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　とれとれ新鮮な松原産野菜をマル
シェホームページから注文。超破格値、
1,000円のセット販売。

●注文期間　11月7日㈯から11月30日㈪
までの予定
●受け取り　12月12日㈯または19日㈯
市役所市民ロビーを予定
※野菜の収穫状況によりセット数に限
りがあります。また受け取り期間が変
更になる場合があります。

●アートdeマルシェ
　阪南大学生制作によるプロジェクションマッピ
ングを配信

●エンタdeマルシェ
　まつばらのいろいろなグループのパフォーマン
ス動画をホームページにUP

●サポートdeマルシェ
　マルシェ商品注文のサポート窓口をゆめニティ
プラザに11月7日㈯から開設。また、マルシェ商品
の注文用紙付きチラシを市公共施設などで配布しま
すので、そちらからの注文も可能です。

お取り寄せ
　マルシェde安心野菜

マルシェ
de

応援クーポン
　　マルシェde

他にも…♪

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。
　複数のお店の商品を組み合わせたセットとなって
います♪

●注文期間  11月7日㈯から受付開始
●特選セット一覧●特選セット一覧
赤飯と粉もんの簡単満腹セット
冬の温かセット
和菓子とお茶のほっこりセット
お手軽スイーツづくりと珈琲セット
大阪松原で生まれたバラエティ豊かなお楽しみセット
おいしい珈琲とひといきつけるお菓子のセット　など

　まつばらの地場産品取扱事業者の商品を販売。
　第2回がんばる事業者応援クーポン冊子記載のクーポン
番号を入力すると一律10%割引価格で購入可能！
※詳細は6ページをご覧ください。

●注文期間
11月20日㈮から受付開始
※10%の割引価格で購入するには、クーポン番号が必要になります。

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）

はぴなん あぐりん

●まつばらマルシェ参加事業者へのインタビュー・写真撮影
　松原市ドリームアンバサダーDream Ayaさんがまつばら
マルシェに参加している事業者を訪問し、インタビューや食レポ
を行います。その様子をまつばらマルシェホームページ上に写真
や動画で公開します。

●JAPAN MOVE UP（TOKYO FMラジオ番組の公開収録）
　松原市観光協会エグゼクティブプロモーションアドバイザーの一木広治さんが、
メインパーソナリティを務めるTOKYO FMラジオ番組の収録を行います。

●まつばらマルシェ参加事業者へのインタビュー・写真撮影
　松原市ドリームアンバサダーDream Ayaさんがまつばら

松原市
ドリームアンバサダー
Dream Aya

▲まつばらマルシェ特選セットの一例

11月7日㈯～12月28日㈪

今年の
　マルシェは 　マルシェは イインタンターネット!ーネット!
マルシェ
開催期間

特集1特集1

今年のマルシェは、インターネットでの商品購入や映像の配信がメインになります。
従来型の中央公園で2日間に限定したイベントの実施は行いません。
まつばらマルシェのホームページ上に展開される「お取り寄せdeマルシェ」や「応援クーポンdeマルシェ」
から商品の注文ができます。

　～今年のマルシェは、「3密」を避け、新しい形で開催！～
▲まつばらマルシェホームページ

へのアクセスはこちら

まつばらマルシェのホームページ上に展開される「お取り寄せdeマルシェ」や「応援クーポンdeマルシェ」

購入者には抽選で　   素敵な
  プレゼント

▲第1回目のクーポン冊子

他にもセットを用意しています。
まつばらマルシェホームページで順次発表します。乞うご期待！

楽しいコンテンツが盛りだくさん！

※内容が変更になる場合があります。

他にもいろいろな内容を予定しています。お楽しみに♪
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特集2特集2

防災用品の購入方法
～セーフコミュニティ災害時の安全対策委員会からのお願い～

　自分たちの安否を家族や友人などに知らせるシールで総
合防災ガイドマップの巻末に入っています。避難の際に玄
関など外から一目でわかるところに貼り付けてください。
※個人情報などの記入については十分注意していただき、
必要な項目を記入してください。

無事ですシール
　普段は冷蔵
庫や玄関ドア
内側など

にマグネットなど
で取り付けてやっ!

　市民の皆さんに、無事ですシール・タオル運動・両隣声かけ運動を実践してもらうことで、
救助活動や安否確認を迅速に実施でき、多くの命が助かります。皆さんの協力をお願いします。
●問合せ　危機管理課（☎337－3151） 無
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重要！

　避難する際に、自宅の両隣
にも、「無事ですか？一緒に避
難しませんか？」と声をかけ
る運動です。

無事が確認できれば、両隣の家にもタオル
をくくりつけて、この家の住民は無事であ
る意思表示をしてあげてください。

両隣声かけ運動

　この家には救助を必要と
する者はいないことを示す
ために、玄関など外から一
目でわかるところにタオル
をくくりつける運動です。
※自宅にいる場合でも実
施してください。

タオル運動

申込期限　令和3年2月19日㈮まで
引換期限　令和3年3月12日㈮まで

①届いた案内書兼引換券（引換券の
購入者欄に購入者氏名などを記入）を
取扱店舗に渡して、代金1,000円を
支払う。

についてのお知らせ防

③後日、申し込みをした取扱場所に
案内書兼引換券を渡して、防災用品
を受け取る。

②案内書兼引換券の取扱場所記入欄
に取扱店舗名を記入してもらい、代
金の領収印をもらい、案内書兼引換
券を受け取る。
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　災害が発生すると、日用品など、生
活に必要な物資が手に入りにくくなる
ため、日頃から非常持ち出し品を各家
庭で用意しておくことが必要です。
　そこで、コロナ禍において感染症に
も対応した防災用品32品目を、各家庭
で備えてもらえるよう支援します。こ
のセットは必要最低限の持ち出し品と
なっておりますので、食料品などその
他必要と思われる物品を追加するなど、
この機会に防災について各ご家庭で話
し合いをしてみてください。
　松原市文化会館や松原商工会議所な
ど、市内43カ所で購入することができ
ます。
　詳細は、全世帯に送付している案内
書をご覧ください。
●問合せ　一般財団法人松原市文化情報
振興事業団（☎336－6800）

▲防災グッズ一覧
マスク、除菌シート、アルコールスプレーなど32品目
そろっています。

防災用品購入の補助を行います

▲東松島市渥美市長に寄付金を手
渡し、感謝状をいただきました。

▲八代市中村市長に寄付金を手渡
しました。

　平成23年の東日本大震災と平成28年の熊本地震からの復旧・
復興を支援するために、市民や各種団体の皆さんから集まった寄
付金について、10月13日に熊本県八代市へ約360万円、10月
14日に宮城県東松島市へ約100万円を市長が直接届けました。
　八代市では熊本地震により市本庁舎が被災したことで鏡支
所に拠点を移し業務を行っており、令和3年10月に新庁舎の
完成を控える中、令和2年7月豪雨の浸水被害により、死者の
発生や住家が全壊するなどの被害が発生しました。コロナ禍
における避難所運営について、密を避けるためのゾーニング
や避難所への入出の際の手指消毒や検温の徹底など、経験に
基づいた説明がありました。
　東松島市では東日本大震災前から家屋の耐震化を進めており、
建物の倒壊対策を講じていたところ、想定外の津波により甚大
な被害が発生しました。発災後の復旧・復興を進めるとともに
「防災備蓄計画」を策定し、防災拠点備蓄基地の整備を行い、発
災後3日間対応できるよう災害備蓄品を準備しています。渥美
市長より、支援に対する感謝状が手渡されるとともに「災害時
における相互応援協定」に基づき、万が一、松原市で災害が発生
すればすぐさま救援物資を提供しますと心強いお言葉をいただ
きました。
　これからも市町村間の連携を密にし、災害発生時の相互応
援体制を構築していきます。
●問合せ　危機管理課（☎337－3151）
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日ごろから ましょう災 え備

全世帯対象に全世帯対象に5,000円5,000円相当が
1,000円1,000円で購入できるでっ!

防災用品購入の補助を行います
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●とき　午前10時～午後4時（土曜・日曜・祝日を
除く）、令和3年1月15日㈮まで

　家賃支援給付金や持続化給付金をはじめ国の給付
金などの申請方法や必要書類などを相談できます。
　また、給付金の申請を行政書士に委託した場合、
その費用の一部を補助します。
　詳細は市ホームページをご覧ください。
●問合せ　産業振興課（☎337－3112）

無料相談の電話番号

市内事業者などへ向けた各種給付金などの
電話相談や行政書士の申請サポート事業について

（通話料は利用者負担）☎06－6943－7770

　新型コロナウイルス感染拡大により影響
を受けた市内事業者を応援し、地域におけ
る消費を促進する「がんばる事業者応援
クーポン」冊子を11月18日㈬までに全戸に
配布します。

　  がんばる事業者応援クーポン11月中旬に全戸配布します第２回

住宅ローンを
支払っている人を応援！

1人１万円（上限）を給付します
●名称　臨時住宅ローン支払者支援金
●対象　下記のいずれにも該当する人
①対象となる住宅の令和2年度の固定資産税の納
税義務者、②令和2年7月１日現在で、住宅ローン
を本人名義で返済中の人（個人に限る）
●給付金額　令和2年度の固定資産税の30パーセ
ント相当額（上限1万円）
●申請期限　令和3年3月31日㈬（予定）
●問合せ　松原市給付金コールセンター
（☎080－5760－1885～ 7）

中小事業者などが所有する資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減
　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、地方
税法の一部改正により次のとおり軽減措
置を行います。詳細は、市ホームページ
（右記QRコード）をご覧ください。
●申告書提出期間　令和3年1月4日㈪～2月1日㈪

●対象者
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用す
る従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
●問合せ　課税課（固定資産税係）（☎337－3121）

1．新型コロナウイルス感染症の影響により、
売り上げが著しく減少した中小事業者などの所
有する対象資産に係る令和3年度固定資産税お
よび都市計画税を1年度分に限り軽減します。
●対象資産
・償却資産　・事業用家屋
※事業用であっても、土地は軽減の対象外とな
ります。
※認定経営革新等支援機関などの確認が必要です。

2．新型コロナウイルス感染症の影響を受けなが
らも、新規に設備投資を行う中小事業者などを支
援する観点から、従来の生産性向上特別措置法に
基づく固定資産税の特例措置の対象を拡充します。

新型コロナウイルス感染症に関連するお知らせ

基づく固定資産税の特例措置の対象を拡充します。

▲対象資産のイメージ

　今回は「第11回まつばらマルシェ2020」
とコラボレーションし、まつばらマルシェ
ホームページで利用可能な「電子クーポン」
番号をクーポン冊子に掲載します。
※詳細は3ページをご覧ください。
　本冊子は、市内の参加店での買い物や飲食などの割引クーポ
ンのほか、まつばらマルシェ参加店のカタログとして利用でき
ます。

▲第1回目のクーポン冊子

●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

・複数世帯が同居されている場合も、
配布は1戸につき1冊となります。
・11月18日㈬までに配布されていな
い場合は、右記（☎0120－171－
720）までお問い合わせください。


