
25 新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります

相談内容  ＝予約制 とき（指定日以外の休日を除く）
市民相談・人権いろいろ相談 月～金曜日午前９時～午後５時30分

弁護士による無料法律相談（オンライン相談可） 水曜日午後１時～４時
司法書士による無料相談（オンライン相談可） 15日㈪午後１時～４時
人権擁護委員による相談 18日㈭午後１時～４時

行政相談 ８日㈪午後１時～４時
市民相談・人権啓発グループ☎366-0011・FAX366-0051

専門の女性カウンセラーによる女性のための相談
（自認する性別が女性の人対象。オンライン相談可）

１日㈪・９日㈫午後１時～４時、20日㈯午前９
時30分～午後０時30分、23日㈫午前10時30
分～午後１時30分

電話相談「女性のためのよりそいホットライン」
（必要な人に生理用品を提供しています）

２日㈫・８日㈪・16日㈫・22日㈪午前10時～午後
５時（午後４時30分まで受け付け）
相談専用電話番号☎090-2112-3970

きらっとぴあ☎247-7047
DV相談専用ダイヤル 月～金曜日午前９時30分～午後５時30分

市民相談・人権啓発グループ☎349-8819
児童家庭相談 月～金曜日午前９時～午後５時30分、６日㈯・20

日㈯午前９時～午後０時、月～金曜日午前９時30
分～午後５時（UPっぷ（子育て交流ひろば）のみ）ひとり親家庭相談（子育て支援グループのみ）

子育て支援グループ☎366-0011、UPっぷ（子育て交流ひろば）☎360-4320
ひとり親家庭相談 6日㈯・20日㈯午前10時～午後０時
身体障がい者相談 12日㈮午後１時～４時

さつき荘☎366-2022・FAX366-0880
知的障がい者（児）相談（電話相談） 20日㈯午後１時～２時

高嶋☎0743-25-8131
電話・面接育児相談 月～金曜日午前９時～午後５時

市立こども園☎366-0080
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「手をつな Go!」
月曜日午前10時～午後５時、水・木曜日午前10
時～午後０時

ぽっぽえん☎360-0022
妊婦および就学前の子どもの子育てに関する相談（予約可） 月～金曜日午前10時～午後５時

ぽっぽえん☎360-0022、電子メール（poppoen@city.osakasayama.osaka.jp）も可
UPっぷ（子育て交流ひろば）☎360-4320、電子メール（upp@city.osakasayama.osaka.jp）も可

消費生活相談員による消費生活相談 月～金曜日午前10時～午後０時・午後０時45分～４時
消費生活センター☎366-2400（産業振興・魅力創出グループ内）

社会保険労務士による労働相談（年金・社会保険の相談も可） 16日㈫午後１時～４時
産業振興・魅力創出グループ☎366-0011

就労支援コーディネーターによる就労支援相談（就職の
あっせんは不可） 月～金曜日午前９時～午後５時

地域就労支援センター☎366-6789（産業振興・魅力創出グループ内）
若者の就労・自立相談（15～ 49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） ３日㈬・17日㈬午前10時～午後０時

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～午後５時
専門家による特別進路相談 ９月２日㈮・６日㈫・12日㈪午後５時30分～８時

教育支援センターフリースクールみ・ら・い☎368-0909、学校教育グループ☎366-0011

介護電話相談 月～金曜日午前９時～午後５時30分、６日㈯・20日
㈯午前９時～午後０時（ニュータウンサテライトのみ）

地域包括支援センター☎365-2941、ニュータウンサテライト☎366-5566
心配ごと相談（日常生活における悩みの相談） １日㈪・15日㈪午後１時～４時

社会福祉協議会☎367-1761
コミュニティソーシャルワーカーによる福祉なんでも相談 月～金曜日午前９時～午後５時30分

社会福祉協議会（本莊・山原☎367-1761）
障がい者（児）相談支援事業所による障がい者（児）相談 月～金曜日午前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・障がい児）☎365-1144、相談支援センターぱるぱる
（身体・知的・難病・障がい児）☎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～金曜日午前９時～午後５時30分
福祉グループ☎349-9409

きこえない・きこえにくい人の FAX福祉相談 月～金曜日午前９時～午後５時30分
福祉グループ FAX366-9696

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
生活サポートセンター☎368-9955

STOP  コロナ差別 !!  コロナいじめ !!  ＃正しい理解を  ＃差別はやめよう

公共施設連絡先
かけ間違いにご注意ください

市役所開庁時間
■月～金曜日／午前９時～午後５時30分
■土曜開庁日／午前９時～午後０時
第１・第３土曜日に、市役所とニュータウン連
絡所を開庁しています。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。

８月の土曜開庁日

市役所（代表）
　　税務グループ
　　（収納）
　　（固定資産税）
　　（市民税・軽自動車税）
　　福祉グループ
　　（身体障がい）
　　（知的障がい）
　　（精神障がい）
　　高齢介護グループ
      （介護認定)
       （介護認定以外）
　　保険年金グループ
　　（国保賦課収納）
　　（国保給付）
　　（後期高齢）
　　（福祉医療）
　　（国民年金）

　　市民窓口グループ　　　
　　社会教育グループ
大阪狭山水道センター

（水道お客様センター）
ニュータウン連絡所
市立コミュニティセンター
SAYAKA ホール
市立公民館
図書館
保健センター
さやま荘・さつき荘
狭山池博物館・郷土資料館
総合体育館
池尻体育館
ふれあいスポーツ広場
社会教育センター
市民ふれあいの里
社会福祉協議会
堺市大阪狭山消防署
消防署ニュータウン出張所
市民活動支援センター
基幹相談支援センター
権利擁護支援センター
地域包括支援センター
ニュータウンサテライト
生活サポートセンター
きらっとぴあ

（男女共同参画推進センター）
ぽっぽえん

（子育て支援センター）

UPっぷ （子育て交流ひろば）
 （世代間交流ひろば）
富田林保健所
黒山警察署

072-366-0011

072-349-9400
072-349-9401
072-349-9402

072-349-9407
072-349-9408
072-349-9409

072-349-9418
072-349-9416

072-349-9470
072-349-9471
072-349-9472
072-349-9472
072-349-9473
072-349-9480
072-349-9481
072-349-9487

072-349-9476

072-366-0011
072-366-0077
072-365-8700
072-366-0070
072-366-0071
072-367-1300
072-366-2022
072-367-8891
072-365-5250
072-365-7303
072-368-2081
072-368-0121
072-366-1616
072-367-1761
072-366-0055
072-368-0119
072-366-4664
072-365-1144
072-368-2111
072-368-9922
072-366-5566
072-368-9955

072-247-7047

072-360-0022

072-360-4320
072-360-4321
0721-23-2681
072-362-1234
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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する制度で
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
人や、国民年金に任意加入している60歳以
上65歳未満の人と海外に居住する人が加入
できます。ただし、付加保険料を納付して
いる人は加入できません。掛金は希望する
年金の型・口数・年齢・性別で決まり、年末調
整や確定申告時に、全額社会保険料控除の
対象となり、受け取る年金にも公的年金等
控除が適用され、税制面で優遇されます。
問い合わせ　大阪府国民年金基金フリーダ
イヤル 0120-65-4192

国民年金保険料の特例申請

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
国民年金保険料の納付が困難な場合、本人申
告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより
免除や特例の申請ができます。
対象期間　７月～令和５年６月分　※必要
書類など、詳しくは日本年金機構または市
ホームページを確認してください。申請書や
所得の申立書もダウンロードできます。学生
は、学生納付特例制度を利用してください
問い合わせ　天王寺年金事務所☎06-6772-
7531、保険年金グループ☎349-9473

福祉

第11回特別弔慰金

　戦没者などの死亡当時の遺族で、令和２年
４月１日（基準日）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る人がいない場合に、
特別弔慰金が支給されます。対象は次の順
番による先順位の遺族一人です。
支給順位　１／令和２年４月１日までに弔慰
金の受給権を得た人、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、
４／３以外の①父母、②孫、③祖父母、④兄
弟姉妹、５／１～４以外の遺族で、戦没者な
どの死亡時まで引き続き１年以上の生計関係
を有していた３親等以内の親族（おい、めい
など）　支給内容　額面25万円、５年償還の
記名国債　請求方法　令和５年３月31日㈮
までに市役所生活援護グループへ直接
問い合わせ　生活援護グループ☎366-0011

断酒会一日研修会

とき　28日㈰午後０時～４時　ところ　SA 
YAKAホール・ 大会議室　講師　和気浩三さ
ん／（医）和気会新生会病院理事長　定員　90 
人（先着順）　申し込み・問い合わせ　21日
㈰までに電話で大阪狭山市断酒会（九鬼☎
090-4493-3173）

特別障がい者手当・障がい児福祉手当

　次に該当する人や転入時に手続きをして
いない人は、市役所福祉グループへ相談し
てください。いずれも障がいの程度の審査
や所得制限があります。
≪特別障がい者手当≫対象　精神または身体
に著しく重度の障がいを持つため、日常生
活で常時特別の介護を必要とする状態にあ

る在宅の20歳以上の障がい者（入院や施設入
所している場合は除く）　≪障がい児福祉手
当≫対象　日常生活で常時介護を必要とする
20歳未満の最重度の障がい児など（施設入所
している場合などは除く）
問い合わせ　福祉グループ☎349-9407

慰霊碑斎場を開放します

　大阪狭山市慰霊碑斎場（今熊一丁目）を開放
します。参拝は自由です。
とき　13日㈯～15日㈪午前９時～午後５時
問い合わせ　遺族会事務局☎366-2022

さやりんおれんじカフェ

問い合わせ　高齢介護グループ☎349-9416

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　14日㈰午後２時～４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㈬午後２時～４時30分　とこ
ろ　げんき館（茱 木三丁目）
カフェおもちゃ館☎365－6688
とき　20日㈯午後２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☎368－2772
とき　月～金曜日午後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　７日㈰・21日㈰午前10時～午後３時
ところ　デイサービス笑狭山（大野台七丁
目）　※モーニングは利用料300円
里カフェ☎365－5878
とき　11日㈷・25日㈭午後１時～４時　とこ
ろ　介護老人保健施設さやまの里（岩室二丁目）

　「未来へつなぐまちづくり」などをテーマに、市長と市民がまちづくりに関して意見交換を
行います。話し合った内容については、市ホームページで公表する予定です。
実施期間　15日㈪～11月25日㈮午前10時～午後８時（１時間程度）　対象　通年で活動し
ていておおむね 10人以上の会員の参加が見込める団体　申し込み　1日㈪～開催日の１週間
前（土・日曜日の場合は翌開庁日）に市ホームページからダウンロードできる申請書、団体など
の会則、役員名簿、出席予定者名簿、事業計画書を市役所秘書グループへ直接　※建設的な
議論を行う場とするため、単なる要望や政治・宗教活動、営利目的の懇談はお断りします
問い合わせ　秘書グループ☎366-0011

＋（プラス）ミニミーティングおおさかさやま

　ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ
有効成分を持ち、安全性や品質が同様で薬代
はおおむね７割以下です。処方を希望する人
は、かかりつけ医などに相談してください。

ご存知ですか？
ジェネリック医薬品

とき　３日㈬・17日㈬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
　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
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・FAX366-0880

「カフェさつき」８月の営業日

問い合わせ　保険年金
グループ☎349-9471



募集

「さやマルシェ」出店者・出演者

　

　「狭山ニュータウン魅力発見フェスタ」を開
催します。「さやマルシェ」に出店するキッチン
カーやワークショップなどの出店者、パフォー
マンスの出演者を募集します。
ところ　南第一小学校　申し込み
19日㈮までに市申込フォームから
問い合わせ　企画グループ☎366-0011

介護保険認定調査員（会計年度任用職員）
業務内容　市役所高齢介護グループでの要介護
認定の訪問調査、専門的相談・援助業務、認定
審査関係事務補助業務　任用期間　９月１日㈭
～令和５年３月31日㈮　応募資格　次のすべ
てに該当する人　●介護支援専門員資格を有す
る人　●認定調査員新規研修を修了している人 
●普通自動車免許を有する人　●パソコン操作

（ワード、エクセルなど）ができる人　募集人数
一人　申し込み　市役所高齢介護グループで配
布する募集要項を確認し、必要書類を〒589-
8501大阪狭山市役所高齢介護グループへ郵
送または直接。５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　高齢介護グループ☎366-0011

堺市消防職員採用試験（高校卒程度）

試験日　９月25日㈰　申し込み　８日㈪午後５
時までに堺市電子申請システムから　※詳しく
は堺市ホームページを確認してください
問い合わせ　堺市人事委員会事務局☎228-
7449

禁煙ポスター

対象　市内に住んでいる小学５・６年生と中
学生（未発表の作品に限る）　テーマ　たばこ
の煙がないまちに～あなたの気づかいみん
なの笑顔～　規格　４つ切りサイズ画用紙

（縦向き）、彩色・画材は自由（作品は絵のみ）
とし、標語やキャッチフレーズは作品の裏
面に記入してください　申し込み　９月２
日㈮までに作品の裏面に住所・名前・学校名・

学年・電話番号を書いて、〒589-0032岩室
一丁目97-３保健センターへ郵送または直
接　※市内の小・中学生は学校から配布する
案内を確認してください。入賞者には、表
彰状と記念品を贈呈します
問い合わせ　保健センター☎367-1300

北放課後児童会運営業務委託事業者

業務内容　北小学校敷地内にある専用プレハ
ブ教室で、４クラスの放課後児童会を運営す
る業務　※１クラスの定員は40人　申し込み
市ホームページの実施要領を確認し、22日㈪
午前９時30分～31日㈬午後５時に市役所放
課後こども支援グループへ直接
問い合わせ　放課後こども支援グループ☎
366-0011

学びの支援員（会計年度任用職員）

業務内容　教育的支援が必
要な児童・生徒に対する支援
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、看護師免許のうち一つ以上を持
つ人　応募方法　10日㈬までに履歴書と教員
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。９日
㈫消印有効
問い合わせ　学校教育グループ☎366－0011

税

31日㈬は市府民税の第2期分の納期限

　忘れないよう近くの金融機関、コンビニエン
スストア、スマホ決済アプリで納めてください。
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滞納処分を行う
場合があります。納期限までに納付が困難な場
合は、市役所税務グループへ納付方法を相談し
てください。また、督促状の発送から一定期間
経過後、未納の人にはショートメッセージサー
ビスにより納付を呼びかける場合があります。
問い合わせ　税務グループ☎349-9400

31日㈬は個人事業税の納期限

　今月中に第１・２期分の納付書をまとめて
送付します（口座振替利用の人を除く）。年間
の税額が１万円以下の場合は、第２期分の
納付書はありません。　

納付方法　府税事務所、納付書裏面に記載
されている金融機関やコンビニエンススト
アなどで納付のほか、「pay-easy（ペイジー）」
に対応しているATM（ゆうちょ銀行を除く）
やインターネットバンキング、スマホ決済
アプリのauPay、d払い、payB（ペイビー）、
PayPay、LINEPay、楽天銀行コンビニ支払
いサービスからも納付可
問い合わせ　大阪府南河内府税事務所☎07 
21-25-1131

税理士による無料税務相談

　所得税、相続税や経理などの相談ができます。
と　き ところ

２日～ 30日の
火・木曜日（11
日㈷を除く）

富田林納税協会
（富田林市若松町西／近鉄長野

線「富田林駅」下車）
18日㈭ 市役所

※午後１時～４時（１人30分程度）　申し込
み・問い合わせ　電話で近畿税理士会富田林
支部☎0721-25-6250

労働

ひとり親家庭などのための就業支援講習会

【介護福祉士試験対策講座】　
とき　10月８日～11月12日の土曜日（全６
回）　ところ　大阪府立母子・父子福祉セン
ター（大阪市東成区中道／大阪メトロ中央線

「森ノ宮駅」下車）　受講料　5,000円（教材費）
定員　24人（多数の場合は抽選）　※第35回
試験申込者限定です　申し込み　大阪府立母
子・父子福祉センターホームページのメール
フォームから。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・過
去に当センターで受講した講座名・Wi-Fi環境の
有無・保育希望者は２歳～未就学児の子どもの
名前と年齢を書いて、〒537-0025大阪市東
成区中道一丁目３-59大阪府立母子・父子福祉
センター内大阪府母子家庭等就業・自立支援セ
ンターも可。９月８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。
就職セミナーの受講が必須です
問い合わせ　大阪府母子家庭等就業・自立支援
センター☎06-6748-0263

仕事を探しているひとり親家庭のお母
さん・お父さんへ

とき　月～土曜日午前10時～午後４時（予約
制）　※保育あり　ところ　大阪府立母子・父

23 新型コロナウイルス感染状況により、市主催事業などを中止・延期する場合があります

10月29日㈯午前11時～午後4時
南第一小学校
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子福祉センター（大阪市東成区中道／大阪メト
ロ中央線「森ノ宮駅」下車）　内容　ひとり親家
庭の就職・転職、職場の悩みなどの相談、職業
紹介、就職セミナーなど　申し込み・問い合
わせ　電話で大阪府母子家庭等就業・自立支援
センター☎06-6748-0263

南河内合同就職面接会

とき　９月６日㈫午後１時～４時　ところ 
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）　内容　合同就職面接会（定員は一社当
たり９人程度）、就活に役立つ好印象メイク講
座（メイク道具の持参が必要）／花王、誰もが活
躍できるお仕事説明会／マクドナルド、各種
相談コーナー（就労相談、職場・生活相談）　申 
し込み　就職面接会のみ８日㈪から電話でハ
ローワーク河内長野☎0721-53-3081　※
先着順。当日面接希望の人は、履歴書と持っ
ている人はハローワーク受付票またはハロー
ワークカードを持参してください
問い合わせ　産業振興・魅力創出グループ☎
366-0011

相談

「子どもの人権110番」強化週間

　子どもの人権専門家による
電話相談を実施しています。
強化週間として、26日㈮～9
月１日㈭は相談時間を拡大し
ます。相談は無料で秘密は厳守します。

【フリーダイヤル 0120-007-110】
相談時間　午前８時30分～午後７時　※27
日㈯・28日㈰は午前10時～午後５時　
●インターネット人権相談（子どもの人権
SOS-eメール）　https://www.jinken.go.jp/ko 
domo
●LINE人権相談　＠snsjinkensoudan
問い合わせ　大阪法務局人権擁護部☎06- 
6942-9496

安全

花火はルールを守って安全に

≪花火を安全に遊ぶポイント≫
●花火は人に向けない　●風
が強いときは花火をしない 
●遊び終わった後は、水バ
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ケツにつけて火を消す
問い合わせ　堺市消防局予防部危険物保安課
☎238-6006

全国瞬時警報システム（Jアラート）全
国一斉情報伝達試験

　10日㈬午前11時に、防災行政無線の屋外
拡声子局（スピーカー）から、全国一斉試験放
送を行います。　※気象・地震などによっては、
試験放送を中止する場合があります
放送内容　「チャイム音→これは、Jアラート
のテストです（３回繰り返し）→こちらはぼう
さいおおさかさやまです→チャイム音」
問い合わせ　危機管理室☎366-0011

緑

緑化樹の無償配布

　自治会などの団体や事
業所が施設や沿道に木を
植えるための植栽に必要
な緑化樹を無償で配布し
ます。　※市民や従業員、
PTAなどの皆さんが共同
して行う緑化が対象です
配布期間　令和５年２～３月ごろ　※樹木の
受け取りや植え付け・管理は申請者が行ってく
ださい　申し込み　31日㈬までに市役所公園
緑地グループへ直接
問い合わせ　公園緑地グループ☎366-0011

交通

道路を美しく！公園 ・ 緑道を美しく！
～８月は道路ふれあい月間～

【推進標語】
朗らかに「お先にどうぞ」が言えた朝
　手入れが不十分な生垣や庭木の道路への

はみ出しは、歩行者の安全確保や緊急車両
の進入の妨げになります。だれもが気持ち
よく利用できるように心がけましょう。

【公園でのマナー違反はやめましょう】
●ごみ、空き缶、たばこのポイ捨て　●犬
のふんの放置　●不法投棄　●不法看板や
ちらしの貼り付け　●落書き　●違法駐車
や自転車の放置　●バイクの乗り入れ　●
リードなしでの犬の散歩　●深夜まで騒ぐ
●爆竹や打ち上げ花火　●場所を占用した
危険なボール遊びなど
問い合わせ　土木グループ、公園緑地グルー
プ☎366-0011

道路舗装修繕工事のお知らせ

　次の場所で工事を行います。工事期間中は、
作業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。

大阪狭山市役所

SAYAKAホール

工事箇所

期間　９月30日㈮まで　場所　狭山一丁目
地内ほか　内容　道路舗装打ち換え工事ほか

（午前９時～午後５時、午後８時～午前５時）
問い合わせ　土木グループ☎366-0011

皆さんの善意 [ 敬称略 ]

【市へ】災害対策に
◇㈱ダブルエー・ホールディングス（東京都新宿
区）空気発電池、LED照明などを

　情報公開制度は、市が持っている情報について、
公開を請求する権利を市民の皆さんに保障する制
度です。また、個人情報保護制度は、市が持って
いる情報に含まれる個人情報を適正に取り扱うこ
とを定めた制度で、自分自身の情報の開示を請求
する権利なども保障しています。令和３年度中に
利用された件数は右表のとおりです。
問い合わせ　法務・契約グループ☎366-0011

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
制度の運用件数 情報公開 個人情報保護
請
求
状
況

請求者数 112人 ８人
請求件数 112件 ８件
公文書請求件数 273件 16件

決
定
状
況

全部公開 ８件 10件
部分公開 261件 ５件
非公開 ０件 ０件
不存在 ４件 １件
取り下げ ０件 ０件

不服申し立て １件 ０件

手持ち花火のルール
と注意点について


