11月18日（木）美野の里に入所さ
れている今年度100歳を迎えられるお
二人に対して、賞状と祝品の授与を
行いました。
この度は、誠におめでとうござい
ます。

みんなで町をきれいに！
クリーンキャンペーン

令和３年度老人の日記念
100歳高齢者に対する
お祝い状及び記念品贈呈

12月５日（日）、町内
民の皆さんが力を合わせ
ました。
30年以上の年月を経
らの手で綺麗にする取り
なっています。
ご協力ありがとうござ

PHOTO
NEWS
防犯教室
「かいといか」で身を守ろう！
11月22日（月）町立磯長小学校で、子どもたちが犯罪に巻き込まれないよう
に、防犯教室が行われました。
合言葉「かいといか」の防犯ソングが披露され、子どもたちの歌声が体育館に
響き渡り、大阪府警のシンボルマスコットのフーちゃん、ケイちゃんとともに、
楽しく学ぶことができました。
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11月14日（日）、太子町体育連盟主
今年の行き先は二上山で、総勢20人が
身近にあっても、なかなか登る機会
参加頂きました。
当日は天候にも恵まれ、地元の自然
きる登山となりました。

一斉にクリーンキャンペーンとして、住
て、道路や水路、公園などの清掃を行い
て、クリーンキャンペーンは「まちを自
組み」として、町に根付いた清掃活動と
いました。

の良さを改めて、感じることので

体連登山︵二上山︶

催の体連登山が行われました。
参加しました。
がない初心者や、親子連れの人も

F.C.大阪サッカー教室
12月18日（土）町立総合スポーツ公園で、F.C.大阪の選手によるサッカー教室
を行いました。当日は39人の子ども達が参加しました。
現役のサッカー選手が子どもたちに向けて、熱いご指導をしてくださいまし
た。楽しくのびのびと教室に参加してくれた子どもたちが、将来活躍することを
期待しています。

令和３年度太子町人権啓発推進大会
12月９日（木）町立万葉ホールで、木村泰子さん（大阪市立大空小学校初代校
長）をお招きし、人権啓発推進大会が行われました。
『虐待、貧困、etc…コロナ危機で苦しむ子どもたちに「今、できること」』
をテーマにご講演頂き、子どもの人権について一緒に考えました。
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さつまいもが
寄贈されました

トナ会

12月８日（水）よいまちネット太子の皆さんが、栽培・
収穫されたさつまいもを、町で役立ててほしいとの趣旨
で、寄贈してくださいました。
このような温かいお心遣いに、心より感謝します。寄贈
して頂いたさつまいもは、学校給食で活用させて頂きま
す。

12月19日（日）、町立万葉ホールで、太子町リーダー会主
催の「トナ会」が行われました。
リーダー会は、地域の子どもたちの交流を通じ、青少年の健
全育成を図る目的で、中学生から社会人のメンバーで構成さ
れています。
トナ会は、年末恒例イベントとなっており、
クリスマスにちな
んだ装飾などを作り、最後にはみんなで持ち寄ったプレゼント
を交換して少し早めのクリスマスを楽しみました。

PHOTO
NEWS
＋
プラス

町立幼稚園
子ども農園で大根収穫！

９月に大根の種まきをし、毎日水かけなどの世話をし
てきました。
小さな種から、大きな大根ができることを不思議に思
う子どもたちは、「どうしてこんなに大きくなるのか
な？」「不思議やな！」など、いろんなことを考えてい
ました。
大きく成長した大根をみんなで収穫し、おうちでお料
理して頂きました。
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ラリーイベント
12月５日（日）、NCCR開催実行委員会主催のクラシック
カーなどによるラリーイベントが行われました。
チェックポイントである道の駅「近つ飛鳥の里・太子」を経
由し、フェラーリやポルシェなど46台が町内を通過しました。

“

人権教室は、児童たちに他人への思いやりやいたわりの心といった人権尊重意識を

員に次の２人が委嘱されました。

持ってもらうことを目的とした啓発活動です。児童たちは、人権擁護委員の話に真剣に耳

［新任］

を傾け、
「いじめ」をテーマとしたビデオを鑑賞し、身近な問題を一緒に考えました。

関戸 充代（太子）

大阪教育大学

くるものもいた︒それはそれで読むのも楽しい

先生あのね帳のように︑日々の暮らしを書いて

ペットの犬 と一緒に昼 寝 をしていることなど︑

た ︒学 生の中には︑パン作 り をはじめたこ と ︑

くの学生がそれを日 記のように活用しはじめ

コーナーを作ってみた︒すると︑予 想 以 上に多

て︑何を書いてもよい︑何も書かなくても良い

ていた 私 は ︑ジャー ナルの 記 載 事 項 を 変 更 し

行き場のない想いが充 満していることを感じ

業に取 り 組 む 毎 日 が 続いていた ︒学 生 た ちの

先の見えない中︑ただただ自宅でオンライン授

しかし︑２０２０年は少しちがった︒コロナ禍の

業に関 する 小レポ ー トのよう なものである ︒

ジャーナルという振り返りを書かせてきた︒授

以 前 か ら ︑大 学 の 授 業 で は 毎 時 間 ご と に

らどの授業クラスにおいても多くみられる︒

あげたい︒﹂︒こうした学生の事例は︑残念なが

﹃ 私︑えらいえらい﹄
って︑自分で自分を慰めて

の こ と を 考 え て い る ん で す ︒も う ほ ん と に

しまうのではと思うと怖くて︑気がつくと家族

た︒わたしがやらなきゃ︑この家 族は崩 壊して

た︒
﹃ 私は悪 く な ーい ﹄
って叫 び た く なり まし

﹃ 私︑あれもこれも当てはまってる ﹄と思いまし

グケアラ ー という 言 葉 を 初 めて聞 き ました ︒

からの返信を少し改変して紹介しよう︒
﹁ヤン

が あることを 伝 え たのである ︒その時の学 生

策が講じられようとしていること︑そこに未来

経験ではなく︑社会の中で名付けられ︑その対

と 書いた ︒自 分に起 きているこ とは個 人 的 な

きていることを理 解 するのに力になると思 う

事に︑ヤングケアラーという概念があなたに起

﹁ヤングケアラー﹂とは︑おとなに代わって︑

﹁ 今 ︑私は︑家で音 も立てないようにして生 き

ろう ﹄が流 れてくると︑気 楽でいいなと思 う ﹂

よ う に なった が ︑その 認 知 度 は ま だ ま だで あ

１ー２年でようやく新聞紙上にも掲載される

歳 未 満の子 ど ものこ と をいう ︒日 本ではこの

家 族の介 護やケア︑身の回 りの世 話 を担 う

ている﹂などと綴られた自由記述欄を読むと︑

国レベルで実 態 調 査の必 要 性 が求 められてい

る︒そのため︑自分が﹁ヤングケアラー﹂という

さて︑ある学生が︑次のような内容を書いて

るが︑その中で２０２０年度に大規模調査をお

どんな言葉をかけることができるだろうかと

きた︒大 阪で下 宿 をはじめて物 理 的に距 離 を

こなった埼 玉 県では︑ 人に１人 が︑ヤングケ

認 識 が ないという 子 ど も が ほ と ん どで あ る ︒

とるこ とができ たにもか かわらず ︑故 郷の母

長い夜に考えるのだ︒

書いてくる学 生 もいた︒
﹁ 星 野 源の﹃ う ちで踊

て﹁自宅﹂が決して安全な場所ではないことを

作 業であった︒しかし︑また一方で︑自 分にとっ

早織

ーおとなを背負う子どもたちー』神村
人権コラム「よき日へ」『ヤングケアラー

▲町立山田小学校での人権教室
▲町立磯長小学校での人権教室井上委員、佃井委員

内田 久美子（太子）

刀根委員

◆問合せ 住民人権課 198-5515
◆問合せ 住民人権課 198-5515

１学級で、人権擁護委員による人権教室が行われました。

11月４日（木）町立磯長小学校４年生の２学級、11月22日（月）町立山田小学校４年生の
１月１日付けで法務大臣から人権擁護委
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されていることである︒そこでジャーナルの返

て生きてきた学生の姿が︑コロナ禍であぶりだ

きたのは︑家 族の中で﹁ヤングケアラー ﹂とし

た︒詳しいことは割愛するが︑その中で見えて

親 からの依 存に押 しつぶ さ れ そ うになってい

持っていただけたらと思う︒

﹁ ヤング ケアラ ー ﹂という 言 葉 に 少 し 関 心 を

た子どもたちの実態が明らかになりつつある︒

り︑衝撃を与えた︒これまで存在が隠されてい

アラ ー に 相 当 す る という 結 果 が 明 ら かに な
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人権教室
人権擁護委員委嘱

人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓発推進
情報をお知らせします。
小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとりが豊
かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そんな願いが
込められています。

“10月10日デジタルの日”
人権コーナー
スマホ講座を行いました

杉田 貴久子（春日）

●現在、町で活躍されている
人権擁護委員

佃井 恵一（山田）

刀根 道夫（聖和台）
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がんばった人に
（敬称略）

はなまる

◆2021年度 第34回全日本障がい者ライフル射撃競技選手権大会
自由姿勢

みんなの
ひろば

東

準優勝、肘撃姿勢

準優勝

宏

◆令和３年度大阪府社会福祉協議会会長表彰

小路

義弘

◆令和３年度大阪府共同募金会会長感謝状授与

田中

一勲

二上杯テニス大会（太子町テニス大会）
○混合ダブルス 11月14日（日）
優 勝 岡村 学・八尾 由紀
準優勝 十時 久延・西村 恵美子
第三位 船尾 雄・池田 香陽子

○男子ダブルス 11月21日（日）
優 勝 田中 伸和・道端 宏悦
準優勝 中村 康史・上籔 一樹
第三位 森本 哲生・十時 久延

○女子ダブルス 11月28日（日）
優 勝 清水 洋子・新宮 晶子
準優勝 野内 景子・八尾 由紀
第三位 関本 友香・水口 史子

図書の寄贈をお願いします
令和４年７月開館予定の町立図書館では、みなさまからの図書
寄贈をお願いしています。
下記の事項をご確認、ご了承のうえ寄贈にご協力ください。
［寄贈をお受けする図書］
・町に関する郷土資料
・聖徳太子に関する資料
・状態の良い児童書、絵本
・ライトノベル
・コミックスなどの漫画本
（完結し、全巻揃っているもの）
［寄贈をお断りする図書］

・内容が古く利用が見込めないもの
・コミックスなどの漫画本の内容で下記に該当するもの
※暴力、または、性表現の露骨なもの。
※社会、道徳に反する表現。
※人間や生命の尊厳をおとしめる表現。
※人権やプライバシーの侵害、差別的表現。
［寄贈に際してのお願いとご注意］
・ご寄贈頂く前に町立図書室までご連絡ください。
・寄贈図書の引取りに伺うことはしていません。
（郵送も不可）
・寄贈図書の取り扱いはこちらに一任して頂きます。

・汚損、破損、日焼け、カビ、書き込みがあるもの

・内容や状態により、寄贈をお受けできない図書は、お持ち帰り

・百科事典、全集、参考書、教材、問題集、雑誌、漫画雑誌など

頂きます。

・政治、宗教の布教及び特定の企業の営業などを目的としたもの

◆問合せ

新たなＡＬＴ（外国語指導助手）が
赴任しました！
12月から、
ＡＬＴ
（外国語指導助手）として、エリー先生が太子町
に赴任しました。町立幼稚園、町立磯長小学校、町立山田小学校
に勤務します。
《ディビー・エロイスさんからのあいさつ》
はじめまして！私はエリーと申します。イギリスのロンドンから
来ました。日本の文化に興味があったので、私は大学で日本語の
勉強をしました。そして、大学の３年に、他の大学生と、
１か月の間
広島に行きました。
この経験は素晴らしかったので、もう一回日本に行きたいと
思っていました。今、日本語が少し話せま
すが、将来、先生と翻訳者になりたいの

町立図書室（仮設図書室） ☎98-5526

たいしくん元気体操プロモーションビデ
オのダンスバージョンが完成しました！
町では、住民の健康づくりに役立てるために、午後３時の防災
行政無線で、たいしくん元気体操を放送しています。
長年地域の交流サロンや、ぐんぐん体操などで取り組まれ、小
学校や中学校でも体を動かすための体操として、また、ふるさと
の歌を口ずさめるようにといった取り組みが広がっています。
赤ちゃんから高齢者までができる体操ですが、子どもたちにか
わいく踊ってもらえる「たいしくん元気体操ダンスバージョン」
を制作しました。
二上山をハイキングするような動きや、叡福寺を表す振り付
けなど、とてもかわいいダンスとなっています。
皆さんぜひ、楽しく踊ってみてください。
動画はこちらから

で、もっと上手になりたいです。
私は色々なことに興味がありますが、
自然が大好きですので、太子町の二上山
に登りたいです。太子町の学校で英語を
教えるの楽しみにしていますよ！
よろしくお願いします！
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ご覧頂けます▶
https://www.youtube.comwatchv=6mGlNnraiO4
★なお、この動画は、
「たいしくん元気体操でTVにでるぞプロジ
ェクト」の皆さんの協力により制作されました。
◆問合せ

いきいき健康課

☎98-5521

図書室行事予定

おはなしひろば

1月

町立図書室は、
（仮称）生涯学習センター工事のため、会場を町立
公民館に変更して行います。
［と き］1月15日(土)

午前11時〜（約20分間）

［ところ］町立公民館１階

第２集会室

※感染症予防対策のため、検温、親子ともマスク着用のご協力をお
願いします。状況により中止する場合があります。
◆問合せ

福寿草おかげで無事に年が越せ

五黄の寅招福干支を床間に

上田

桑原

植田
清子

トラ年に福を呼んでねタイガース

三浦冨美子

優

福引きでガラポン回す手に力

笹部

恒子

賑やかに揃って来てよ七福神

松本

次夫

除夜の鐘福よ来い来い宝くじ

奥田 早苗

京子

大きさと重さを買った福袋

小路

庸明

淳水

福財布買っても景気良くならず

森永

月５日 ︶︒ 月 号の題は﹁ 学 ﹂

１

３

☎98-5534

太子町に知育リトミックが
オープン！！
〜４月開講にともない、３月に体験会を行います。
０歳〜３歳までのみんな、あつまれ！〜

あざな

２

生涯学習課

日々禍福糾える縄如きなり

● 月 号の題は﹁ 豆 ﹂
︵ 締め切 り
︵ 締め切 り 月５日 ︶
です ︒
２

ふれあい 掲示板

川
柳
歌
福

敬
称
略

開け放つ曼荼羅絵図へ秋の風

琴の音に舞を一指十三夜

小粒とて地産蜜柑の味や良し

日本に箸の作法や文化の日

辻本佳代子

平木佳代子

明石

髙田

麻野
明子

白鷺の一歩一歩の秋思かな

松井けい子

正裕

白菊や幽かに紅の色添えて

本多

志郎

紀見峠迄との返事秋日駆け

若松

幸子

絵のやうな古き町並み奈良の秋

茂里フサヱ

古泉

栗御飯吉野も奥の母の里

下城かよ子

こがね

見上ぐれば黄金めく柚子鈴なりに

森永
庸明

老夫行く前を落葉が案内し

俳
句

敬
称
略

■ゆずります
■ゆずってほしい
・もちつき器一式［無料］
・家庭用耕運機［相談］
・食器類［無料］
・買い物手押し車［無料］
・衣類［無料］
・ベビーカー
（A型赤色）
［無料］
◎ゆずりたいもの、ゆずってほしいものがあれば、観光産業
課(☎98-5521)までご連絡ください。
◎掲載している人のご連絡先をお伝えしますので、恐れ入り
ますが、物品の詳細などについては直接連絡・交渉してく
ださい。(観光産業課では物品をお預かりしていません。)

耳が最も育つのは３歳までです。この時期を逃さ
ず、
「音楽」で耳の力を育て、将来英語や運動面にお
いても役立てる力を養っていきます。
音を楽しむリトミックと、色や数などの知育や造作
活動を親子で遊びながら行うレッスンです。
気軽にご参加頂ける一回ごとのレッスンです♪
［と き］木曜日の午前中
公式Ｌ
ＩＮＥはこちらから▼
［ところ］太子町内
詳しい場所などは、全て公式Ｌ
ＩＮＥに
掲載していますので、右記のＱＲコード
を読み込んでご確認ください。
また、ピアノなどの教室風景をご覧に
なりたい人はInstagramのdoremi.hirobaをご覧く
ださい。
◆問合せ ♪ドレミひろば♪ 鈴本理奈
☎070-5262-7740

行政書士無料相談（予約制）
大阪府行政書士会では、行政書士による無料相談を
行います。
［と き］1月19日（水） 午後１時30分〜４時30分
［ところ］役場庁舎３階 第２会議室
［内 容］相続・遺言、成年後見制度、内容証明、離婚、
不動産の賃貸借・売買契約
※希望する人は平日の午前10時〜午後６時の間に電話
でご予約ください。
◆申込・問合せ 大阪府行政書士会南大阪支部
無料相談担当：濱田 ☎50-1110

仮設図書室臨時休室
１月23(日)、30日(日)、
２月６日(日)は、終日、電気設備
工事により停電となるため、臨時休室します。
ご不便、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いしま
す。
◆問合せ 町立図書室（仮設図書室） ☎98-5526

教育委員会委員に筒井氏を任命
町は、令和３年10月22日、議会の同意を得て、筒井
完次氏を太子町教育委員会委員に任命しました。
任期は令和３年11月21日〜令和７年11月20日です。
◆問合せ 教育総務課 ☎98-5533
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種類

休
日 内科・歯科
急病診療

健康
information

小児科

急
病
診療紹介

いきいき健康課
1 98ー5520
（保健センター内）
1 23ー2681
富田林保健所

●母子保健

大 阪 府
小児救急
電話相談

★かならず母子手帳を
お持ちください。

富田林市向陽台1-3-38
富田林病院☎29-1121
富田林市向陽台1-3-36

富田林市消防署
☎23-9919

診察日
日 曜 日
祝
日
年末年始

受付時間
午前9時～11時30分
午後1時〜３時30分
※歯科については午前
のみ。

消防署では、午後8時～翌朝8時まで、救急診療の当番病院を
紹介し、場合によっては救急車での搬送を行います。
※土曜・日曜・祝日・年末年始は午後4時～翌朝8時

【24時間・365日】

病院に行ったらいいの？救急車を呼んだ方がい
いの？応急手当の仕方が分からない。など、救急
「看護師」
「相談員」が24時
（携帯電話・固定電話（プッシュ回線）
） 医療相談を「医師」
間受け付けます。
☎06－6582－7119
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など )) 《緊急時は迷わず119番へ》

☎＃7119

救急医療
相談窓口

町立保健センター（2階すこやかホール）

場所

診療場所
休日診療所 ☎28-1333

【午後7時～翌朝8時】

夜間の子どもの急病時、病院に行った方がよい
かどうか判断に迷ったときは、お電話ください。
（携帯電話・固定電話（プッシュ回線）
） ｢こどもの救急」ホームページ（http://kodomo
－ qq.jp/）でも、受診判断の目安となる情報を
☎06－6765－3650
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など )) 掲載していますので活用してください。

☎＃8000

5 1月の乳幼児健診
対象児
実施日
2月の乳幼児健診
対象児
実施日
４か月児健診
令和3年8月10日～令和3年9月13日生まれ 1月13日（木） 2歳６か月児健診 平成31年6月1日～平成31年7月31日生まれ 2月3日（木）
１歳６か月児健診 令和2年5月1日～令和2年6月30日生まれ 1月14日（金） 3歳６か月児健診 平成30年6月1日～平成30年7月31日生まれ 2月8日（火）
※乳幼児健診の実施時間は個別に通知します。
４か月児健診
令和3年9月14日～令和3年10月10日生まれ 2月10日（木）
みんなで遊べるようホールを開放しています。
（要予約）
赤ちゃん会ぷらす
相談・身体計測・母乳相談をご希望の人は母子手帳を持参し、受付時間内
にお越しください。
１歳６か月までのお子さんと保護者
1月19日（水）
【受付時間】9：30～10:00
【従事専門職】
【実施時間】9：30～11:30
助産師・保健師・管理栄養士・保育士
【イベントデー】19日（水） スキンケア

3

●健康づくり
種

類

実施日

町内ウォーキング

3

ストック
ウォーキング

1月25日
（火）

●健康相談
種

類

実施時間

1月17日
（月）

9：30～

内

実施日時

容

町内の３㎞、または、６㎞のウォーキングコー
スを歩きます。町立保健センター集合。雨天中止。
ストックは貸出有。
※水分補給のため、飲み物をご持参ください。

場所 町立保健センター

保健師・
栄養士
1月28日（金）
による
13：30～
健康相談
16：30
（予約制）

5

●新型コロナウイルス感染症診療相談

場所 町立保健センター

内

容

生活習慣病予防や疾病
予防・介 護予防に関す
るご相談を、お受けしま
す。お気軽にご相談くだ
さい。( 予約必要・当日
でも可 )

●健康と笑顔の WA

実施日時
備
考
月～金・予約制
こころの健康相談
9:00～12:15 / 13:00～17:45
予約制
☎23-2684（富）
（年末年始、祝日を除く）
月～金
エイズに関する相談
予約は不要
9:30～12:15 / 13:00～17:00
☎23-2683（富）
電話相談も可能
（年末年始、祝日を除く）
月〜金
医療機関に関する相談
9:00～12:15 / 13:00～17:30
☎23-2681（富）
（年末年始、祝日を除く）
★富田林保健所では、骨髄バンクドナー登録や腸内細菌検査、飲用水・井戸水
検査なども行っています。

町では、健康について考え、日々の健康づくりを実践する
きっかけにしてもらう目的で、住民からの公募により「新・健
康づくり方法17条」を平成28年度に策定をしました。
改めて、一人ひとりが日頃の健康づくりについて振り返って
みましょう。
新・健康づくり方法17条（健法17条）
一．バランスを 考え食事 三度する
一．うす味で あと味 すっきり！
一．サラダ食べ 肉魚食べ 体動かし メタボなし
一．四季感じ 太子の町を まず歩く
一．無理せず自分に合った運度で毎日続ける健康づくり
一．くよくよせず 常にリラックス
一．こころには 笑顔が一番 気が休む
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大阪府富田林保健所

場所・問合せ
種

種
類
内
容
連絡先
新型コロナ受診相談センター 受診相談（24時間365日対応） 06-7166-9911
医療相談・病院紹介
06-6582-7119
救急安心センター
（24時間365日対応）
♯7119
夜間の子どもの急病時の相談
大阪府小児救急
06-6765-3650
（午後7時～翌午前８時
電話相談
♯8000
365日対応）

類

一．定期検診 少しの異変も見つけられ健康寿命も皆に微笑む
一．よく噛んで 楽しく食べよう 毎日の食事
一．きれいな歯は 健康そのもの 若くみえ
一．禁煙で 家は清潔 家族は健康
一．タバコやめ きれいな肺を取り戻す
一．休肝日 作る勇気が 医者いらず
一．酒呑んで ストレス発散 よけわるい
一．笑顔の挨拶 ゆずり合い 太子町の心を築く
一．目の前の 人に挨拶 微笑んで
一．まず一歩 始めてみよう 健康づくり
町立保健センターでは、毎月健康相談を行っています。
（要
予約）予約は随時受け付けています。
◆問合せ いきいき健康課 ☎98-5520

の中の数字は、たいしくんスマイルのスマイル（ポイント）数です。

休日診療
年末・年始も診療します
年末年始に、もし病気になっても診療が受けられます。
［診療日］
令和３年12月29日（水）～１月３日（月）
［受付時間］
午前９時～11時30分、午後１時～３時30分
［診療科目・診療場所］
・内科・歯科 富田林市立休日診療所 ☎28-1333
・小児科
富田林病院 ☎29-1121
［注 意］
診療を受けられる人は、必ず健康保険証をお持ちください。
発熱など新型コロナウイルス感染症を疑う場合は、必ず事前
に電話でお問い合わせください。
◆問合せ いきいき健康課 ☎98-5520

こころほぐしの会（こころの健康相談会 )
この相談会では、臨床心理士があなたの気持ちに寄り添いな
がら、仕事や家族、子育ての悩みなどに関するこころの整理の
お手伝いをします。
特に子育て中のママの利用が多く、利用された人からは「イ
ライラの原因がどこにあるのか分かった」
「話を聞いてもらえ
てよかった」などの声を頂いています。
［と き］１月26日（水）
①午前10時～
②午前11時～
③午後１時30分～
④午後２時30分～
［ところ］町立保健センター
［対 象］町内在住・在勤の人
［内 容］臨 床心理士による悩み・不安ストレス・うつなどの
心理的問題に対する個別相談
［参加費］無料
［申 込］事前に電話でご予約ください
※①、②は、お子さんの保育も可能です。
◆問合せ いきいき健康課 ☎98-5520

国民健康保険・後期高齢者医療保険
ミニミニドック（集団健康診査）10
ヤクルト×太子町 ミニミニドック
現在、ミニミニドック（集団健康診査）の受け付
けを行っています。
先着順となりますので、受診を予定されている皆
さんは、至急お申込みください。
［と き］２月19日（土） 午前９時～
［ところ］町立万葉ホール
［対 象］
・
 太子町国民健康保険加入の40歳以上で、特定健康診
査の受診券をお持ちの人
・町内にお住まいの後期高齢者医療保険加入者で高齢
者健康診査の受診券をお持ちの人
※どちらも令和３年４月１日以降に健康診査を受診さ
れていない人が対象です。
◆問合せ 保険医療課 ☎98-5516

乳幼児のＭＲ（麻しん・風しん）
混合ワクチンの接種
麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）は、麻しんウイ
ルス、風しんウイルスを弱毒化し、一つの製剤にした混合生ワ
クチンです。１回の接種で90～95％以上の人が免疫を得るこ
とができます。
確実に免疫をつけるためには２回の接種が必要とされていま
す。対象の人は、接種漏れのないよう、早めに予防接種を受け
てください。
［対 象］１期：１歳～２歳未満
２期：小学校就学前の１年間
［費 用］無料
［ところ］富田林医師会実施医療機関
※予約が必要な場合もありますので、事前に医療機関へご連絡
ください。
◆問合せ いきいき健康課 ☎98-5520

お達者健康講座 3

介護予防講座 3
メイク ( お化粧 ) の力で介護予防～いつまでも健康で美しく～

メイクは、人を楽しい気分や元気にさせてくれる力がある

ほか、脳が活性化するというメリットがあります。
今回の講座では、実際にスキンケアからメイクを体験して
頂けます。メイクの力で心も身体も元気になりましょう！

［と

き］１月23日（日） 午後１時45分～３時45分

新型コロナウイルスに負けない身体をつくるために、日頃
から免疫力を高めておくことが注目されています。
この講座では、65歳以上の人を対象に、免疫力を高めるた
めの食事や生活習慣について、管理栄養士がお話しします。
ぜひ、ご参加ください。

［ところ］すずらんデイサービス

［と

［内

［対

象］概ね65歳以上の人

［内

容］講話：「ウイルスに負けない体をつくるには？」

［講

師］管理栄養士

［対

象］65歳以上の人、または、家族を介護している人
容］・講話「メイクの力で介護予防」

・スキンケア、自分に似合うメイクの方法
・健康体操など

［定 員］８人（先着順）
［参加費］無料（送迎あり）
［持ち物］お手持ちの基礎化粧品・メイク道具
◆問合せ

すずらんデイサービス ☎26-9099
地域包括支援センター（いきいき健康課内）
☎98-5538

き］１月25日（火） 午後１時40分～２時30分

［ところ］町立総合福祉センター

２階

［参加費］無料
［申

込］不要

◆問合せ

地域包括支援センター
（いきいき健康課内）
☎98-5538
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太子町
高齢者情報局

太子町の高齢者情報局は、高齢者の暮らしに必要なお知ら
せを提供します。
今回は、
『介護保険料の社会保険料控除』
『介護保険などの
費用と医療費控除』
『高齢者の障がい者控除対象者認定書』

令和4年1月号

『ぐんぐんトレーニング』をお届けします。

介護保険料の社会保険料控除
令和３年中に納められた介護保険料は、
令和３年分の確定申告の際、所得税や住民税の
「社会保険料の所得控除」
が受けられます。確定
申告の際に、
提示、
または、
添付する証明書は表のとおりです。
※令和３年中に、
特別徴収と普通徴収の両方で納めて頂いた人は、それぞれの証明書をあわせてご利用ください。
支払い方法

証明書の
発行
問合せ先

特別徴収の人

普通徴収の人
納付書で直接金融機関などの窓口で納めて頂いた
人、または、口座振替で納めて頂いた人

年金で納めて頂いた人

・日本年金機構などの年金保険者から「源泉徴収票」がハ
ガキで通知されます。
町から１月下旬に「介護保険料納付済額通知書」
・障がい年金・遺族年金から介護保険料が特別徴収されて
を送付します。
いた人は、町から「納付済額通知書」を発行しますので、
福祉介護課へお申し出ください。
日本年金機構などの年金保険者
福祉介護課
◆問合せ 福祉介護課 ☎98-5519

介護保険などの費用と医療費控除
介護保険のサービスを利用した場合で、
医療費控除の対象となるものの概要は以下のとおりです。
なお、介護予防サービスも同様の区分となります。
○施設サービス

施設の種類
医療費控除の対象
①指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・介護費、居住費及び食費の自己負担額の２分の１
②介護老人保健施設
・介護費、居住費及び食費の自己負担額
③指定介護療養型医療施設
・診療や治療を受けるために必要な特別室（個室など）の使用料
④介護医療院
※日常生活費、特別な居室、または、特別な食事に係る利用料などは対象になりません。
○居宅サービスなど

●医療費控除の対象サービス
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導（医師などによる管理・指導）
・通所リハビリテーション（医療機関でのデイサービス）

医療費控除の対象
・サービス費の自己負担額

・訪問介護（生活援助が中心である場合は除く）
・訪問入浴介護 ・通所介護 ・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護

・サービス費の自己負担額

・サービス費及び食費の自己負担額

・短期入所療養介護（ショートステイ）
・サービス費、滞在費及び食費の自己負担額
●居宅サービス計画などに基づき、上記のサービスと併用した場合のみ医療費
医療費控除の対象
控除の対象となるサービス

●注意事項
※医療費控除を受けるためには、
サービス事業者などが発行する
「医療費控除の対象となる金額」
が記載された領収証が必要です。
※高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費などによる払い戻しを受けている場合は、その払い戻された金額
（①の自己負担
額に対するものは２分の１相当）
を医療費から差し引いて、
医療費控除の金額を計算します。
○介護保険サービス以外の医療費控除
医療費控除の対象
要
件
・６か月以上寝たきりの人のおむつ代で、主治医が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の
おむつ代の
自己負担額

対象となります。

・おむつ代に係る医療費控除を受けるのが２年目以降で、
要介護認定に係る主治医意見書の記載内容が、
「お
むつ使用証明書」の代わりと認められる場合、福祉介護課で発行する証明書を使って医療費控除の申告
をすることができます。
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◆問合せ

福祉介護課

☎98-5519

富田林税務署

☎24-3281

高齢者の障がい者控除対象者認定書

障がい者手帳などの交付を受けていない人であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、
「身

体障がい者、
または、知的障がい者に準ずる」
と認められるときは、
所得税や住民税の障がい者控除を受けることができます。
確定申告などで、
この控除の適用を受けようとするときは、町が発行する
「障がい者控除対象者認定書」
が必要になります。

［手 続 き］
福祉介護課へ申請書をご提出ください。後日審査のうえ証明書を発行します。
■以下のいずれかに該当する人は、申請する必要はありません。
・すでに障がい者手帳などの交付を受けている人
・障がい者控除前で、
すでに非課税の人

・過去にこの認定を受けたことがある人
（ただし、障がい事由に変更がない場合に限ります）

◆問合せ

福祉介護課

☎98-5519

ぐんぐんトレーニング
町では、集会所などの身近な場所で、
自主的に筋力トレーニングに取り組んでいるグループが25グループあります。
トレー
ニングの内容は、高齢者向けにつくられており、椅子に座ってできるトレーニングもあるので安心してご参加頂けます。筋力は
何歳になっても増加させることができます。
何歳になっても自分の足で歩ける身体をめざして、一緒に元気な身体をつくりましょう！
［内

容］
・ストレッチ、
筋力トレーニング、健口体操
（お口の体操）
、
レクリエーションなど
・健康運動実践指導者による運動指導
（年１〜２回程度）

※多くのグループが、
毎週１回、
１時間〜１時間30分程度、各地域で自主活動として行っています。
休会中のところもありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

太子・
葉室地区

◆活動グループ 令和４年１月現在
地 域
グループ名称
曜 日
太子
やる気万万会
水
昭和町
ぼちぼち会
水
葉室
ＡＫＢ２０１７
月
向少路
わろてんか
火
磯長台
がんばろーな
月
栄町
いきいきハッスル会
月
みんなで仲良く続け
太子ケ丘
火
よう会
聖和台
健やかクラブ
水
町立公民館
はりきってやろう会
木
西仲町
つばき会
水
分田町・旭町・上之町
ひだまり
火
赤坂町
ほほえみ
月
東町
なかよしピース
金
磯長台
しながイケメン会
水
北仲町
なでしこ
水
新屋敷
スーイ水の会
水
いわき台
ヤングハート
月
東條
東條なかよしクラブ
水
スマイルトレーニン
永田
金
グ
山田
笑おう！元気会
月
畑
畑きこんかい
木
後屋
ゆうゆう会
金
町立保健センターなど
トウゲンキョウ
火
町立総合福祉センター１階 仲よくがんばろう会
木
町立総合福祉センター２階 （福祉センター活動） 週２回
春日・聖和台
地区
山田

畑
･ 地区
その他

◆問合せ

時 間
午後１時30分～
午前10時～
午前10時～
午後２時～
午後２時～
午後１時30分～

場

所

太子集会所
昭和町集会所
葉室集会所
向少路集会所
磯長台集会所
栄町集会所

午後１時30分～

太子ケ丘集会所

午後１時30分～
午後２時～
午後１時30分～
午後１時30分～
午前10時～
午後１時30分～
午前10時～
午後１時30分～
午後１時30分～
午前10時～
午後１時30分～

ひじり会館
町立公民館
西仲町集会所
分田町集会所
赤坂町集会所
東町集会所
磯長台集会所
北仲町集会所
新屋敷集会所
いわき台集会所
東條集会所

午後１時～

永田集会所

午後１時～
午前９時30分～
午後１時30分～
午後１時30分～
午前10時30分～
午前中

山田集会所
畑集会所
後屋集会所
町立保健センター・町立公民館
町立総合福祉センター１階
町立総合福祉センター２階

地域包括支援センター
（いきいき健康課内） ☎98-5538
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予約制での子育て広場事業
赤ちゃんのスキンケア講座 3
スキンケアは、赤ちゃんの湿疹や皮膚炎
の予防にとても大切です。
スキンケアによって、皮膚のバリア機能
を保つことで、アレルゲンの侵入を防ぐこ
とができます。健康な皮膚のバリア機能を
保つために、正しいスキンケアを学んでみ
ませんか？
講座は赤ちゃん会開催中に行います。
［と

き］１月19日（水）

午前10時30分〜11時30分

［ところ］町立保健センター
［対

象］１歳半までのお子さん

［費

用］無料

［持ち物］バスタオル・さ湯・お茶など
［申

込］赤ちゃん会の申込みと同様

※相談・計測をご希望の人の受け付けは
午前９時30分〜10時となります。講座
のみ受講したい場合は、午前10時30分
にお越しください。
（要予約）

◆問合せ

いきいき健康課

☎98-5520

こんぺいとう広場 3
こんぺいとう広場では、松の木保育園・
やわらぎ幼稚園で園庭開放を行っていま
す。
[と

き]

○松の木保育園

１月11日（火）

○やわらぎ幼稚園 １月19日（水）
開放時間：午前９時45分〜11時
[対

象]

[内

容]

１歳〜４歳未満のお子さんと保護者
各園へお問い合わせください。
※着替え、水筒（お茶）、タオルなどをお持
ちください。
※おもちゃ、お菓子は持ってこないでくだ
さい。
※予約不要。
※車での来園はご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染症の状況によ
り急な変更、中止となる場合もあります
ので、ご了承ください。参加前にご確認
をお願いします。
◆問合せ
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松の木保育園

☎98-2882

子育て支援課

☎98-5596

やわらぎ幼稚園

☎98-1402

新型コロナウイルス感染症の影響で、子育て広場事業「ひなたぼっこ（子育て支援セ
ンター）、おひさまひろば、赤ちゃん会ぷらす、すこやかホール開放」を予約制で行いま
す。新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容の変更や、中止する場合があり
ますので、ご了承ください。
詳しくは、町ホームページをご覧頂くか、お問い合わせください。
●赤ちゃん会ぷらす 3
［と き］
１月５日、19日 各水曜日
午前９時30分〜11時30分
［ところ］町立保健センター２階
すこやかホール
［対 象］
１歳半までのお子さんと
保護者
［定 員］親子8組
［申 込］いきいき健康課
●すこやかホール開放 3
［と き］1月12日、26日 各水曜日
午前９時30分〜11時
［ところ］町立保健センター２階
すこやかホール
［対 象］未就園児と保護者
［定 員］親子8組
［申 込］子育て支援課
●ひなたぼっこ
［と き］毎週月曜日〜金曜日
①午前10時〜正午
②午後１時〜３時
［ところ］やわらぎ保育園内子育て支援
ルーム
［対 象］未就園児と保護者
［定 員］各時間親子４組
［申 込］やわらぎ子育て支援センター
●おひさまひろば 3
［と き］1月7日、14日、21日、28日
各金曜日
①午前９時30分〜11時
②午後1時30分〜３時
［ところ］町立幼稚園２階
おひさまひろば
［対 象］未就園児と保護者
［定 員］各時間親子5組
［申 込］子育て支援課
■申込・受付時間・問合せ
【ひなたぼっこ】
・毎週月曜日午前９時〜正午の間に申
込先へ電話、または、ＬＩＮＥでお申
込みください。

やわらぎ子育て
支援センター
☎080-4239-1402
LINEID：y.hinata17
【おひさまひろば・赤ちゃん会ぷらす・
すこやかホール開放】
・毎週月曜日午前９時〜正午の間に各
申込先へ電話、または、メールでお申
込みください。
・メールでの予約は、前週の土曜〜月曜
日正午まで受付可能です。件名を[〇
〇の予約について]とし、①希望日時
②お子さんの氏名③電話番号を明記
ください。
※月曜日が休日の場合は、翌日に予約
受付を行います。
【おひさまひろば・
すこやかホール開放】
子育て支援課 ☎98-5596
Email：
kosodate@town.taishi.osaka.jp

【赤ちゃん会ぷらす】

いきいき健康課 ☎98-5520
E-mail:
hokensenta@town.taishi.osaka.jp

■注意事項
・申込多数の場合は、抽選とします。
・その週の定員に達しない場合は、予
約受付日以降〜当日午前11時まで予
約を取ることができます。
・発熱、咳、喉の痛みなどの体調不良
がある場合は利用できません。
・保護者はマスクを着用してください。
・着 替 え、お 茶 な ど を お 持 ちくだ さ
い。

3

たいしくんスマイル2021抽選会

健康マイレージ事業「たいしくんスマイル」の抽選会
を行います。応募頂いた人の中から、電動自転車などの
特賞が６人に当たります。
また、ダブルチャンス賞として商品券や特産品などの
記念品が約300人に当たります。
当日は、感染症対策を行ったうえ、その場で当選者を
発表します。また、記念品の贈呈は２月に行います。
なお、2021たいしくんスマイルの応募は１月11日
（火）まで保険医療課、または、いきいき健康課で受け
付けています。

［と き］１月16日（日） 午前10時～11時30分まで
［ところ］町立万葉ホール
※令和３年は新型コロナウイルス感染拡大により、様々
なイベントが中止され、応募に必要な３スマイルがな
い人も多いため、今年に限り、窓口に健康に関するク
イズを備え付けています。クイズにお答え頂いた人全
員にその場で応募用の３スマイルをプレゼントします
ので、自主ポイントがたくさんたまっている人は、ぜ
ひ、お越しください。
◆問合せ いきいき健康課 ☎98-5520

『懐かしのひな人形展』に参加しませんか
竹内街道沿いにある大道旧山本家住宅で、梅の花が咲
く頃に、町で初めてのひな人形展を行います。
ご自宅で眠っている昔のひな人形を、ぜひ、この機会
に展示してみませんか。
また、竹内街道の賑やかしのため、街道沿いの町家の
窓際や軒先にひな人形を飾って頂ける人も大歓迎です。
［と き］２月26日 ( 土 ) ～３月６( 日 )（土日のみ）
［ところ］大道旧山本家住宅
［募集数］約10組
［申 込］１月30日 ( 日 ) までに、ご連絡ください。

※お申込みの際、雛段数や大きさなどお伝えください。
詳しい内容は、太子町観光・まちづくり協会のホーム
ページよりチェックできます。
太子町観光・まち
づくり協会のホー
ムページはこちら
から▼

◆申込・問合せ
太子町観光・まちづくり協会 ☎26-8051
Email：info@taishi-kankou.jp

花の文化園催し
■幼児・小中学生花の絵画展（イベントホール展示）
令和３年度「花の文化園幼児・小中学生花の絵画展」にご応募頂いた
作品を展示します。また、入選作品を対象に、ご来園された皆さんの投
票で「花の文化園賞」（30人）を決定します。
［と き］１月５日 (水) ～２月６日 (日)
■はなぶんガラス工房
とんぼ玉づくりなど、ガラスのものづくり体験をして頂けます。詳し
くは、花の文化園ホームページをご覧ください。
［と き］１月23日 (日) 午前10時～午後4時
［ところ］はなぶんギャラリー
［参加費］1,000円～（入園料は別途必要）
［主 催］ガラスアトリエ「SEIKO-GLASS」
［申 込］ガラスアトリエ「SEIKO-GLASS」に電話でへ申込み
☎090-4567-0003
■猫の譲渡会 in 花の文化園
保護猫達の新しい家族を探しています。
ご興味をお持ちの人は、ぜひ、会いに来てください。
［と き］１月30日（日） 午前10時～午後１時
［ところ］センター棟１階 第２研修室
［主 催］にしきんち＆保護主
［協 賛］フラワーショップサンドロッド・焼肉にくまさ
■花の文化園
１月の開園時間：午前10時～午後４時（入園は閉園１時間前まで）
◆問合せ 大阪府立花の文化園 ☎63-8739

第38回 新春ジョギング大会
［と

き］１月23日（日）
受 付 ：午前９時30分～
スタート：午前10時～
［ところ］町立総合スポーツ公園総合グ
ランド
［対 象］町内在住・在学・在勤
［参加費］無料
［コース］グランドと道路、体育館前を
利用して１㎞の周回コースと
します。
①一般の部（中学生以上）
男子５㎞・女子３㎞
②小学生の部（小学生）
男子３㎞・女子３㎞
③ファミリーの部（年齢・性別・
人数制限はありません）３㎞
④駅 伝 の 部（ １ チ ー ム ５ 人 ま
で）１チームで５㎞
［受 付］１月７日（金）まで
［申 込］・町立総合体育館
※１月４日（火）まで休館。
・役 場庁舎３階 教育委員会
事務局
※１月３日（月）まで閉庁。
◆問合せ 生涯学習課 ☎98-5534
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募

集

大阪障がい者職業能力開発校
令和４年度４月入校生募集
大阪障がい者職業能力開発校は、障が

いのある人が職業に必要な技能・知識を
習得して就職をめざす訓練施設です。現
在、令和４年度４月入校生を募集してい
ます。

［募集科目］

●障がいがある人が対象（種別不問）

・ＣＡＤ技術科、ＯＡビジネス科、Ｗ eb
デザイン科、オフィス実践科

●知的障がいのある人が対象

・ワークサービス科

●精神障がいのある人が対象

・職域開拓科

●発達障がいのある人が対象

・Ｊｏｂチャレンジ科

［願書配布場所］

府内のハローワークなど

［願書受付期日］

１月21日（金）まで（ワークサービス科二
次募集は2月10日
（木）
まで）

［実施方法］オンライン（Zoom 予定）
［対

象］町内在住の人

［内

容］調剤事務管理士技能認定試験の

※全日程を受講できる人に限ります。
受験をめざした講座です。

※資 格取得には、受講後調剤事務管理士
技能認定試験の受験が必要です。

［定

員］30人（応募多数の場合は抽選）

［受講料］無料

※テ キスト代5,500円及び郵送料520円
が必要です。

※参加確定後、１月31日
（月）までにテキ

スト代・郵送料の指定口座への入金が
必要です。（振込手数料は自己負担）

［申

［締

明記し、お申込みください。

切］１月24日（月）

※抽 選の有無にかかわらず、１月25日
（火）に結果を連絡します。

◆問合せ

大阪障がい者職業能力開発校
☎072-296-8311

FAX072-296-8313

調剤薬局事務講座
受講生募集！
町では、河南町・千早赤阪村と共同で、

調剤薬局事務講座を行います。

調剤薬局事務は、調剤薬局での処方せ

んの受付のほか、患者の登録、薬剤料の
算定、会計、レセプトの作成など多岐に
わたります。スキルや専門知識を身につ
け、今後の就職に役立ててみませんか？

［と

き］２月15日（火）
、17日（木）
、
22日（火）
、24日（木）
、３月

１日（火）
、
３日（木）
、
８日（火）
、
10日（木） 全８回

午 前10時 ～ 午 後 ３ 時 ( 昼 休 憩

１時間を含む、最終日のみ正午
まで )
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つき100円

（２）延滞金

納期限の翌日から納付の日までの期間

に応じて年8.7％（ただし、納期限の翌
日から１か月を経過する日までの期間に

ついては、年2.4％）の割合で計算した
延滞金がかかります。

※令和４年１月から率が改正となってい
ます。

◆問合せ

税務課 ☎98-5517

保険医療
国民健康保険料・
後期高齢者医療保険料
納付済額通知書
確定申告などにご利用ください

申込みはこちらから▶

令和３年中の国民健康保険料と後期高

齢者医療保険料の納付額をお知らせする

◆申込・問合せ

『納付済額通知書』を１月下旬に発送する

観光産業課 ☎98-5521

予定です。

『納付済額通知書』には、令和３年１月

税

～12月までの間に、年金から天引きされ

た特別徴収分（対象者のみ）と、納付書

※詳しくは、ホームページをご覧頂くか、

shogaisha/hp/

督促状を発送した場合、督促状１通に

申込フォームから必要事項を

居住地を管轄するハローワーク

h ttp://www.pref.osaka.lg.jp/tc-

（１）督促手数料

込］下 記のＱＲコードを読み取り、

［受付場所］

お問い合わせください。

ります。

や口座振替で納付された普通徴収分をあ

町府民税の第４期納期限は
１月31日（月）です
町府民税の第４期納期限は、１月31日

（月）です。忘れずにお納めください。

わせて記載しています。

※特 別徴収分は、年金の源泉徴収票にも
記載されていますので、二重計上にな
らないようご注意ください。

な お、確定申告については、富田林税

納付書に記載の金融機関、コンビニエ

務署 ( ☎24-3281) にお問い合わせく

「PayB」、「LINEPay 請求書支払」、「楽天

★保 険料の納付は、安心・便利な口座振

ンスストア、スマートフォン決済アプリ
銀行コンビニ支払」
、
「FamiPay 請求書支
払」
、
「PayPay」での納付も可能です。
詳しくは、納付書をご覧ください。

また、口座振替をご利用のみなさまは、

残高の確認をお願いします。
令和３年度
町・
府民税
固定
資産税
軽自動車
税

各納期限

第１期

６月30日
５月31日

第２期

第３期

替をご利用ください。

◆問合せ

保険医療課

☎98-5516

障がい者の出張相談窓口
相談支援事業所の専任職員による

第４期

９月30日 11月30日 １月31日
８月31日

ださい。

11月１日 12月28日

５月31日

なお、納期限までに税金を納めて頂か

ないと、次のような督促手数料や延滞金

出張相談窓口を開設します。

相談希望の人は、１月14日 ( 金 )

までにご予約ください。また、障が

いのある人やその家族が地域で安心
して生活できるよう、相談支援事業
所で随時、専任職員が相談に応じて
います。

がかかります。

［と

て10日を経過した日までに税金を完納し

［ところ］役場庁舎１階

また、督促状を送付した日から起算し

ない場合は、滞納処分を受けることにな

き］１月20日 ( 木 )

◆問合せ

午後１時～３時

相談室

福祉介護課 ☎98-5519

令和３年分確定申告
感染防止の観点からも、ご自宅から『ｅ -Tax』をご利用ください！
税務署の申告書作成会場は、毎年大変混み合います。コロナ禍における感染症対策として、ご自宅などからスマホ、
または、パソコンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告（ｅ -Tax）をお勧めします。
スマホを利用したｅ -Tax は、令和４年１月から、
「スマホ専用画面の対象が拡大」することや「スマホカメラで源泉徴
収票を読み取る」ことができるようになるなど、一層簡単で便利になりました。
スマホ（パソコン）を利用した確定申告には、「マイナンバーカード」、または、「ＩＤ・パスワード」が必要です（ス
マホはマイナンバーカード読取対応の機種に限ります）。
「ＩＤ・パスワード」は、どこの税務署でも発行できますので、希望される人は、本人確認書類 ( 運転免許証など ) を
お持ちのうえ、お近くの税務署にお越しください（土日、祝日を除く）。
e-Tax 以外の方法で申告書を提出される場合は、郵送、または、税務署窓口へ直接お持ちください。
作成済みの申告書は、２月15日以前でも提出できます。
申告書の作成はこちらから▶

●富田林税務署の申告書作成会場は、「すばるホール」で２月16日
（水）
から開設します。

［と き］２月16日（水）～３月15日（火） 受付時間：午前９時～午後４時
※土日、祝日を除く。ただし、２月20日（日）及び27日（日）は開設します。
※混雑状況や入場整理券の配付状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があります。
※すばるホール会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
※長時間お待ち頂く場合や、ご入場できない場合がありますので、ご了承ください。
●申告作成会場での感染対策にご協力ください。
①ご来場時は、マスク着用をお願いします。（マスクを着用されていない場合、入場をお断りする場合があります。）
②咳・発熱などの症状がある人や体調のすぐれない人は入場をお断りします。
③会場内に筆記用具は用意していませんので、ボールペンや計算器具をお持ちください。
○令和３年分の申告期限、納付期限
税目など

申告及び納期限

申告所得税及び復興特別所得税

３月15日（火）

個人事業者の消費税及び地方消費税

３月31日（木）

贈与税

３月15日（火）

口座振替日
確定分
延納分
４月26日（火）

○医療費控除

医療費控除を受けるには、
「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書の添付で医療費控除は受ける事ができ

ません。医療費控除の明細書は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
◆問合せ

富田林税務署 ☎24-3281

受付時間：月曜日～金曜日（土日、祝日を除く）

・音声案内に従い番号を選択してください。

「０」番（１月４日（火）～３月15日（火））…確定申告に関すること（確定申告電話相談センター対応）
「１」番…確定申告以外の一般的な相談（電話相談センター対応）
「３」番…消費税の軽減税率・インボイス制度に関すること（電話相談センター対応）
「２」番…上記以外のこと（税務署職員対応）

１月 の 相 談

種
消

費

日

程

者※1

時

間

場

9：00〜16：00

教育（いじめ110番・進路）
人

権※2

就

労

平日の（月）〜（金）

9：00〜17：00

福 祉（ 生 活 上 の 困 り ご と ）
心

※1

類

配

ご

所

富田林市役所

※2

富田林市消費者センター ☎25-1000（内線186）

教育委員会

教育総務課

☎98-5533

住民人権課

住民人権課

☎98-5515

観光産業課

観光産業課

☎98-5521

福祉介護課

福祉介護課

☎98-5519

と 11日（火）・25日（火）13：30〜15：00 役場1階第2相談室

消費者相談は正午〜午後1時までの間、対応できません。

問い合わせ先

社会福祉協議会 ☎98-1311

人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。
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お知らせ

ります。
◆問合せ

は、学期（入学年度第１学期除く）初
生涯学習課 ☎98-5534

子育て・教育

凍結防止剤の散布

めからおおむね１か月以内での転居が
決定しているため、あらかじめ転居先
にある学校への通学を希望する。
・第１、２学期終了前２週間以内、または、
各学年（最終学年除く）の３月１日以

１月と２月は、１年で最も寒い時期で
す。この時期、凍結すると危険な坂道な

ひとり親家庭などの相談

どに凍結防止剤を備え付けています。近

期、または、学年終了まで在籍校への
通学を希望する。

所の道路が凍結して危険なときには、凍

大阪府富田林子ども家庭センターで

・住 宅改築などにともなう転居（仮住ま

結防止剤を散布して頂くようにご協力お

は、ひとり親家庭の皆さんに対して、就

い）であり、引き続き在籍校への通学

願いします。

業や生活、子育てなどについて母子・父子

を希望する。

なお、凍結防止剤は「塩」のようなも
ので、人体に害はありません。
◆問合せ

地域整備課 ☎98-5523

自立支援員が面接、または、電話で相談

［教育的配慮を必要とする理由］

や情報提供などの支援を行っています。

・い じめや不登校などにより指定校の変

役場での相談を希望される場合は、ご
連絡ください。

太子町成人式
［と

き］１月10日（月・祝日）
（受付）午前９時30分～
（開式）午前10時～

［ところ］町立万葉ホール
［対象者］平 成13年４月２日～平成14年
４月１日に生まれた人
※成 人式終了後、役場１階町民ホールで
記念撮影・新成人交流会を行います。
※対象者には11月中旬にハガキで通知し

◆問合せ

更を希望する。
・災 害、その他真に教育的配慮が必要と
認められる。

大阪府富田林子ども家庭センター

○申請時期

生活福祉課 ☎25-1131

・新 入学児童は就学通知（就学する年の
１月中に送付します）により就学校の

就学指定校（小学校）の変更制度
（町立小学校通学区域の弾力化）
町立小学校に就学する場合、町内でお

指定を受けてから２月末まで。
・新入学児童でない場合は随時。
※申請用紙は教育総務課でお渡しします。
◆問合せ

教育総務課 ☎98-5533

住まいの現住所により就学する学校（指
定校）が決められています。
指定校の変更は、次の対象基準に該当

就学通知書を送付します

する場合で、保護者からの申し立てによ

ましたが、通知が届いていなかったり、

り指定校以外の町立小学校へ就学するこ

令和４年４月から町立小・中学校に就

内容に誤りがあった場合はご連絡くだ

とができる制度です。ただし、指定校の

学する人に、教育委員会から「就学通知

さい。

変更はすべてが希望通り認められるもの

書」を１月中に送付します。該当する人

ではありません。

で、通知書が届かない場合や、届いた通

※新型コロナウイルス感染症対策を徹底
したうえで行います。参加される皆さ
んも、ご協力をお願いします。
・発 熱、咳、咽頭痛などの症状がある場
合は参加を見合わせてください。
・マスクを必ず着用してください。
・大声での会話は、ご遠慮ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大
状況により内容が変更になる場合があ
広告
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降に転居することとなり、引き続き学

指定校の変更を希望される保護者は、
事前に教育総務課へご相談ください。
○町立小学校の指定校変更の対象基準
［転居に関する理由］
・最 終学年の第２学期以降に転居するこ
ととなり、引き続き卒業まで在籍校へ
の通学を希望する。
・入学年度の途中（第１学期まで）、また

知書に誤りがあった場合は、教育総務課
へご連絡ください。
［対象者］
小学校：平成27年４月２日～
平成28年４月１日生まれ
中学校：平成21年４月２日～
平成22年４月１日生まれ
◆問合せ

教育総務課 ☎98-5533

防

犯

通信事業者を装った
フィッシング（不正アプリ）
に注意
ショートメッセージサービス（SMS）

⑤そ の後 ＡＴＭ において、携帯電話で指
示しながら ＡＴＭ を操作させて、お金

※第三者の目の届きにくいスーパーなど
ＡＴＭ で医療費や、保険料などは戻っ

水稲を加害するジャンボタニシは、１月

にある ＡＴＭ への誘い出しに注意する。

てきません。油断は禁物です、詐欺の手

ています。

常に警戒心を持ちましょう。

被害に遭わないためにも、アプリのイ

機能付き電話機の設置や、在宅時の留守

息するので、水路などに水をためないよう

番電話の設定をおすすめします。

自治防災課

☎98-5525

還付金詐欺に気をつけて
役場職員を名乗る者から電話があって

「お金を返すから ＡＴＭ で手続きをしてく
ださい」と言われたら詐欺です。

◆問合せ

自治防災課

●還付金詐欺はこんな手口です
詐欺犯は電話をかけてきて

①役場職員になりすまして信用させる。

※「 書面で通知したが、連絡がないので
電話した」と言う。

②医 療費、社会保険料、税金などの「お
金が戻る」と言う。

③お 金を受け取るために、
「ＡＴＭ で手続
きが必要」と言う。

※「振り込もうとしたが、
入金できなかっ

た の で、ＡＴＭ で お 手 続 き く だ さ い 」
と言う。

④「 今日中に ＡＴＭ で手続きをしてくだ
さい」と言って、人に相談させないた

大阪府南河内農と緑の総合事務所

（農の普及課）☎25-1131

大阪エコ農産物

１月10日は、
「110番の日」です。

「事件」
「事故」緊急時は「110番」にご

ルの番号を警察官に教えてください。通報

ません。

◆問合せ

富田林警察署からのお願い

装って近づき、ＡＴＭ の操作をさせ、現

周知や啓発によっても、被害が後を絶ち

にしましょう。

☎98-5525

連絡ください。通報時に現在地がわからな

金を騙し取る「還付金詐欺」は、手口の

んします。また、厳冬期でも水があると生

富田林警察署 ☎25-1234

ＡＴＭ（現金自動預払機）操作に不慣れ

な高齢者を狙い、還付金などの支給を

トラクターの走行速度を遅くし、ロータ

リーの回転速度を上げて、土を細かく耕う

◆問合せ

☎25-1234

で、越冬数を減らせます。

不安を感じたら、一度電話を切り、必

ず家族や警察署にご連絡ください。防犯

富田林警察署

～２月に耕うんして貝を寒風にさらすこと

口は巧妙です「自分も狙われるかも」と

ンストールは、正規のアプリ配信サイト
や信頼できるサイトから行いましょう。

業

冬季の耕うんで
ジャンボタニシの越冬数を
減らしましょう！

を振り込ませて騙し取る。

を利用して、通信事業者を装って不正ア
プリをインストールさせる手口が増加し

農

め急いで ＡＴＭ へ向かわせる。

大阪エコ農産物（農薬・化学肥料を大阪

府の定めた基準の５割以上削減した農産

い場合は、近くにある道路標識の青いシー
場所がわかるようになっています。

相談などの緊急でない通報は、＃9110、

または、富田林警察署におかけください。

物）の認証申請の受け付けを行います。

申請書の作成、相談及び対象品目など詳

しくは、お問い合わせください。

［申請期限］

１月19日（水）

～いたずら110番は犯罪です～

◆問合せ

環境農林課 ☎98-5522

本当に困っている人達のために、いたず

大阪府南河内農と緑の総合事務所

ら110番はやめましょう。

◆問合せ 富田林警察署 ☎25-1234

（農の普及課）☎25-1131

お正月明けにヘルシーな Ｖ.Ｏ.Ｓ. メニューはいかがですか？
大阪府では、
野菜たっぷり (Vegetable)
油 (Oil) と塩 (Salt) は控えめのヘルシー
メニューを「Ｖ.Ｏ.Ｓ. メニュー」として
承認しています。おうちで簡単に作る
ことができる Ｖ.Ｏ.Ｓ. レシピの紹介や、
お手軽に Ｖ.Ｏ.Ｓ. が実践できる惣菜や食
材セット
（宅配・ネット注文）の商品情
報もあります。ぜひ、
「大阪府 Ｖ.Ｏ.Ｓ. メ

ニュー」で検索ください。
大阪府 Ｖ.Ｏ.Ｓ. メニューは
こちらから▶

◆問合せ

大阪府富田林保健所

企画調整課 ☎23-2681

広告

かいご
スタッフ
募集

デイサービス（通所介護）

同時募集
（訪問介護）

パート職員 8：30〜17：30（要相談）
時給

992 円＋処遇改善金支給

レク、送迎、入浴、食事介助等
通所介護にて利用者様の介護
業務を行っていただきます。
要 普通免許

☎0721-98-3699

担当：村上

ホームヘルパー
登録ヘルパー

時給 1,360 円
＋処遇改善金支給
時間要相談
要 旧ヘルパー 2 級
大阪府南河内郡太子町大字山田７７
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テレホン・メモ

環

境

学校給食センター …… ☎98-4607
℻98-4609
教育委員会事務局 …… ☎98-5533
℻98 - 4514
公民館………………… ☎98-5530
℻98-5530
図書室 ………………… ☎ 98-5526
℻98 - 4514
総合福祉センター …… ☎ 98 -1311
（社会福祉協議会）
℻ 9 8 -2111
水道…………………… ☎98-5536
（太子水道センター）
℻98 -5175
板屋橋浄水場 ………… ☎98-5537
℻98-4622
総合スポーツ公園 …… ☎98-5344
（総合体育館）
℻98-5346
保健センター ………… ☎ 98-5520
℻98-3600
竹内街道歴史資料館 … ☎ 98-3266
℻98-3279
消防署太子分署 ……… ☎ 98-3299
℻98-4599
病院紹介 ……………… ☎ 23-9919
休日診療所 …………… ☎ 28-1333
富田林警察署 ………… ☎ 25-1234

［提出要領配布］１月３１日
（月）
まで 午前
９ 時 ～ 正 午、 午 後 ０ 時
45分～５時30分

し尿くみ取り手数料（し尿券）
改定

※土日、祝日を除く。

町のし尿くみ取り手数料は、平成19年

※ホ ームページからもダウン

据え置いてきました。その間、人件費や

［提出方法］郵送のみ受け付け

に改定して以降、15年間にわたり料金を

燃料費などの高騰により、収集運搬業者
へ支払う委託費が値上がりしたことか

ら、令和４年４月１日より、手数料を以
下の表のとおり改定します。

ご利用のみなさまには、ご負担をおか

[ 配布場所 ] 南河内環境事業組合
第１清掃工場

ロードできます。

［受付期間］１月４日（火）～31日（月）
※31日（月）消印有効。
◆申込・問合せ

〒584-0054 富田林市大字甘南備

2345南河内環境事業組合総務企画課

けしますが、ご理解の程よろしくお願い

☎33-6584

●改定手数料

防火管理者資格取得講習会

します。

区分

変更前

変更後

し尿整理券

500円

620円

310円

380円

し尿整理券
（無臭）

手数料変更後のし尿券の販売、及び変

更 前 の し 尿 券 の 払 い 戻 し は、2月14日

（月）より環境農林課窓口で行います。
◆問合せ

環境農林課

☎98-5522

南河内環境事業組合
入札参加資格申請受付
南河内環境事業組合では、物品の買い

入れ・修理・売り払い、管理業務などへ
の入札参加資格申請の受け付けを行いま
す。

［登録有効期間］４月１日から３年間

消防法の規定により、一定基準以
上の建物には防火管理者を選任し、
消防長への届け出が必要です。
富田林市消防本部では、この資格
を付与するための講習会を行いま
す。
［と き］２ 月16日（水）
、17日（木）
午前９時～午後４時
（全２日）
［ところ］富田林市消防本部
［定 員］40人
［受講料］1,500円
［申 込］１月17日（月）～21日（金）
午前９時～午後５時に、富
田林市消防本部予防課へ
※申込みは先着順、電話申込みは不可。
◆問合せ 富田林市消防本部予防課
☎23-1124

家庭で不要になったパソコンを無料回収します
町では、小型家電リサイクル法の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル
株式会社と協定を締結し、家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を
行っています。データ消去ソフトも無料で利用できます。
●パソコンを含むダンボール１箱分 ( ３辺の合計が140㎝以内、重さ20㎏以内 ) の
回収料金が無料になります。

火災・救急救助 ……… ☎119

1月の「ごみ・し尿」収集日
日

月

火

水

木

金

土
1

2

3

9

10

4

5

6

7

8

もえる

金属

プラ

もえる

し尿

11

12

13

14

15

缶ビン もえる

16

17

23

24

18

もえる

19

20

もえる

金属

プラ

25

26

27

缶ビン もえる

30

粗大

粗大

21

22

もえる （し尿）

28

29

ペット もえる

31

※ご みは、必ず収集日の当日、午前7時までに
出してください。
※生ごみはしっかり水分を切ってから出してく
ださい。
※粗大ごみを袋に入れて出される場合も、半透
明のごみ袋をご使用ください。くれぐれも
黒色のごみ袋は使用しないでください。

１人１日当たりのごみ排出量

R3.11
平均値
562g

前年度
同月比
＋52g

今年度
前月比
＋26g

ごみの減量化にご協力を！

ひとのうごき
（

人

●インターネットが使用できない人は、お問い合わせ専用窓口へご相談ください。
◆問合せ リネットジャパンリサイクル株式会社 ☎0570-085-800
（午前10時～午後５時）
環境農林課 ☎98-5522

30

）内は前月比

口 13,067人（－25） 転入 21人
男

6,424人（－12） 転出 35人

女

6,643人（－13） 出生

5人

世帯数 5,573世帯
（－  3） 死亡 16人
まちの面積

14.17㎢
（12月１日現在）

今月のイイネ!

〜見つけちゃいましたナイスな人たち〜

たいし

広報
まちの魅力は、そこに住む人の生き方に現れる。『今月のイイネ』は
様々な分野で活躍中の「まちの人たち」を紹介していくコーナーです。

第4回目は、TAISHI TERRACE です。
●『TAISHI TERRACE』ってどんな団体？

TAISHI TERRACE は、太子町のいいところをテラス ( 照らす ) また、日当たりの良いテラスの

ように明るく、太子町好きの皆さんが自由に集まり、楽しむ場を作ることを目的として2018年か
ら始まりました。

て頂き、活動しています。
●どんな活動をしているの？

編
集

2018年からカフェの運営、地域のコミュニティ誌 ( タイシテラス )、野外イベントなど行ってきました。
カフェの運営では、日中のカフェはもちろん、夜のキャンドルナイトカフェ、また大阪芸術大学の

落語研究寄席の会の皆さんや、音楽活動されている皆さんにお声掛けし、素敵な公演をしてくださ
いました。

また、地域のコミュニティ誌では、町内でお店を営んでる皆

さんや、活躍されている皆さんのインタビューを載せてきました。

現在はコロナ禍ということもあり、カフェ運営ができない期間は、

昨年の11月に太子町のいいところをめぐる「おさんぽマップ」のようなイベントの企画運営

を行いました。
企画当初は人が集まるか、新型コロナウイルス感染症の影響は大丈夫か、など様々な心配がありましたが、開催日には多くの
人が参加してくださり、ゲストとしてたいしくんも表彰式に登場してくれて、とても盛り上がりを見せました。

また、景品として太子町産のみかんや、ソースなど提供頂き、多くのみなさまのご協力のもと、無事に終えることができました。

●今後の活動の抱負は？

コロナ禍で、私たちタイシテラスの活動はあまり積極的に動けず、ホームページの更新を行うのみでした。

今までのタイシテラスの活動は、私たち学生だけではできません。イベントに参加してくださる沢山の方々

がご協力、応援してくださるおかげで素敵な活動ができています。

以前のような活動は難しいですが、１日でも早くみなさまと楽しくゆったり活動できる日を、心待ちにして

います。
◆問合せ

秘書政策課

No. 566

☎98-5531

ぜひ、こちらから TAISHI TERRACE のホームページをご覧ください。▲
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令和４年 月１日発行

現在、大学生５人と高校生10人、中学生19人また、サポーターの大人のみなさまにもご協力し

1 月号

︶

