
戦傷病者見舞金を支給します
　戦傷病者手帳を持つ人に、戦傷病者見舞金
を支給します。該当する人は、戦傷病者手帳、
印鑑、預金通帳など振込み先の口座番号が
確認できるものを持って、生活援護グルー
プで申請してください。なお、昨年見舞金
を受給している人は引き続き支給しますの
で申請を行う必要はありません。詳しくは、
後日送付する見舞金支給に関する案内をご
覧ください。
申請期間　１日㈪～19日㈮　対象　６月１
日㈭現在、３か月以上市の住民基本台帳に
記載されていて戦傷病者手帳を持つ人　支
給額　１人8,000円（年額）　
問い合わせ　生活援護グループ

税
納税通知書を送ります
　平成29年度の固定資産税・都市計画税の納
税通知書を１日㈪に、軽自動車税の納税通
知書を２日㈫に発送します。市内に土地・家
屋・償却資産や軽自動車を所有している人で
納税通知書が届かない人は、税務グループ
へ連絡してください。口座振替の場合は、金
融機関名なども記載していますので確認し
てください。
問い合わせ　税務グループ

納税メモ　

　今月は固定資産税・都市計画税の第１期分
と軽自動車税の納期です。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、財産を差
押処分する場合があります。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

軽自動車税の減免申請
　障がいのある人が利用する軽自動車で、一
定の要件にあてはまる場合は、軽自動車税
が減免されます。31日㈬までに、身体障が
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国民健康保険
異動の届け出は忘れずに
　国民健康保険に加入するときや、やめる
ときなど資格の異動があったときは、必ず
14日以内に手続きをしてください。加入手
続きが遅れた場合は、医療費が全額自己負
担になります。
　異動の種類と手続きに必要なものは、下
表のとおりです。

資格の異動 手続きに必要なもの

加
入
す
る
と
き

転入してきたとき 転出証明書

ほかの健康保険を
やめたとき

資格喪失証明書または
離職票

子どもが生まれた
とき

生活保護を受けな
くなったとき 保護廃止通知書

や
め
る
と
き

転出するとき 被保険者証

ほかの健康保険に
加入したとき 両方の被保険者証

死亡したとき 被保険者証

生活保護を受ける
ようになったとき

被保険者証・保護開始
通知書

そ
の
ほ
か

市内で住所が変
わったとき 被保険者証

世帯主が変わった
とき 被保険者証

被保険者証をなく
したとき

※届け出のときには、印鑑と本人であるこ
とを証明するもの（運転免許証など）を持参し
てください
問い合わせ　保険年金グループ

特定健康診査の受診券を送付します
　平成29年４月１日現在で国民健康保険の
資格を持つ人で、40歳以上の対象となる人
に「特定健康診査受診券」を今月下旬に送付し
ます。受診期間は６月１日㈭から平成30年
３月31日㈯までです。医療機関に問い合わ
せて、必ず国民健康保険証と受診券を提示し
受診してください。なお、受診日において国
民健康保険の資格を持たない人は受診できま
せん。また、平成29年４月２日以降に資格

を取得した人で特定健診の受診を希望する場
合は保険年金グループへ申請してください。
問い合わせ　保険年金グループ

福 祉
補助犬の使用者を募集します
　身体障がい者の自立と社会参加の促進の
ため、補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の使
用者を募集します。詳しくは、問い合わせ
てください。
対象　盲導犬／視覚障がい１級、介助犬／肢
体障がい１級・２級、聴導犬／聴覚障がい２
級　※選考に当たり、補助犬の取得目的、
住環境などの調査を実施します　申し込み 
福祉グループにある申請書に必要事項を書
いて、〒540－8570大阪府福祉部障がい福
祉室自立支援課へ郵送。19日㈮必着　※申
請書は大阪府ホームページ（http://www.
pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/hojoken.
html）からもダウンロード可
問い合わせ　大阪府福祉部障がい福祉室自
立支援課☎06－6944－9176、FAX06－6942
－7215

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
体障がい者手帳を持っている人と支援者　参
加費　100円　定員　30人（当日先着順）
問い合わせ　身体障害者福祉協議会事務局
☎366－2022

い者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉
手帳のいずれかの手帳、納税通知書、運転
免許証、印鑑、納税義務者の個人番号カー
ドまたは通知カードを持って、税務グルー
プで手続きをしてください。代理人が申請
する場合は、障がい者手帳などの原本と各
書類の写し、委任状が必要です。また、初
めての減免申請時や車両の入れ替え時には、
車検証の写しも必要です。
問い合わせ　税務グループ

自動車税の納期限　

　自動車税の納期限は31日㈬です。納税通
知書に記載の金融機関、郵便局、コンビニ
エンスストア、府税事務所で納税できます。
また、クレジットカード（インターネットに
よる手続き）や、府税収納を扱う金融機関（ゆ
うちょ銀行を除く）の P

ペ イ ジ ー
ay-easy による納税

が可能です。詳しくは、各金融機関に確認
してください。
問い合わせ　大阪府自動車税コールセン
ター ナビダイヤル0570－020－156

統 計
工業統計調査を実施します
　６月１日㈭を基準日に、工業統計調査を実
施します。調査の結果は、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として活用されます。
４月下旬から６月下旬にかけて、大阪府か
ら任命された調査員が調査対象事業所を訪
問します。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
水質検査計画を策定しました
　上下水道部では、安全で良質な水を届け
るため、定期的に水質検査を行っています。
市では、平成29年度の水質検査計画を策定
しました。この計画は、市役所情報公開コー
ナーで閲覧できます。また、市ホームペー
ジでも公開しています。
問い合わせ　上水道グループ
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消 防
花火の正しい遊び方
　花火は火薬を原料にしているので、使用
方法を間違えると、火災・やけどなどの事故
の原因になります。次の点に注意し、大人
が事故のないよう指導してください。
○花火に書いてある遊び方をよく読んで必
ず守りましょう、○花火を人や家に向けた
り、燃えやすいものがある場所では遊ばな
いようにしましょう。衣服に火がつかない
よう注意しましょう、○手持ちの筒型花火
は、手の位置に注意しましょう、○風が強
いときはやめましょう、○水を用意しましょ
う、○たくさんの花火に、一度に火をつけ
ないようにしましょう、○大人と一緒に遊
びましょう、○正しい位置に正しい方法で
点火しましょう、○花火の筒先に顔や手を
出さないようにしましょう。点火時や途中
で火が消えたときは、特に注意しましょう、
○花火をポケットに入れないようにしま
しょう、○花火をほぐして遊ばないように
しましょう
問い合わせ　消防本部

ポンプ車の更新について
　３月にポンプ車の更新を行いました。新
しいポンプ車は600ℓの水を積載し迅速な
消火が可能です。また、最大の特徴として
少量の消火薬剤を混合した水に、圧縮空気
を送り込み発泡させる装置（CAFS 装置）を
備え、効率良く消火し、水による損害を少
なくします。この更新で、市内の消防署に
配置されているポンプ車すべてに CAFS 装
置が積載されたことになり、今まで以上に
消防力が向上しました。

問い合わせ　消防本部

工事のお知らせ
　下図に示す場所で、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　大野台六丁目地内　工事期間　９月
末まで　内容　水道管耐震化工事（昼間工事）

問い合わせ　上水道グループ

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

水道メーターの取替にご協力ください
　水道メーターは、計量法に基づき８年以
内に取り替えなければなりません。上下水
道部では、水道メーターの取替を計画的に
行っています。取替を実施する人には、事
前に「水道メーター取替のお知らせ」を配布し
ます。また、取替には㈱泉ケ丘設備の社員
が業務委託証を携帯して、各家庭に伺います。
取替費用は無料です。ご協力をお願いします。
問い合わせ　経営企画グループ

障害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　障害者地域活動支援セン
ター「さつき」☎366－2022

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（サラダ・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」５月の営業日

工事場所

大野台
保育園

Ｎ
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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水曜日いずれも午前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

経済・労働
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。
【介護職員初任者研修】
とき　７月22日～11月18日の土曜日（８月12
日・９月23日を除く、全16回）　ところ　関西
看護医療予備校（大阪市天王寺区寺田町／大阪
環状線「寺田町駅」下車）　受講料　無料（教材
費１万円が別途必要）　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。６月22日㈭消印有効　※返
信はがきにも郵便番号・住所・名前を書いてく
ださい

募 集
成人式企画運営委員
　平成30年１月に開催する成人式の企画運
営委員を募集します。
対象　市内に住んでいる18歳～22歳の人で、
企画・イベントが好きな人、何かに熱中した
い人など　募集人数　20人程度　申し込み 
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、
19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

はばたきフェスタ参加団体
　11月４日㈯・５日㈰に市立公民館で開催す
るはばたきフェスタの参加団体を募集しま
す。詳しくは、問い合わせてください。
対象　公民館登録団体　申し込み・問い合わ
せ　30日㈫までにはばたきフェスタ実行委
員会事務局（市立公民館内）

看護師（特別学びの支援員）　
　申込方法など、詳しくは問い合わせてく
ださい。
勤務場所　市内の小学校　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　
問い合わせ　学校教育グループ

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

キャリアアップ助成金
　有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働
者といった非正規雇用労働者の企業内での
キャリアアップなどを促進するため、正規
雇用などへの転換、人材育成、処遇改善など
の取組を実施した事業主に対して助成する
制度です。詳しくは、問い合わせてください。
問い合わせ　大阪労働局助成金センター☎
06－7669－8900

労働契約の無期転換ルール
　有期労働契約が反復更新されて通算５年を
超えたときは、労働者の申し込みにより期間
の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換
できる「無期転換ルール」があります。最短で
平成30年４月以降に「無期転換申込権」が発生

●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　８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　１日㈪・９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、６日㈯・
20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

（予約制）をします。②13日㈯午前10時～午

後０時、ぽっぽえん
●電話・面接育児相談　月～金曜日午前９時
～午後５時（祝日など休日を除く）、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
曜日午前10時～午後５時（祝日など休日を除
く、予約可）、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～金曜日午前10時～午後４時（祝日など休
日を除く、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～金曜日午前９時～午後５時（祝日など休
日を除く、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）、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～木曜日午前９時～午

いろいろな相談
後５時（祝日など休日を除く）。専門家による
特別教育相談　12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」☎368－0909、
または学校教育グループ
●介護電話相談　月～金曜日午前９時～午後
５時30分（祝日など休日を除く）、地域包括
支援センター☎365－2941
●心配ごと相談（社会福祉協議会）　日常生
活における悩みの相談　１日㈪・８日㈪・15
日㈪・22日㈪・29日㈪午後１時～４時、さつ
き荘相談室。電話相談は☎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～金曜日午前９時～
午後５時30分（祝日など休日を除く）、【狭山
中学校区】市役所南館（数見☎070－6500－
9856）　【南中学校区】自然舎（山本☎080－
1473－5125）　【第三中学校区】社会福祉協
議会（谷川☎367－1761）
●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～金曜日午前９
時～午後５時30分（祝日など休日を除く）、

【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

します。無期転換後の労働条件は、別段の定
めがない限り無期転換前と同一となります。
【平成25年４月から１年契約の場合】

問い合わせ　大阪労働局雇用環境・均等部指
導課☎06－6949－6494

ミニ介護面接会・相談会
とき　18日㈭午後２時～４時（受付は午後３
時30分まで）　ところ　ハローワーク河内長
野・大会議室（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）　対象　介護業界での仕

事を希望する人　参加企業　５社　持ちも
の　履歴書（複数企業面接希望者は複数枚必
要）、ハローワーク紹介状　
問い合わせ　ハローワーク河内長野☎0721
－53－3081

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、許
認可、交通事故の相談などを行います。
とき　19日㈮午後１時～５時（予約制）　と

ころ　市役所別館・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☎
365－7690

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
◇日本自由メソヂスト葛城キリスト教会１万
円を　◇スケッチ会・てんとう虫7,000円を
【地域福祉基金へ】
◇橋本孝志5,000円を　◇橋本有加子5,000
円を
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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。

５月の開庁日　６日・20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

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

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

フリー
ダイヤル

「ワンクリック詐欺」に注意！
　ワンクリック詐欺とは、インターネットサイトなどの画面を見ながらクリックして進

んでいくと、いきなり「登録完了」などという表示が出て、料金を請求される詐欺です。身

に覚えのない請求には応じる必要はありません。

　市職員などを名乗って「医療費の還付金がある」と電話をかけ、金融機関などのATMに

誘導する不審な電話が多数かかっています。この電話は「詐欺」です。このような電話を受

けた場合は、ATMへ行くことなく、必ず警察に通報してください。また、家族への注意

喚起もお願いします。

「還付金詐欺」に注意！

問い合わせ　黒山警察署

飼い犬の登録、狂犬病予防注射
は法律による飼い主の義務です

　飼い犬登録の目的は、犬の所有者を明

確にすることです。狂犬病が発生した場

合、飼い犬登録情報により、地域におい

て迅速に対応することができます。生後

91日以上で登録が済んでいない犬の飼い

主は、生活環境グループで登録の手続き

をしてください。室外犬、室内犬に関わ

らず登録をお願いします。また、狂犬病

は感染後、発症すると治療できませんが、

予防注射をすることで発症を予防できま

す。飼い犬に予防注射を受けさせること

が狂犬病から犬や飼い主の家族を守るこ

とにつながります。生後91日以上の犬に

は予防接種を受けさせ、その後は１年に

１回の予防注射で免疫を補強させましょ

う。

問い合わせ　生活環境グループ
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