法　５日㈪から学校給食センターで
配布する募集要項を確認し、履歴書を〒589
－0021今熊二丁目1748－1学校給食セン
ターへ郵送または直接。16日㈮必着（受付は
午前９時～午後４時）　※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　学校給食センター☎366－0567

介護相談員
　介護サービス利用者とサービス提供事業
所などとの橋渡し役として、ボランティア
活動（有償）を行う介護相談員を募集します。
活動内容は市内の介護老人福祉施設などを
定期的に訪問し、介護サービスに関する疑
問や不満など、利用者の声をサービス提供
事業所などに届けることです。
募集人数　若干名

【説明会】　とき　３月７日㈬10時～11時 
ところ　市役所別館・高齢介護作業室

問い合わせ　高齢介護グループ

　

皆さんの善意
［敬称略］

【市民公益活動促進基金へ】
◇まちづくり円卓会議合同事業実行委員会
2,657円を
【社会福祉協議会・善意銀行へ】社会福祉に
◇大阪狭山市商工会女性部3,000円を　◇Ｊ
Ａ大阪南女性会大阪狭山支部１万円を　◇
林恵子１万9,029円を

　東大池公園の古くなった遊具をリニュー
アルするため、工事を行います。工事期
間中、騒音や遊具エリアの利用規制など
でご迷惑をおかけしますが、ご協力をお
願いします。
工事期間　２月上旬～３月下旬
工事内容　複合遊具などの設置

問い合わせ　公園緑地グループ


