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　　　　　　　　topicsトピックス

納付書のバーコードをスマートフォン
アプリのカメラで読み込むことで、

ご自宅でも24時間いつでも
お支払いできます。

※アプリのダウンロードはQRコードからできます。
※クレジットカードで納付される場合は別途決済手数料が必要です。
※詳しくは藤井寺市・各社ホームページなどをご確認ください。

市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
（種別割）、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、
保育所利用者負担額、介護保険料

◀市ホームページ

4月1日から
　　キャッシュレス決済で使えるアプリが増えました

引き続き感染防止ご協力を

進学、就職、異動や転勤など新しい生活を迎え
た方も多く、行事、人の移動が多くなる時期にな
りました。また、送別会、歓送迎会など会食の機
会も増えることと思います。

感染再拡大を防ぐため、大阪府からの要請内容
を確認していただき、引き続き感染防止の徹底に
ご協力をお願いします。
問合先　藤井寺市新型コロナウイルス対策本部事務局
（危機管理室）　☎939・1190

ご注意
※領収書及び軽自動車税納税証明書は発行されません。領収書が必
要な方は金融機関やコンビニなどで納付してください。

※ダウンロード及び利用にかかる通信料は利用者負担となります。
※誤納付を防止するため、決済後に納付書は必ず破棄してください。
※金融機関やコンビニ、市役所などの窓口では、スマートフォン決済
アプリを提示する方法では納付できません。ご自身で、納付書の
バーコードを読み取り、支払い手続きを行ってください。なお、従
来通り現金納付はできます。

問合先
・保険年金課収納担当
　（1階②番窓口）　☎939・1183
・高齢介護課総務担当
　（１階③番窓口）　☎939・1164
・税務課納税担当
　（２階�番窓口）　☎939・1066
・保育幼稚園課総務担当
　（２階�番窓口）　☎939・1161

対象となる納付書

◀「モバイルレジ」アプリを起
動することで、ネットバン
キング・クレジットカード
からお支払いします

new

new

new

掲載内容について
・アイコンの説明
　☎ 電話　 FAX  ファックス　  電子メール
　 H  P  ホームページ　
・費用・金額の記載がない場合は無料。
・申込方法の記載がない場合は事前申込不要。
・市外局番「072」の場合、記載は省略しています。
　携帯電話やスマートフォンからお問い合わせの
　際は、「072」をつけて発信してください。

■藤井寺市の人口
（令和4年2月末現在）
人口 63,423人

男30,122人
女33,301人

世帯数 29,518世帯
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
確認書の返送期限は４月３０日（土）

※当日消印有効
2月から順次、対象となる方に確認書を送付しています。
返送期限は４月３０日(土)（当日消印有効）です。期限までに
確認書を返送されていない場合は、給付金を支給できなく
なる場合がありますのでお早めにご返送ください。確認書
を紛失された場合や、期限までに返送できない場合は、コー
ルセンターまで連絡ください。
令和3年度市民税について修正申告を行い非課税になっ

た場合も、コールセンターまで連絡ください。
問合先　藤井寺市臨時特別給付金コールセ
ンター　☎0570・001・739（ナビダイ
ヤル）

▲詳しくはこちら

「藤井寺市PCR検査センター」

～開設期間を延長します～
感染状況を踏まえ、開設期間を延長します。
検査費用など詳しくは、ホームページでご確認くだ

さい。なお、発熱、咳などの症状のある方、陽性者と
接触のある方などは検査できません。
問合先　藤井寺市新型コロナウイルス対策本部事務局
（危機管理室）　☎939・1190

お住まいの地域のリスクを確認し、災害に備えましょう

～「藤井寺市防災ガイドブック」をリニューアル！～
大阪府において石川などの浸水想定区
域が見直されたことなどを受け、市では、
3月に「藤井寺市防災ガイドブック」をリ
ニューアルしました。3月下旬から順次全
てのご家庭・事業所に配布しています。
ハザードマップの更新をはじめ、防災
情報の入手方法や家庭での備蓄の例など
災害に備えるための情報を充実させまし
た。
令和 3年には、本市では大きな災害の発生はありません

でしたが、全国では豪雨による災害が頻発しており、30年
以内には南海トラフ地震が高い確率で発生するとされてい
ます。
いざという時、自分や大切な人の命を守ることができるよ

う、お住まいの地域の災害リスクを確認し、避難先や経路
の確認、物資の備蓄など、日ごろから災害への備えを万全
にしておきましょう。
問合先　危機管理室企画担当（4階�番窓口）　
　☎939・1190
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4月6日（水）スタート　
ー死亡後手続きの負担を軽減ー

おくやみ手続きサポートデスクを設置
身近な方を亡くされた後に、ご遺族が行う市役所内
の各種手続きは福祉・税・年金など多岐にわたります。
市ではご遺族の負担を減らすため、亡くなった方の状
況を確認し、手続きが必要な担当窓口をご案内する「お
くやみ手続きサポートデスク（予約制）」を設置します。
日時　月～金曜日（祝日除く）の①9時30分～、②13
時30分～、③14時30分～　※各時間とも定員1組
※予約時間に市民課にお越しください。その後手続き
が必要な課を案内しますので、各課窓口にて順次手
続きを進めていただきます。

「おくやみパンフレット」広告募集
死亡届提出時に遺族の方にお渡しする「おくやみパンフレット」に広告を掲載する企業を募集しています。
詳しくは問合先(株式会社鎌倉新書　☎ 03・6866・0885)にご確認ください。

観光課・観光協会事務局／環境衛生課の
場所が変わります！

3月31日まで 4月1日から

場所 藤井寺市役所6階（岡1-1-1） アイセル	シュラ	ホール1階（藤井寺3-1-20）

休日 土・日曜日、祝日 月曜日
※月曜日が祝日の場合は翌日

電話番号 観光課 939・1086 952・7801
観光協会事務局 939・1096 979・7881
FAX 936・9777 952・7806

おめでとうございます　消防表彰（敬称略・順不同）

○消防団員表彰
消防庁長官表彰
山本　明夫　　　
日本消防協会会長表彰
藤井寺市消防団　
山本　明夫	 松永　清司　
山本　好広	 林　　伸幸　
大阪府知事表彰
森田　秀光　　　大堀　修二
岡本　芳樹
大阪府消防協会会長表彰
黒岡　秀徳　　　門畑　寛史
北内　久智　　　國分　信　
松宮　雅貴　　　武廣　幸人
南谷　昭人　　　今澤　典民
嶋田　学芳	 松宮　祐紀　
清水　勇	 松井　翔　　

市長表彰
松井　紀彦　　　菊矢　敏史
秦　　誠	 亀田　具隆　
日野　雄希　　　根本　真人
青木　健輔　　　米野　佑治
消防長表彰
永井　良昌　　　嶋田　学芳
松宮　祐紀　　　清水　勇
消防団長表彰
柿谷　稔　　　　松井　涼輔
京田　孝明　　　
市長感謝状（家族協力者）
松井　博子　　　菊矢　広美
秦　　依里香　　亀田　純子

○市民表彰	
消防組合管理者表彰
（火災予防普及啓発功労者）
㈱大阪前田製菓　石川　尚治
消防組合管理者感謝状
東小山地区自主防災組織
丹北小山地区自主防災組織
消防長表彰
（火災予防普及啓発功労者）
寿自動車㈱	藤井寺自動車教習所
永田　實
(医)ラポール会	田辺脳神経外科
中島　俊雄
（優良防火対象物）
三菱UFJ銀行藤井寺支店

139
の方から

人
甦れ︕「桜の木」
復活プロジェクト

市役所前ふれあい広場のよみがえ

寄附をいただきました

今後は、皆さんに将来にわたって長く桜を愛でていただけるよう維持管理
を行っていきます。桜の成長を楽しみに見守ってください。

改修後改修前

いただいた寄附金で、市役所庁舎前
ふれあい広場の改修工事を行い、新
しい桜の木４本を植樹しました。

多大なるご支援ありがとうございました！多大なるご支援ありがとうございました！

円円

＜プロジェクト概要＞

目標金額　100万円
募集期間　令和3年10月4日
　　　　　　～12月31日（89日間）

老木化や害虫の被害により全滅してし
まった桜の木をよみがえらせ、「もう一
度桜が花咲く風景を楽しんでもらいた
い」という思いから本プロジェクトを立
ち上げました。

問合先　総務課庁舎・車両管理担当（3階32番窓口）　☎939・1037

2,138,3192,138,319

クラウドファンディングへのクラウドファンディングへの

　　　　　　　　topicsトピックス

3月31日まで 4月1日から

場所
清掃作業所事務所

（小山7丁目1013-1） 藤井寺市役所6階�番窓口
藤井寺市役所1階

電話番号

清掃担当 939・1077

939・1077環境・公害・
飼犬登録担当 939・1065

本庁窓口 939・1074
FAX 954・5725 936・9777

4月1日から、環境衛生課の執務室が本庁6階に移転します。変更点は次のとおりです。

4月1日から、観光課・観光協会事務局の執務室が、アイセル	シュラ	ホールに移転します。
変更点は次のとおりです。

ご理解・ご協力
よろしく
お願いします。

サイズ　A4版フルカラー　発行部数　約1,000冊　掲載期間　発行から約1年　募集期限　7月1日（金）

4月1日
(金)

から！

4月1日(金
)

予約受付開
始

所要時間　2時間半程度
予約方法　藤井寺市オンライン窓口また
は電話で。

※4月6日（水）来庁分から予約可能
その他　3営業日以降の来庁分から予約可能です。
来庁当日に手続きが完了しない場合があります。そ
の場合は、担当窓口より今後の流れを説明します。

問合先　市民課庶務担当（１階①番窓口）　
　☎939・1040


