12 28 ㈪

新型コロナウイルス感染症対策（市の主な取り組みについて）

まで

事

開催中!
家
計
支
援

●まつばらマルシェ参加事業者への訪問の様子♪

学
校
関
係

「お取り寄せdeマルシェ」購入者には抽選で

をプレゼント！

（ウラ）
（ウラ）

（オモテ）

※プレゼントは購入商品
と一緒に入っているはがき
で応募が必要です。

者 支

（オモテ）

使用期限は12月28日㈪まで

他にも楽しめるイベント
がいっぱいあるでっ！

他

●問合せ まつばらマルシェ企画委員会(松原商工会議所内)(☎331−0291）

の
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内

容

令和2年4月28日から令和3年3月31日に生まれた子ども
1人につき10万円を給付

備考

問合せ

実施中

臨時子育て世代支援金
高校生相当年齢の子ども1人につき1万円を給付
事業

給付済

臨時住宅ローン支払者 住宅ローンを負担している人に対し、令和2年度の土地
家屋の固定資産税の30%相当額（上限1万円）を給付
支援金事業

実施中

75歳以上の高齢者に対し、1人につき5,000円分の商品券
を配布（タクシー券1,500円、商品券3,500円）

配布済

高齢介護課
（☎337−3113）

エアコンを積極的に利用して熱中症を防ぐため、電気代の
臨時元希者世代支援金
支援として、世帯全員が65歳以上の世帯に対し、1万円
事業
を給付

給付済

産業振興課
（☎337−3112）

水道基本料金減額事業

市内全ての家庭及び事業者の水道基本料金を7月検針分
から10か月間無料

実施中

上下水道総務課
（☎337−3135）

学校給食費無償化事業

小中学校の学校給食費の2学期分（8月〜 12月）を無償化

実施中

学校給食課
（☎333−7060）

学校臨時休校に伴う学 学習機会の確保を図るとともに、新型コロナウイルス感染
習環境整備事業（エアコ 拡大を防止するため分散学習を図り、併せて長期休業中
の課業に対応するため整備（空調機器）
ン設置）

整備済

教育総務課
（☎334−1550）

学校再開後の新型コロナウイルス感染症の感染防止を目
的に、児童生徒下校後に地域ボランティアなどによる学
校施設の消毒

実施中

教育推進課
（☎337−3150）

小中学校修学旅行支援
令和2年度の小中学生の修学旅行費用を全額給付
事業

実施中

教職員課
（☎337−3132）

救急診療によるコロナ 市内にある救急告示医療機関（救急協力診療科に内科が
感染症のリスクがある ある病院に限る）の水道代（7月検針分から令和3年2月検
針分まで）を減免
病院への支援

実施中

上下水道総務課
（☎337−3135）

がんばる医療従事者慰 本市の医療機関（病院、歯科医院、薬局など）に勤める医
療従事者に対し、慰労を目的として本市の名産品を贈呈
労事業

実施中

地域保健課
（☎337−3126）

市内事業者の事業継続を支援し、地域における消費を促
進するため各店舗の割引サービスが記載された「がんば
る事業者応援クーポン」を全戸配布し、使用された割引
サービス分の費用を補助

実施中

観光課
（☎334−1550）

新型コロナウイルス感 各給付金等の申請方法について、行政書士による無料電
染症関連給付金等申請 話相談や行政書士に申請を委託した場合の費用の一部を
支援
サポート事業

実施中

元希者応援事業

学校施設における
消毒ボランティア事業

市内事業者支援事業

休業要請支援金（府・市 大阪府の休業要請（休業期間：令和2年4月21日〜 5月6日）
給付済
に応じた事業者等に対し、支援金を給付
町村共同支援金）
事業
そ

11月中旬に全戸配布された第2回「がんばる事業者応援クーポン」
の使用期限は12月28日㈪までです（事業者により異なるため詳細は
クーポンをご覧ください）
。
市内の参加店で買い物や食事などに利用できます。お得なこの機会
を見逃すことなくお手元に届いたクーポンをぜひ活用してください。
●問合せ がんばる事業者応援クーポン事務局【クーポンの配布に関
すること（☎0120−171−720）クーポンの内容に関すること（☎331
−0291）
】

援

第2回
「がんばる事業者応援クーポン」

業

注文は
12月13日㈰まで

松原市観光親善大使flumpoolの
ツアーグッズTシャツ など

事

松原市内事業者の選
りすぐりの商品を詰
め合わせた「まつば
らマルシェ特選セッ
ト」
を販売。

名

特別出産給付金事業

まつばらマルシェホームページ(右QRコード）へアクセスしてください。

●JAPAN MOVE UP（TOKYO FMラジオ番組）
収録の様子♪

業

防災用品整備支援事業

感染症にも対応した災害時の非常持ち出し品（防災用品）を
各世帯で備えてもらえるよう購入を支援し、自助の取組を
促進

実施中

産業振興課
（☎337−3112）

産業振興課
（☎337−3112）

危機管理課
（☎337−3151）

高齢者のインフルエンザ予防接種の自己負担を無料に、
地域保健課
インフルエンザ予防接種
子どもインフルエンザ予防接種の自己負担を1回につき 実施中
（☎337−3126）
支援
1,000円助成
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地域保健課

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表
いきがい学習課

☎337−3125 ☎337−3126
保険年金課 ☎337−3123

月豪雨災害寄附金

て お り︑ 今 後 と

制について定め

年

2

10

円滑に遂行されるよう相互の応援体

月に

月と令和

11 7

総社市長から感謝状をいただきました

年

年

30 30

市 民 の 皆 さ ん か ら い た だ い た︑ 松

原市平成

を︑ 平 成

も強固な協力関

最初に受診した医療機関がPCR検査などに対応していない場合でも、市内の医療機関を紹介してもらえます。

岡山県総社市へ贈呈したことを受

診察した医師が必要と判断した場合には、PCR検査など、新型コロナウイルス感染症
かどうかの検査をその場で受けることができます。

係を維持してい

3

き ま す︒

診療時間など説明されたとおりに受診してください。

秘書

2

●問合せ

まずは、かかりつけ医などの地域の身近な医療機関に電話で相談します。

広報課

1

18

け︑ 総 社 市 片 岡 市 長 よ り︑ 感 謝 状

地域保健課

12

日に

●問合せ

30

月

受診の流れ

今年1月にオープンした新図書館「読書の森(松原図
書館)」が2020グッドデザイン賞（下記QRコード参照）
の建築物に選ばれました。
「読書の森(松原図書館)」は、水面に浮かぶコンクリー
トの重圧な外観と自然を取り入れたスキップフロアに
よる、これまでにない独創的な図書館として高く評価
されたものです。
グッドデザイン賞は、デザインによって暮らしや社会
をより良くしていくための
活 動 と し て、 昭 和32年 か
らその質を評価し表彰して
います。
今後も、
「読書の森(松原図
書館)」は多くの
市民の皆さんに
愛される図書館
を目指します。
●問合せ いきがい学習課

年

発熱・せき・鼻みずなどかぜ症状 が
あるときの 受診について

を い た だ き ま し た︒

2020「グッドデザイン賞」受賞！

総 社 市 と は︑ 平 成

〜かぜやインフルエンザにかかりやすい季節です〜

災 害 時 相 互 応 援 協 定 を 締 結 し︑ 災 害

読書の森
（松原図書館）

発生時に応急対策および復旧活動が

師会からのお知らせ
医
市
原
松

☎334−1550
☎349−3274

日曜日の 集団健診を追加

40歳以上の 国民健康保険加入者の皆さんへ
〜生活習慣病を予防し、健康で過ごすために〜

今だからこそ 特定健診 の受診を！

重

要

コロナ禍における新たな生活様式において、運動不足や食生活の乱れを起こしていませんか。
高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの「生活習慣病」
は重症化のリスクを高めるといわれています。
〇生活習慣病は「気づかない間」に進行します。
〇規則正しい食事や適度な運動を行い、
「生活リズム」を整えましょう！
〇コロナ禍だからこそ、毎年1回「無料の特定健診」を受診し、生活習慣病予防につなげましょう！

特定健診の受診方法など
●個別健診 お近くの医療機関などに電
話または直接予約をしてください。
●集団健診 地域保健課に電話にて予約を
してください（市立保健センターで受診）
。
※詳細は市ホームページや特定健診受診券
発送時のご案内をご覧ください。
●問合せ
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保険年金課

三宅地区の
まちづくりについて

高見ノ里駅のバリアフリー化
12月10日㈭午前10時から
エレベーターが利用できます

三宅土地区画整理準備組合により、土地区画整理
事業業務代行予定者として、清水建設株式会社関西
支店が決定され、澤井市長を表敬されました。
市は今後も引き続き、三宅地区のまちづくりへの
支援を行い、市民協働によるまちづくりを進めてい
きます。
●問合せ

まちづくり推進課

皆さんからの「申込状況」を踏まえ、好評の「日曜日集団健
診」
を追加しました。
先着順となりますので、お早めにご予約をお願いします。
12月以降の集団健診予定日
12月13日㈰、令和3年1月19日㈫、31日㈰、2月14日㈰、
3月18日㈭、28日㈰（新たに追加）
▲三宅土地区画整理準備組合と清水建設株式会社の皆さん

市と近畿日本鉄道株式会社が進めている
高見ノ里駅のバリアフリー化について、上
りホーム（大阪阿部野橋行き方面）と下り
ホーム（古市行き方面）を結ぶエレベーター
が、12月10日 ㈭ か ら 利 用 開 始 と な り、
ホーム間の移動が便利になります。
これにより、市内４駅すべてのエレベー
ター設置が完了します。
●問合せ まちづくり推進課
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環境業務課

◆スポーツパークまつばら

31日㈭から 3日㈰まで
1日㈷〜
3日㈰

◆自転車駐車場

●病気やけがをしたら

保険証や医療証が必要

内科・外科診療 午前10時〜午後5時
12月30日㈬

内科 明治橋病院 ☎334−8558
外科 三宅西1丁目358−3

内科 阪南中央病院 ☎333−2100
12月31日㈭
外科 南新町3丁目3−28
1月1日㈷

内科 松原徳洲会病院 ☎334−3400
外科 天美東7丁目13−26

1月2日㈯

内科 明治橋病院 ☎334−8558
外科 三宅西1丁目358−3

1月3日㈰

内科 松原徳洲会病院 ☎334−3400
外科 天美東7丁目13−26

●亡くなった犬・猫
および小動物は
11

不燃物・粗大ごみ

◆資源ごみ（缶･びん･ペットボトル・古紙・プラスチッ
ク製容器包装）年末は12月30日㈬まで、年始は1月4日
㈪から「収集日程カレンダー」
どおり収集します。
◎缶･びん･ペットボトル･･･12月31日㈭、1月1日㈷の
収集地区は、12月26日㈯に収集。
◎プラスチック製容器包装･･･12月31日㈭、1月1日㈷
の収集地区は休み。
◆廃家電収集
12月31日㈭から1月3日㈰まで受け付けしていません。
▶問合せ 環境業務課（別所9丁目1番6号）

可燃ごみ

●ごみの収集日程

年末は12月30日㈬まで平常どおり
12月31日㈭から1月3日㈰まで休み
年始は1月4日㈪から平常どおり
電話申し込みによる収集
（不燃物・粗大ごみ受付センター
固定電話からは☎0120−053−489
携帯電話からは☎072−335−8055）
12月31日㈭から1月3日㈰まで休み
インターネット・FAX・郵送は終日受け付けし
ていますが、応答は1月4日㈪から平常どおり

小児科診療

12月30日㈬〜 1月3日㈰

◆松原市小児休日急病診療事業
受付 午前9時30分〜 11時30分、午後1時〜 4時
松原徳洲会病院
☎334−3400 天美東7丁目13−26
◆南河内北部広域小児急病診療事業
受付 午後5時30分〜 9時30分
診療 午後6時〜 10時
羽曳野市立保健センター 2階
☎072−956−1000 羽曳野市誉田4丁目2−3
突然の病気やけがで困ったときに
◆救急安心センターおおさか
（医療機関案内・救急医療相談窓口）
「相談員」
「看護師」が医師の支援体制のもと24時間・
365日受付
☎#7119(携帯電話・プッシュ回線固定電話のみ）
☎06−6582−7119（固定電話（IP・ダイヤル回線など）
）

◆年末の引き取りは、12月30日㈬まで、年始は1月4日㈪から行います。
※市役所への持ち込みは、年末・年始の休みの間も宿直室で受け付けています。
▶問合せ 環境予防課

青色防犯パトロール車のの

29日㈫から 4日㈪まで

激励式・・出発式を開催しました

◆各図書館(読書の森(松原図書館)を除く)
※詳細は33ページ参照。

▲東代第二自治振興会の青色防犯パトロール激励式の様子

東代第二自治振興会の青色防犯パ

◆はーとビュー (人権交流センター ) ◆総合福祉会館
◆読書の森(松原図書館) ◆市民体育館 ◆市民道夢館
◆文化会館 ◆ふるさとぴあプラザ ◆城連寺コミュニ
ティセンター ◆松原南コミュニティセンター ◆各公 29日㈫から 3日㈰まで
民館 ◆ゆめニティプラザ ◆各運動広場 ◆三宅東公園
◆撤去自転車保管所 ◆まつばらテラス（輝） ◆各老人
福祉センター ◆アイファー大堀(グラウンドゴルフ場）

トロール激励式を︑天美我堂自主防

29日㈫から 3日㈰まで

災会の青色防犯パトロール車出発式

◆市役所一般業務

1月

を行いました︒今後は︑子どもの登

各施設の休館・休務期間
中、皆さんにはご迷惑をお
かけしますが、間違いのな
いようご注意ください。
なお、出生・死亡・婚姻
などの戸籍の届け出は、年
末・年始の休みの間も、市
役所西出入り口宿直室で受
け付けしています。

12月

下校時の見守り活動や災害時の広報

施設名

活動などにも活躍してくれます︒

●施設の休館・休務日

市役所は12月29日㈫から
1月3日㈰まで休みです

市民協働課

のお知らせ

☎332−8483

●問合せ

年末年始

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表 ☎334−1550
市民協働課 ☎337−3103
課税課（市民税係） ☎337−3120

▲天美我堂自主防災会の青色防犯パトロール車出発式の様子

令和3年度から適用される

税制改正のお知らせ

個人市・府民税
●給与所得控除の改正
・給与所得控除を一律10万円引き下げ
・給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金
額が1,000万円から850万円に引き下げ
・給与の収入金額が850万円超の場合、給与所得控
除額を220万円から195万円に引き下げ
●公的年金等控除の改正
・公的年金等控除を一律10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合
の控除額を195.5万円に設定
・公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える
場合は段階的に控除額を引き下げ
●基礎控除の改正
・基礎控除を10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的
に引き下げ
・合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外

●ひとり親控除の創設と寡婦（夫）控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総
所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所
得金額が500万円以下)について、「ひとり親控除」
(控除額30万円)を適用
・子および子以外の扶養親族を有する寡婦につい
て、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
●非課税の範囲の改正
・住民税(均等割・所得割)の非課税の基準となる金
額を10万円引き上げ
●所得金額調整控除の創設
●扶養控除などの適用に係る所得金額の要件の見直し
●調整控除の改正
詳細は、市ホームページをご覧
ください。
▶問合せ 課税課
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令和ニ年度

文化の日の表彰

阪口壱心 坂口暖希 佐々木李梨
貞永葵生 塩川洋子 塩田湧斗
七條明 柴田大輔 下川太陽
下田一花 神野丈 高岡斗碧
髙橋清志 髙橋康太 竹之内早苗
田中大海 田中拓海 田中知子
田中透羽 田中美羽 辻田美弘
津田萌咲 恒松郁奈 寺田龍平
寺西康貴 戸井零士 冨田夏鈴
永金歩羽 中澤虹太 永田道羽
永田陸來人 長濱啓作 中村 子
成合瑛二郎 西口七海 西野敏文
村匠 野村帝成 萩野規矩夫
長谷川美音 早川寛太 原田加代
日紫喜涼香 日紫喜柚香 肥田唯花
平田千夏 平野大地 平野理仁
瀨啓子
野文代 深田煌牙
藤 凱成 藤原恋乃 藤原秀成
本田剛 本田凌翔 松尾心優
松濤明冬 松濤来希 松本健芯
松本三汰 松本萌花 松本琉壱
的田日眞莉 三浦星乃 三宅悠晟
森田玩 森田倖来 森本幸介
薮中飛波 山口侑馬 山本大翔
由井康誉 吉田駿佑 吉田大貴
吉田光則 吉田美海 和田謙信

︻福祉民生功労者︼
●歯科医師会役員
松谷善雄
●歯科衛生士会役員
恩塚亜希
●薬剤師会役員
岡野倫明 岡山純子
●食生活改善推進協議会役員
岡田和子 西村和子 森田惠已子
●社会福祉団体役員
空山美喜子 米田剛
●保護司会役員
大浦孝之 明瀬 治
●更生保護女性会役員
乾和子
●民生委員児童委員
石川浩蔵 土橋昌代 土師和夫
増田勝俊 山下忠光

自治︑福祉民生︑消防・防犯︑教育文化など︑松原市の発展に貢献
いただいた皆さんに表彰状および感謝状を贈呈する﹁松原市表彰式並び
に松原市教育委員会表彰式﹂
が︑まつばらテラス︵輝︶
で行われました︒
本来であれば︑すべての表彰者をお招きするところ︑新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止の観点から︑今年度におきましては規模
を縮小し︑開催する運びとなりました︒
受賞されたのは次の皆さんです︵敬称略︑順不同︶︒
▼問合せ 秘書広報課︑教育政策課

松原市表彰
表彰状受賞者
︻自治功労者︼
●自治振興会役員
石田秀子 北田裕美 小池安信
酒井寛貴 篠本佳代子 佐竹初美
多田清隆 田中恒彦
内成規
中橋久雄 福嶋和子 藤井六男
水野清美 南正義 森克己
安原隆 山坂成司 山本重廣
吉田隆博
●情報公開・個人情報保護審査会委員
木口充
●財産区管理委員
黒岡喜典 芝田良美 藤田敏治
松本幸三

岡田進 小川子ども安全見守り隊
甲斐三枝子 亀井エミ子 亀之園徳巳
河野和美 金城和美 栗栖東平
黒田正博 柴田賢次 柴田智子
田原冨美子 塚本節美 津田節子
中田一義 中野三千人
別所連合町会 子供会
別所連合町会 婦人会
別所連合町会 楽寿会
松本一夫 松本光代 村中美津子
●ボランティア
阿笠清子 池田泰子 内田展子
小田紀代美 小田静子 川西淳子
木内ツヤ子 幸谷美代子 児玉邦子
佐々木蓉子 篠本美智子
井弘美
中村敬子 南角陽子 伴節子
堀川澄子 三浦登久子 三好由起
山田ひろみ
●寄付者
大容建設 株式会社
松原中ロータリークラブ
松原ライオンズクラブ
●個人
アブドゥラーイブラヒム勇 阿部隼翔
田紗矢 有福孝一 五十嵐珀空
石田玲子 井手陽翔 井上賢一
井上弘 岩田純平 上堀涼生
上村昇馳 植村善司 江河鈴
大出竜輝 大江俊也 太田利信
大山真央翔 岡田羽叶 奥迫伊織
奥村一颯 奥村紅葉 尾畑結月
加納秀悟 加納聖真 神谷省吾
川口琉斗 川口漣 - 河本隆子
岸岡広大 北山十祈 河野由良
国賀稚七 小坂るみ子 小濵心海
小森稔信 是澤磨秀 酒井冬馬

●赤十字奉仕団役員
伊藤種茂 岡田典彦 岡田幸美
近藤守高 松田清一 和佐進
●福祉委員会役員
浅田清武 岡田智子 岡田美知代
岡田靖子 田中トヨノ 中野澄子
中野千明 藤平美津惠
︻消防・防犯功労者︼
●岡町会自主防災会員
萩田峯夫 松本幸三
●堀町会連合会自衛消防隊員
石田盛夫 篠本八郎 高岡順子
東野節子 古田四郎
●消防団員
東祐喜 河野康弘 河野幸一郎
●婦人防火クラブ連合会員
大利睦子 太矢美鶴 藤田勝子
吉田祐己
●防犯委員
二宮正治
︻教育文化功労者︼
●スポーツ推進委員
泉尾妙子 成山孝
●スポーツ振興会役員
大澤勝美 大澤由和 木下真夫
髙橋清志 西中川美好 博多美和
●グラウンド・ゴルフ協会役員
植田はつね
●バレーボール協会役員
村上尚美
●卓球連盟役員
福島三郎
●ボウリング連盟役員
宮本逸雄

▶市民憲章を朗読する松原第二中学校の
石川蒼嵐さん︵左︶
と大野いよりさん︵右︶

●柔道連盟役員
田中義信
●空手道連盟役員
井倉里香
●バドミントン協会役員
西川憲
●バスケットボール連盟役員
平野理世
●こども会育成連絡協議会役員
松薗孝子
●地域教育協議会役員
佐野恭彦
●個人
東洋 磯野志衣 伊藤達也
井上源市 今井稀利人 上村莉子
梅田匠 岡田勇一郎 河谷佐助
阪口いろは 佐々木那奈子 島根くるみ
田中颯爽 田原虎太郎 永田陸
長棟和幸 中村しのぶ 那須梨緒弥
西矢椛 野口海音 橋本幸次郎
土師駿人 平尾 子 福西穂乃香
前山友美 松津秀太 松永星那
丸山直子 三坂昇輝 南秀之輔
南友之輔 南口辰揮 安田圭希
籔田寿衣 山口涼香 山口裕人
山田優実 山村幸子 山本勝洋
弓削義雄 和田なつき 渡邊啓太
︻市政協力者関係︼
●元 自治振興会役員
芝池和文 西田修二 古谷充康
村中三祥
●善行
青山久米雄 明上浩吉 浅田滋
浅田善信 石井ケイコ 伊藤佳文
上西義隆 内田清春 岡田恵美子

教育委員会表彰
表彰状受賞者
︻教育功労者︵社会教育関係・個人︶︼
●松原市こども会育成連絡協議会
神田邦彦 吉川許司
●松原市青少年指導員協議会
井澤孝 塩野正浩 矢田俊一
●松原市PTA協議会
牧田孝弘
●松原市文化連盟
西田勝治 野村君子
●松原西小学校区スポーツ振興会
赤江尋
●河合小学校区スポーツ振興会
城市真由美
●松原北小学校区スポーツ振興会
田中直幸
●個人
葛城栄枝 岩田典子 澤井容子
松川由美子 村井たみ 金沢由紀子
菅禎子 長島春美 米田香代
小池智子 薦田典子 佐藤智里
平野ツタ江 前田孝子 松浪裕子
砂山雅江 中村千賀子 二位和代
西山彰子 明石葉香 今田辰子
川嶋浩子 小松冨美子 田窪郁子
古郡久美子 門田奈緒 家門陽子
眞田佳子 永田知佐 樋口みさき
松本幸子 松本都 宮ナナ江
山内季美子
︻教育功労者︵学校保健関係・個人︶︼
●松原市医師会
鵜山太一
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☎334−1550
直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表

