
　事業者向けの税の申告期限は下記のとおりです。事
業を行う法人・個人は期限までに申告してください。
問合　税制課／℡674-7144

償却資産（固定資産税）　 ID  031470
申告　1/31㈫まで
対象　 1/1現在、市内で土地や家屋を除く事業用資産

（構築物・機械・工具・備品など）を所有する
法人・個人

法人市民税　 ID  001730
申告　 確定申告は事業年度終了の日の翌日から2カ月

以内、中間（予定）申告は事業年度開始の日以
後6カ月を経過した日から2カ月以内

　　　※ 市内に事務所や事業所などを開設したときや法人の名
称・事業年度などを変更したときも届出書を提出

対象　 市内に事務所や事業所または寮などを有する法
人

事業所税　 ID  001731
申告　 法人は事業年度終了の日から2カ月以内、個人

は3/15㈬まで
対象　 市内事業所などで事業を行う法人・個人（市内

の事業所などの合計床面積が800㎡以下また
は、市内の合計従業者数が80人以下を除く）

ID  031470

7 事業者向け 
税の申告期限

市販の保温材や
布切れなどをビ
ニルテープで巻
きつける

　寒波や夜の冷え込みなどで水道管が凍結したとき
は、タオルをかぶせて、ぬるま
湯を注ぎましょう。また凍結を
防ぐために、水道管やじゃ口に
保温材などを取り付け、少量の
水をじゃ口から出しておくなど
の対策があります（右図）。
問合　 管路整備課 

℡674-7922

ID  005145

4 水道管の凍結に注意

国保人間ドック　申請が受診後1回に 
委任払いの場合は引き続き事前申請を

　市国民健康保険では、人間ドック、脳ドック、肺ド
ックを受診した場合に、費用の一部を助成していま
す。これまで受診前後に必要だった申請が、1月から
受診後だけになります。また、申請期限が受診日の翌
日から2年間に延長されます。
　なお、人間ドック実施機関に助成金の受け取りを委
任する「委任払い」を利用する場合は、これまでどお
り受診前に申請が必要です。
対象　 30歳以上の保険料を完納してい

る市国民健康保険加入者（特定健
診受診者を除く）　

　　　※年度中各1回まで
助成　費用の8割（上限30,000円）
問合　国民健康保険課／℡674-7079

ID  002363

5

国保高額療養費の支給　 
口座登録で自動払い戻しを開始

　市国民健康保険では、1月から高額療養費※について
一度申請して口座を登録すると、次回以降は申請不要
で自動的に同じ口座へ支給される自動払い戻しを開始
します（対象は令和4年9月受診分から）。
　自動払い戻しを利用するには、払い戻しが発生した
世帯の世帯主に送付する高額療養費支給申請書を提出
してください。
※ 病院や薬局などの窓口で支払う自己負担

額が、1カ月の上限を超えた場合に、超え
た分が払い戻しされるもの

問合　国民健康保険課／℡674-7079

ID  002385

9

　医療関係者は、2年ごとに就業状況などを届け出る
義務があります。従来どおり紙による届け出も可能で
すが、今年度から、従事先の医療機関などがとりまと
める場合は電子システムからの届け出もできますの
で、希望する人は従事先の医療機関にお問い合わせく
ださい。
対象　 医師、歯科医師、薬剤師、業務に従事している

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生
士・歯科技工士

申請　 1/4㈬～16㈪に 窓 郵 で、住所地または、就業
地を所管する保健所へ

　　　※ 従事先の医療機関などがとりまとめる場合は
HP も可

問合　 健康医療政策課／℡661-9330

ID  002570

11 医療関係者は届け出を

　芥川城跡が国の史跡に指定されたことを記念し、御
城印を1/4㈬から窓口で販売します（19ページに関連
記事）。郵送での販売はありません。
場所　しろあと歴史館
料金　1枚300円　
　　　※なくなり次第終了
問合　℡673-3987

ID  082883

12 国史跡指定記念　 
御城印「芥川城」を1/4に発売

　65歳以上で障がい者手帳を持たない認知症などの
高齢者（寝たきりの場合は年齢制限なし）に、所得
税、住民税上で障がい者控除を受けるための認定書を
長寿介護課で1月から発行します。なお、すでに認定
書を持っている人で、心身の状態が変化した場合は、
改めて申請してください。
問合　長寿介護課／℡674-7166

ID  005766

10 障がい者控除対象者に 
認定書を発行

ID  040278

8
　市選挙管理委員会は、4/23㈰執行予定の市議会議
員・市長選挙立候補予定者説明会を開催します。立候
補に必要な書類などを配布するので、立候補を予定し
ている人は必ず出席してください。
場所　総合センター14階会議室
問合　 選挙管理委員会事務局／℡674-7676

市長選挙　2/16㈭10:00～
市議会議員選挙　2/16㈭14:00～

市議会議員・市長選挙 
立候補予定者説明会

　特に物価高の影響が大きい住民税非課税世帯などへ
の5万円給付（価格高騰緊急支援給付金）の申請期限
が迫っています。申請期限を過ぎると給付金を受給で
きません。期限内に申請してください。なお、①の対
象となる可能性がある世帯には、11月に確認書など
を発送しています。届いていない場合はお問い合わせ
ください。なお、給付は①②のいずれか一つだけです。
対象　①住民税非課税世帯　②家計急変世帯
問合　 住民税非課税世帯等に対する給付金コールセン

ター／℡0120-380-090
申込　1/31㈫までに 郵 で

ID  076431

3 価格高騰緊急支援給付金 
申請は1/31までに

　1月の集団接種日程は、次のとおりです。なお、個
別接種を含め、国が定める接種期限は3月末まで。早
めの接種をご検討ください。
※ オミクロン株対応ワクチンの接種がまだの人で、最終接種から

3カ月が経過しても接種券が届かない場合や紛失した場合は、
市新型コロナワクチンコールセンターで再発行の手続きを

集団接種
対象　12歳以上、3～5回（オミクロン株対応ワクチン）
場所　グリーンプラザたかつき1号館3階
日時　 1/6㈮～29㈰の金・土・日曜（1/8㈰除く）
　　　金曜13:00～21:00（予約枠は20:00まで）
　　　土・日曜9:00～17:00（予約枠は16:00まで）
　　　※ 2月の集団接種の体制や個別接種実施の医療機関は、

市ホームページへ（接種券に同封の医療機関一覧から
変更の場合あり）

問合　 市新型コロナワクチンコールセンター 
℡0120-090-555（1/1㈷～3㈫・8㈰は休み）

ID  075255

2 新型コロナワクチン接種 
早めの接種を

　確定申告は、申告会場での申告※だけでなく、スマ
ホからも申告（e-Tax申告）ができます。申告会場は
例年混雑するため、スマホからの申告をぜひご利用く
ださい。なお、スマホからの申告にはマイナンバーカ
ードと同カード読み取り対応のスマホが必要です。
※ 総合センター1階＝2/2㈭～14㈫9:30～15:00（14日は

14:00まで）、茨木税務署＝2/16㈭～3/15㈬9:00～16:00
問合　茨木税務署／℡072-623-1131

スマホからの申告のメリット
●24時間いつでも利用できる
● 画面の案内に沿って入力するだ

けで自動計算される
● データによる提出のため、書類

を持参、印刷、郵送しなくても
いい

● 紙の提出に比べ、還付金の振り
込みが早い

ID  037636

6 確定申告 
スマホからの申告が簡単・便利

休館日　 市民プール　1/7㈯・8㈰・29㈰ 
クロスパル高槻　1/15㈰ 

お知らせ
1
|

18
募　集

19
|

26
求　人

27
|

37

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①事業名
②〒・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
※ 各記事中に住所の記載 

があるものは、記載の 
住所へ。 
記載のないものは 
〒569-8501 
（住所記載不要）へ

申込手段の略	
HP  ウェブ申込 は  はがき
窓  窓口 郵  郵送

 電話 メ  メール
F  ファクス 往  往復はがき
※ 感染予防のためなるべく来庁を避け、ウ

ェブ申込や電話、郵送などをご利用くだ
さい

あて先記載例▶

569-8501

課
○
○
市
槻
高

△
△
△
△

63

※イメージ

　市役所本館・総合センター1階の窓口などで、来庁
者と職員の会話をスムーズにするため、専用のスピー
カーを設置しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために窓口に
設けているビニールシートなど、仕切り越しでの会話
の聞き取り難さを解消するために設置するもので、高
齢者や聴覚に障がいのある人が訪れることの多い長寿
介護課や障がい福祉課などの窓口に設置しました。ス
ピーカーには、音が拡散しにくい工夫がされていて、
会話をしている人には聞き取りやすく、周囲の人には
聞こえにくくなっています。
　なお、設置には、市議会議員の会派視察費の減額に
より生じた財源を活用しています。
問合　総務課／℡674-7312

1 市役所窓口での対話 
スピーカーで聞こえやすく

ID  083242
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掲載の申し込みは(株)ウィット（☎072・668・3275）へ

広 告 掲 載 欄

　市が保有する土地を売り払う一般競争入札への参加
者を募集。条件の詳細は、1/4㈬から配布する実施要
領でご確認ください。
対象　�日吉台一番町29-1、宮が谷町584-8。雑種地

239.43㎡。最低売払価格は2,490万円
問合　アセットマネジメント推進室／℡674-7688
申込　1/4㈬～31㈫に 窓 郵 で

ID �082825

20 市有地の売り払い 
一般競争入札参加者

　400mL献血にご協力ください。体重50kg以上、男
性17～69歳、女性18～69歳（65～69歳は60～64
歳の間に献血経験が必要）。
問合　市献血推進協議会／℡674-7163

エミル高槻
　1/5㈭・12㈭・17㈫　�10:00～12:00、　�

13:00～16:30
　1/9㈷・29㈰　10:00～12:00、13:00～16:00

松坂屋高槻店
　1/11㈬　10:00～12:00、13:00～16:30

17 献血日程

ID �078893
選挙管理委員会定例会
選挙人名簿の登録の抹消など

1/11㈬
10:00～

A
（13階）

選挙管理委員会
事務局
℡674-7676

ID �079220
農業委員会定例会
農地法の許可申請など

1/18㈬
13:30～

B
（2階）

農業委員会事務
局
℡674-7421

ID �031577
教育委員会定例会
教育に関する基本方針など

1/18㈬
15:00～

A
（12階）

教育総務課
℡674-7620

ID �079535
国民健康保険運営協議会
令和5年度国民健康保険事業

1/25㈬
14:00～

B
（3階）

国民健康保険課
℡674-7072

ID �072129
都市計画審議会
生産緑地地区の変更など

1/30㈪
14:00～

A
（14階）

都市づくり推進
課
℡674-7552

ID �081738
開発審査会
開発許可など

2/1㈬
14:00～

B
（2階）

審査指導課
℡674-7567

ID �058406
男女共同参画審議会
第2次男女共同参画計画素案の
パブリックコメント結果報告

2/6㈪ 
10:00～

B
（3階）

人権・男女共同
参画課
℡674-7575

ID �073710
水道事業審議会
水道事業の経営や計画

2/8㈬
13:30～

C
（3階）

水道部総務企画
課
℡674-7952

　傍聴には定員あり。事前に各課へ。
場所　�A＝総合センター、B＝市役所本館、�

C＝消防本部庁舎

14 傍聴できます　審議会の日程

　保健・医療の課題や「健康たかつき21」の推進な
どについて審議する同審議会の市民委員を募集。委嘱
期間は4/1から2年。
対象　�市内在住の18歳以上（4/1現在）で、年3～5

回程度平日に開催する会議に出席できる人
報酬　�日額9,100円
問合　健康医療政策課／℡661-9330
　　　�〒569-0052城東町5-7
申込　�1/20㈮までに HP 窓 郵 で（小論文「私の考え

る高槻市民の健康づくりについて」（応募動機
を含む、計1,000字程度）、基本事項、性別、
生年月日、略歴記入）

ID �078496 選考2人

21 保健医療審議会 
市民委員

　今城塚古代歴史館内「いましろ大王の杜はにたんミ
ュージアムショップ」で、市の歴史・文化・自然など
の地域資源を活用したオリジナルグッズや図録、お土
産などを販売する事業者を募集。期間は4/1から3
年。
対象　�府内に本社か本店または、事務所がある法人・

団体
問合　観光シティセールス課／℡674-7830
申込　�1/17㈫～2/6㈪に 窓 郵 で

ID �078959

23 はにたんミュージアムショップ 
物販事業者

　国有林の事業運営などについて理解を深めたり、意
見や要望を述べたりする同モニターを募集。
対象　�府内在住の18歳以上
問合　�近畿中国森林管理局企画調整課�

℡06-6881-3412�
〒530-0042大阪市北区天満橋1-8-75

申込　�1/4㈬～31㈫に HP 郵 メ で

ID �078952

24 国有林モニター

16 消防出初式

　消防本部・消防団・自衛消防隊、総勢約700人の分
列行進、消防団一斉放水、音楽隊演奏などを行いま
す。式典終了後、車両展示を行います。
日時　1/8㈰　10:00～11:15
場所　第一中学校
問合　�警防課／℡674-7980

ID �075698　 80

13 傍聴できます　 
市議会（議会運営委員会など）

　議事の都合で変更の場合あり。詳細はお問い合わせ
ください。
日時　10:00～（★は14:00～、☆は13:00～）
場所　市役所本館3階
問合　議会事務局／℡674-7213

議会運営委員会 1/12㈭
市街地整備促進特別委員会 1/30㈪
史跡整備・活用等特別委員会 1/31㈫★
地方分権推進特別委員会 2/2㈭☆
新名神・交通体系等対策特別委員会 2/2㈭

ID �001020

　芸術文化の創造・発信拠点となる劇場がいよいよ開
館します。記念すべきオープニングを一緒に祝いまし
ょう。1通2人まで。
日時　�3/18㈯　10:00～12:00
場所　�高槻城公園芸術文化劇場�

南館トリシマホール
料金　無料
問合　�歴史にぎわい推進課�

℡674-7393
申込　�12/27㈫～1/25㈬に HP 往 F で�

（基本事項と年齢、参加人数記入）
　　　�〒566-0001摂津市千里丘1-13-23�

株式会社シティライフNEW�
FAX06-6368-3505

19 高槻城公園芸術文化劇場 
開館記念式典　参加者

ID �083036 抽選約600人　 80

　犬や猫などのペットは、飼い主にとっては大切な家
族ですが、近所には苦手な人もいるかもしれません。
またペットが命を終えるまで適切に飼育することは飼
い主の責任です。次のことに注意し、愛情と責任を持
ってペットを飼いましょう。
問合　保健衛生課／℡661-9331

犬
・排せつ物はしっかりと処理する
・�リードなしの散歩は禁止。
　リードは制御できる長さの物を
・飼い犬登録、狂犬病予防注射を行う
猫
・室内で飼育する
・不妊・去勢手術を考える

ID �002756

15 ペットの飼育は愛情と責任を 
持って

　交通事故（自動車・航空機・船舶・鉄道など）で保
護者を亡くしたり、保護者が重度の後遺障がい者にな
ったりした人に激励金を交付しています。
対象　市内に住民登録をしている19歳以下の人
金額　1万円
問合　市社会福祉協議会／℡674-7496
申込　�2/1㈬までに 窓 で

18 交通遺児への激励金申請を 
受け付け

　民間の認可保育園、認定こども園などで働きたい人
向けのセミナー・相談会に参加する人を募集。
対象　�保育士、栄養士、調理員、看護師（取得見込み

も含む）
場所　高槻子ども未来館
問合　�市保育士・保育所支援センター�

℡648-3243（保育幼稚園総務課内）

セミナー・相談会
ID �047473 申込順40人
●保育士のためのセミナー
　保育現場ですぐに役立つ乳幼児向けの「おはなし」
を学びます。
日時　1/14㈯　13:30～15:00
申込　1/4㈬から HP 窓 で

ID �077759 当日先着10人程度
●土曜日就職相談会
　市内の保育園などへの就職を
目指す人のための個別相談会で
す。
日時　1/14㈯　10:00～12:00

22 保育園などで働きたい人向け 
セミナー・相談会参加者

　同大会へ投句する俳句を募集。2/10㈮に俳句連盟
ホームページで発表。
料金　�3句1,000円　※定額小為替または現金書留
問合　�市俳句連盟／℡687-0552（イワデ）�

〒569-3016松が丘2-3-17
申込　�1/13㈮までに 郵 で（基本事項と作品、俳号記入）

ID �048953	

25 新年市民俳句大会 
俳句作品
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　4月から子育て総合支援センターで子どもの発達や
食、子育てに関わる相談や講座を行う人（会計年度任
用職員）を募集。
勤務　4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
場所　子育て総合支援センター
試験　2/4㈯
問合　℡686-3030
申込　1/4㈬～24㈫に 窓 郵 で

ID  075841 選考3人
子育て相談員
資格　 社会福祉士、保健師、臨床心理士などで相談業

務の実務経験が1年以上ある人
月額　179,100円（ボーナスあり）

ID  075835 選考1人
栄養士
資格　 栄養士で実務経験が3年以上ある人
月額　158,445円（ボーナスあり）

ID  075713 選考1人
保育士など
資格　 保育士または幼稚園教諭で実務経験が3年以上

ある人
月額　158,445円（ボーナスあり）

32 子育て総合支援センター職員

　埋蔵文化財の発掘調査、出土遺物などの整理保管な
どを行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　 4月から月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
場所　埋蔵文化財調査センター
資格　 大学を卒業し、埋蔵文化財の発掘調査などの経

験がある人
月額　153,109円（ボーナスあり）
試験　2/12㈰
問合　 埋蔵文化財調査センター／℡694-7562
申込　1/6㈮～27㈮に 窓 で

ID  079457 選考1人程度

29 文化財専門員

　窓口受け付け、審査業務および専用端末機器などに
よる事務作業を行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　 4月から週4日、8:45～17:00または 

9:00～17:15
場所　市役所など
月額　150,613円（ボーナスあり）
試験　1/22㈰
問合　 市民課／℡674-7052
申込　1/4㈬～10㈫に 郵 で

31
ID  036449 選考10人

市民課窓口業務従事職員

　民俗などの文化財調査業務などを行う人（会計年度
任用職員）を募集。
勤務　 4月から週4日、9:00～17:15
場所　しろあと歴史館
資格　 学芸員で民俗文化財の調査や博物館での普及啓

発活動の経験がある人（3月末までに取得見込
みの人含む）

月額　173,764円（ボーナスあり）
試験　2/12㈰
問合　 しろあと歴史館／℡673-3987
申込　1/6㈮～27㈮に 窓 で

ID  079457 選考1人程度

28 歴史館専門員

　小・中学校で学校と連携し不登校児童生徒の支援を
行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　 4月から月～金曜のうち週3日
場所　市立小・中学校
資格　 教職経験や青少年団体などの指導経験がある人
時給　1,025円
問合　 教育センター／℡675-0398
申込　随時 窓 で

ID  078150 選考若干名

33 不登校等支援員

　放課後の小学生を対象に集団保育補助や保育室内の
庶務サポートを行う人（会計年度任用職員）を募集。
勤務　 月～金曜13:45～18:00（延長時は19:00ま

で。学校休業日は8:30から）、土曜8:30～
17:00のうち週3、4日

場所　市立学童保育室
時給　1,100円
問合　 子ども育成課／℡674-7656
申込　随時 HP 窓 で

ID  074090 30人程度

34 学童保育室臨時指導員

　講座を行う時に託児保育を行う人（会計年度任用職
員）を募集。
勤務　 登録後、市が指定する2カ月間のうち月5回程

度。9:00～14:00または、12:00～17:00のう
ち指定する時間

場所　子育て総合支援センター
資格　 保育士などで平成25年以降に実務経験が1年以

上ある人
時給　1,165円
問合　 子育て総合支援センター／℡686-3030
申込　1/10㈫～2/17㈮に 窓 で

ID  077722

35 子育て総合支援センター 
託児保育士登録

　4月から地域福祉事業などの業務を行う人を募集。
場所　地域福祉会館
問合　 市社会福祉協議会／℡674-7496 

〒569-0065城西町4-6

事務職 選考1人
勤務　月～金曜8:45～17:15
資格　社会福祉士または精神保健福祉士
月額　185,200円（ボーナスあり）
試験　2/19㈰
申込　1/4㈬～24㈫に 郵 で

事務職（非常勤職員） 選考1人
勤務　月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
資格　社会福祉士または精神保健福祉士
月額　163,350円（ボーナスあり）
申込　随時 郵 で

事務職（非常勤職員） 選考1人
勤務　 月～金曜のうち週4日、9:00～17:15
資格　普通自動車免許を持つ人
月額　150,613円（ボーナスあり）
試験　2/2㈭
申込　1/4㈬～20㈮に 郵 で

選考1人

36 社会福祉協議会事務員

　4月から同認定こども園で勤務する保育教諭、園務
員（アルバイト）を募集。
場所　富田認定こども園
試験　2/1㈬
問合　 市社会福祉協議会／℡674-7496 

〒569-0065城西町4-6
申込　1/4㈬～20㈮に 郵 で

●保育教諭 選考2人
勤務　 月～土曜のうち週3日程度、7:25～10:05また

は15:25～19:05
資格　 保育士かつ幼稚園教諭
時給　1,225円

●園務員 選考2人
勤務　 月～土曜のうち週3日、7:30～14:00
時給　1,047円

37 富田認定こども園の職員

　4月採用予定の給食調理員、任期
付看護師、行政事務業務従事職員
（会計年度任用職員）を募集。
問合　人事企画室／℡674-7333

ID  001524 選考1人
給食調理員
資格　 昭和62年4/2以降生まれの調理師または栄養士

（3月末までに取得見込みの人含む）
場所　市立小・中学校、保育所など
試験　2/4㈯
申込　1/5㈭～18㈬に HP で

ID  001524 選考3人
任期付看護師
資格　看護師
場所　市立保育所、認定こども園など
試験　2/19㈰
申込　1/5㈭～18㈬に HP 郵 で

ID  082877 選考20人
行政事務業務従事職員
勤務　週4日、8:45～17:00または9:00～17:15など
資格　 3年以上勤務経験のあるパソコンの基本操作が

できる人（1/1時点）
月額　 150,613円（ボーナスあり）
試験　2/4㈯
申込　1/5㈭～18㈬に HP で

ID  082877 選考1人
行政事務業務従事職員（障がい者）
勤務　週4日、8:45～17:00または9:00～17:15など
資格　 身体障がい者手帳か療育手帳または、精神障が

い者保健福祉手帳を持ち、パソコンの基本操作
ができる人

月額　150,613円（ボーナスあり）
試験　2/4㈯
申込　1/5㈭～18㈬に HP 郵 で

27 令和5年度採用の市職員

　講座・教室の企画立案・運営、窓口業務、施設の管
理運営業務などを行う人（会計年度任用職員）を募
集。
勤務　4月から週4日、9:00～17:15
場所　青少年センターなど
資格　 保育所・学校などで青少年に係わる職務経験が

1年以上の人
月額　150,613円（ボーナスあり）
試験　2/11㈷
問合　 青少年センター 

℡685-3724
申込　1/23㈪～2/3㈮に 窓 で

ID  077800 選考1人

30 青少年教育指導員

　企業29社による合同就職フェア（就職面接会、就
職関連相談ブース、各種セミナー）への参加者を募
集。
日時　1/24㈫　13:00～16:00
場所　 摂津市立コミュニティ 

プラザ
料金　無料
問合　 摂津市産業振興課 

℡06-6383-1362
申込　 1/4㈬～23㈪に で

ID  077509 申込順168人

26 三市一町合同就職フェア 
参加者
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