
福祉タクシー利用券の申請
　１日㈯から、市が指定する福祉タクシー
などで使える「福祉タクシー利用券」を１か月
２枚の割合で交付します。助成を受けるに
は申請が必要です。
助成期間　１日㈯～平成30年３月31日㈯　対
象　市内に住んでいて、住民基本台帳に記載
されている人で、身体障がい者手帳１・２級、
療育手帳Ａ、精神障がい者保健福祉手帳１級
のいずれかを持つ人　申請方法　手帳と印鑑
を持って、福祉グループへ直接　※身体障
がい者手帳・療育手帳の提示によるタクシー
運賃の１割引きも、併せて利用できます
問い合わせ　福祉グループ

高額障がい福祉サービス等給付費・
高額障がい児通所給付費の申請
　１人の人が複数の障がい福祉サービスな
どを利用する場合、同一世帯で異なる制度の
サービス等を利用する人が複数いるときは、
そのサービス利用料の負担軽減を図るため、
世帯の月々の負担額の合算額から制度で定
める基準月額（上限額）を超える金額について
償還する制度があります　※詳しくは問い
合わせてください
対象の制度　○障害者総合支援法に基づく
サービスの利用者負担額　○介護保険法に
基づくサービスの利用者負担額　○補装具
費にかかる利用者負担額　○児童福祉法に
基づく「障がい児支援（入所・通所）」のサービ
ス利用者負担額など
問い合わせ　福祉グループ

税
土地・家屋固定資産価格等帳簿の縦
覧
　自分の土地や家屋の評価額が適正である
ことを確認するために、他の土地や家屋の評
価額の縦覧ができます。縦覧帳簿には、所
有者の名前・住所は記載されていません。
とき　１日㈯～５月31日㈬　ところ　税務グ
ループ　縦覧資格　市内の土地または家屋の
固定資産税の納税者、または納税者から委任
を受けた人　必要書類　納税通知書や運転免
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国民健康保険
仮算定分納付通知書を送付
　平成29年度国民健康保険料の納付通知書
を、今月中旬に送付します。これは仮算定保
険料（４月～６月の各期納付分）で、平成28
年度の保険料を基準に算出しています。また、
７月から平成30年３月までの保険料は、７月
に送付する本算定保険料（平成29年度中に納
める年間保険料総額から仮算定保険料額を差
し引いた額）の納付通知書でお知らせします。
問い合わせ　保険年金グループ

国民年金
学生納付特例制度があります
　大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専
門学校・専門学校・専修学校（知事の認可を受
けている通信制・夜間部・定時制も含む）など
に在学する20歳以上の学生で、年金の保険
料を納めるのが困難な場合、学生の間は保
険料を猶予し、社会人になってから納付す
るという学生納付特例制度があります。
　本人の前年中所得が118万円以下であれば
対象となります（扶養家族がいる学生の場合
は基準額が変わります）。
　平成29年度の納付特例を希望する人は、
年金手帳・学生証（写しの場合は両面）または
在学証明書・印鑑を持って、保険年金グルー
プ（年金担当）で申請してください。過去期間
は申請時点から２年１か月前まで、将来期間
は年度末まで申請ができます。その期間の
在学証明書と年度ごとの申請書が必要です。
問い合わせ　保険年金グループ

国民年金保険料を納めましょう
　平成29年4月から平成30年3月までの国民
年金保険料は、前年度より230円引き上げら
れた月額１万6,490円です。毎月の保険料は、
日本年金機構から送られてくる納付書によ
り翌月の末日までに納めることとなってい
ますが、２年を過ぎると納められなくなるの
で注意してください。納付の窓口は、金融
機関（ゆうちょ銀行を含む）またはコンビニと

なっています。また、口座振替による納付
やクレジットカードによる納付もできます。
　口座振替による６か月前納（10月～平成
30年３月分）は平成29年８月末まで、１か
月分前納は随時申し込みが可能です。クレ
ジットカードによる納付も申し込みが必要
です。現金支払や口座振替で前納制度を利
用すると、月々の納付額が毎月払いに比べて
割引になる場合があります。詳しくは、問
い合わせてください。
問い合わせ　天王寺年金事務所☎06－6772
－7531

福 祉
さやりんおれんじカフェを開催
します
　さやりんおれんじカフェは認知症の本人
や家族、地域の人や専門職など、地域の誰
もが気軽に集い、楽しく過ごしながら仲間
づくりや情報交換をする場です。のぼりを
目印にお越しください。

認知症カフェ一覧
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）　利用料　100円
げんきカフェ☎366－6535
とき　12日㈬・22日㈯いずれも午後２時
～５時　ところ　げんき館（茱 木三丁目） 
利用料　100円
認知症カフェおもちゃ館☎365－6688
とき　２日㈰・９日㈰・16日㈰・19日㈬・23
日㈰・30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）　利用料　100円
問い合わせ　高齢介護グループ

許証など本人確認ができる書類　※委任を受
けた人は、委任状と本人確認ができる書類
問い合わせ　税務グループ

新年度の固定資産評価証明書・公
課証明書の発行について
　平成 29 年度の固定資産評価証明書は、１
日㈯から発行します。税額は表示されません。
平成 29 年度の公課証明書および税額を記載
した固定資産評価証明書（記載事項証明書）
は、５月１日㈪から発行します。
問い合わせ　税務グループ

環 境
有価物回収奨励金交付団体の登録
申請受付
　ごみの減量と再資源化を推進するため、古
紙・雑がみ・古布・ダンボールなどの有価物は、
自治会や子ども会などが集団回収を行って
います。市では、集団回収を行っている団
体に奨励金を交付しています。登録は４月
～翌年３月までの１年間です。ご協力いた
だける団体の代表者は、28日㈮までに登録
申請してください。
問い合わせ　生活環境グループ

水 道
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
りますので、詳しくは問い合わせてください。
対象　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世帯でも、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
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○救命のため一刻を争うとき　○早期に傷
病者への適切な救急活動を行う必要がある
とき　○現場の階段や通路が狭いなど、救
急隊だけで搬出することが困難なとき　○
交通量の多い場所などで、傷病者や救急隊
の安全を確保する必要があるとき　○傷病
者が多数発生しているとき　※状況によっ
ては、消防車が先に到着することや、消防
車が遅れて到着する場合もあります
問い合わせ　消防本部

みどり
不要になったバスタオルなどを回
収しています
　市では市民団体と協力して、あまの街道の
ナラ枯れ被害の拡大を防ぐため、樹木にバス
タオルやシーツを巻く対策を行っています
が、作業に必要なバスタオルやシーツが不足
しています。家庭で不要になったバスタオル
やシーツを公園緑地グループで回収してい
ますのでご協力をお願いします　
回収場所・問い合わせ　公園緑地グループ

まちづくり
生産緑地の追加指定を受け付け
　市では、市街化の進展による緑地の減少
が進む中で、大阪府の南部大阪都市計画区
域マスタープランで、計画的に確保すべき
対象として生産緑地を「緑地」の一つとして
位置づけていることなどから、生産緑地の
新たな追加指定の募集を行い、指定要件を
満たす農地を生産緑地に指定します。追加
指定がされると、都市計画上、農地として
の土地利用が位置づけられます。指定され
た農地は適正な管理が義務づけられ、農業
以外に利用できません。
申請および事前相談期間　３日㈪～５月31
日㈬いずれも午前９時～午後５時30分（土・
日曜日、祝日を除く）　※事前相談は５月22
日㈪まで　ところ　都市計画グループ　提
出書類　農地の位置（地名、地番）、面積およ
び土地所有者が確認できる書類
問い合わせ　都市計画グループ

せん。また、上記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

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

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　山本北地内　工事期間　５月31日
㈬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

消 防
救急車と消防車の同時出場
　救急現場に、救急車と消防車が同時出場
することがあります。停車させている消防
車が邪魔になる場合や、火災と紛らわしい
場合などがありますが、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

【救急車と消防車が同時出場する場合】
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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　５日㈬・12日㈬・19日㈬・26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」４月の営業日

N
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社会教育指導員
募集人数　１人　応募資格　普通自動車免許
を持っていて、社会教育に関する豊かな見識
と優れた指導技術を持っている人　※勤務時
間は週24時間程度　申し込み　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、市立公民館で配布する募集要項を確認し、
３日㈪～14日㈮に〒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　※募集要項は市ホームページか
らも閲覧可
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　受付窓口業務　募集人数　２人　対象 
接客・接遇経験があり明朗快活な人　応募方
法　３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、14日㈮までに〒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　※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

平成29年度国税専門官採用試験
　国税局や税務署において、税のスペシャリ
ストとして国税調査官、国税徴収官、国税
査察官といった職種に分かれて活躍してい
ます。
第１次試験日　６月11日㈰　受験資格　昭
和62年４月２日～平成８年４月１日に生ま
れた人、または平成８年４月２日以降に生
まれた人で大学を卒業した人（卒業見込み、
人事院が同等の資格があると認める人を含
む）　申し込み　12日㈬までにホームページ
(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html) で受付
問い合わせ　富田林税務署総務課☎0721－
24－3281

経済・労働
小規模企業融資の改定
　市では、市内で事業を営む小規模企業者に
運転資金または設備資金の融資あっせんを
行っています。1日㈯から、融資限度額300
万円を400万円に、固定金利1.6％を1.3%
に変更します。また、約定どおり融資を完
済した人には、利子および信用保証料の補
給も行っています。
問い合わせ　農政商工グループ

募 集
介護福祉士実務者研修・通信課程
とき　【通信課程】５月１日㈪～10月31日㈫

【スクーリング】５月14日㈰・７月30日㈰・８
月12日㈯・19日㈯・26日㈯・９月９日㈯・17
日㈰・24日㈰・10月15日㈰・22日㈰　ところ 
ジョブシティカレッジおもちゃ館金剛校（金
剛一丁目）　受講料　２万4,024円～10万
7,441円（所持資格により異なります）　定員
30人（先着順）　※同一資格所持者５人以上
で開催決定　申し込み・問い合わせ　25日㈫
までに電話で NPO 法人シーシータイミング
☎366－5566

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　申し込み　28日㈮まで
に高齢介護グループへ直接
問い合わせ　高齢介護グループ

消費生活相談員（非常勤職員）
業務内容　消費生活に関する相談業務や啓
発活動など　募集人数　1人　応募資格　消
費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生
活アドバイザー、消費生活コンサルタント
のいずれかの資格を持ち、パソコン操作が
できる人　※６月から週３日勤務　申し込
み　履歴書と資格証の写しを〒589－8501
大阪狭山市役所社農政商工グループへ郵送
または直接。28日㈮必着
問い合わせ　農政商工グループ

労働基準監督官採用試験
　働く人の労働条件の確保・改善、労災事故
の防止、労災補償の仕事をする厚生労働省
の専門職員（国家公務員）です。
第１次試験日　６月11日㈰　受験資格　昭
和62年４月２日～平成８年４月１日に生ま
れた人、または平成８年４月２日以降に生
まれた人で大学を卒業した人（卒業見込み、
人事院が同等の資格があると認める人を含
む）　申し込み　12日㈬までにホームページ
(http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html) で受付
問い合わせ　大阪労働局総務部総務課人事
第１係☎06－6949－6482

手話奉仕員レベルアップ講座
とき　５月12日～７月14日いずれも金曜
日の午後７時～９時（全10回）　ところ　市
役所南館・講堂　対象　市内に居住 ･ 通勤 ･
通学する手話奉仕員養成講座修了者　※手
話通訳士、大阪府手話通訳登録者、大阪府
手話通訳者養成講座修了者は除く　受講料 
無料　定員　20人（先着順）　申し込み　福
祉グループで配布する参加申込書またはは
がきに「手話奉仕員レベルアップ講座受講
希望」と郵便番号・住所・名前・年齢・電話番
号・手話奉仕員養成講座修了年度を書いて、

●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　５日㈬・
12日㈬・19日㈬・26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 
17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　10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　20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　３日㈪・11日㈫・25日㈫午
後２時～４時、15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、１日㈯・15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、１日㈯・
15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。②８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）も相談可
●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）　18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　５日㈬・19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

いろいろな相談
●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
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　３日㈪・10日㈪・17
日㈪・24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（屋田☎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（村田☎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

〒589－8501大阪狭山市役所福祉グループ
へ郵送または直接。14日㈮必着
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

介 護
介護保険料の仮徴収
　介護保険料は、前年中の所得に基づいて決

定します。平成29年度の年間保険料は、平
成28年中の所得を元に算出し、７月に決定・
通知します。それまでは、平成27年中の所
得を元に算出した仮の保険料を納めてくだ
さい。介護保険料を納付書や口座振替で納
付する普通徴収の人は、４・５・６月分、新
たに年金から天引きする特別徴収の人や特
別徴収の額が変更される人などは、４・６・
８月分の仮徴収の通知書を送付します。現在、
特別徴収の人は、今年２月と同額を４・６・
８月に仮徴収額として引き続き特別徴収しま
すので、「仮徴収額通知書」は送付しません。
問い合わせ　高齢介護グループ

相 談
職場の労働問題で悩んでいませんか
利用時間　午前９時～午後５時（土・日曜日、

祝日など休日を除く）　※火曜日のみ午後
６時まで　相談電話　フリーダイヤル
0120－939－009　※大阪府外および携帯
電話・PHS など移動体電話からは利用できま
せん
問い合わせ　大阪労働局雇用環境・均等部
指導課☎ 06 － 6949 － 6050
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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。

４月の開庁日　１日・15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

フリー
ダイヤル

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

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

JICAボランティア
　技術や経験を活かし、開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら行う海外
でのボランティアです。事業主体は、国際協力機構（JICA）が実施する政府事業です。
対象　青年海外協力隊／20歳～39歳の日本国籍を有する者、シニア海外ボランティア／40
歳～69歳の日本国籍を有する者　募集期間　５月10日㈬消印有効
問い合わせ　独立行政法人国際協力機構 JICA 関西国際センター☎078－261－0352、ま
たは JICA ホームページ（http://www.jica.go.jp）　


