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　11月11日㈬、菅原幼稚園に地域の子どもの見守り活動をしている
菅原自警団の坂本団長が青パトと一緒に来園しました。
　園では、｢すがはらちびっこ自警団｣を結成しており、まちの自警団に
ついて学ぶために、坂本団長から活動についてのお話を一生懸命聞い
て、知りたいことは熱心に質問していました。
　その後、みんなで青パトの車内を見学して、マイクを使って｢こちら
は菅原自警団です｣｢交通ルールを守りましょう｣とアナウンスに挑戦
していました。
　子どもたちの安全意識が高まるいい機会となりました。すがはらち
びっこ自警団として、お勤めがんばってください。

（令和2年11月11日撮影:菅原幼稚園）

地域の安全を守るために
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新たな新型コロナウイルス感染症対策に
関する市独自施策

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご協力いただいておりますことにお礼申し上げます。感
染された方の 1日も早い快復を願い、お見舞い申し上げます。
　さて、本市におきましては、今回、今まで行ってきた新型コロナウイルス感染症対策に関する市独
自施策に加え、8事業を実施いたします。
　今後も感染防止対策による生活が続くと予測されますが、市民のみなさまのために精一杯頑張って
まいりますので、引き続き、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

大和高田市長　堀内　大造

 新たな市独自施策 

GO TO EAT 大和高田プレミアム付食事券事業
（ごっつぅ !! 食べたいねん!）

詳細は 5 ページでお知らせします

�　��　新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている市内飲食店の活性化および消費者の家計
への負担軽減を目的とした、市内の取扱店舗で利用できるプレミアム付食事券を希望される方に
販売します。
　【購入対象者】�令和2年12月1日時点で大和高田市の住民基本台帳に記録されている人
　【販 売 期 間】�1月30日（土）～2月11日（木・祝）
　【購 入 方 法】��年始に市民のみなさま全員に送付させていただく、みくちゃんからの年賀状（引換

券）1枚あたり1,000円の支払いで3,000円分の食事券が購入可能
　【使 用 期 間】�2月6日（土）～3月31日（水）
　【事 業 費】�約1億5,500万円　問�産業振興課（内線265）

子育て世帯応援特別給付金事業
詳細は 11 ページでお知らせします

�　�　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を応援する取り組みとして、
児童手当（特例給付を除く）受給世帯を対象に給付金を支給します。
　【対 象 者】�児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯
　【支 給 額】�子ども1人あたり1万円
　【事 業 費】�約6,812万円　問�児童福祉課（内線567・585）
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※�この市独自施策につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金や県の交付金なども活用して実施しております。
※�上記の施策を含む、これまで全 40の「新型コロナウイルス対策に関する市独自施策」に
ついては、大和高田市ホームページに掲載しております。

新生児特別定額給付金事業（既実施事業の延長）

　��　コロナ禍が続いている現状を踏まえ、令和2年12月31日生まれまでを対象としていた給付金事
業を令和3年3月31日生まれの新生児までを対象に拡充します。

　【事 業 費】�約1,000万円　問 児童福祉課（内線567・585）

トイレ洋式化改修事業

　�　市立小・中・高等学校および幼稚園、児童ホームの和式トイレを洋式トイレに入れ替え、蓋を閉め
て流すことで、ウイルスの空気中への飛散を防ぎ、新型コロナウイルス感染症予防に努めます。
　【事 業 費】�約5,465万円　問 教育総務課（内線131）

高田商業高等学校ネットワーク環境整備事業（BYOD事業）

　�　コロナ禍の中、生徒個人が所有する端末を持ち込み、授業を受けることができる通信環境などの
整備（BYOD）を行うことにより、感染リスクの軽減を図ります。
　【事 業 費】�約1,712万円　問 商業高校事務管理課（☎︎22-2251）

GIGAスクール構想推進事業（既実施事業の追加）

　�　GIGAスクール構想の実現によりインターネットを利用する端末が急増することから、市立小・
中学校の授業が円滑にできるよう、ネットワーク環境の強化を行います。
　【事 業 費】�約1,496万円　問 教育総務課（内線134）

オゾン消毒機械設置事業

　�　大規模空間を有する施設である総合体育館でのウイルス除菌対策として、利用者が安心して利
用できるよう、オゾン消毒機械を設置します。
　【事 業 費】�約110万円　問 体育振興課（☎︎22-8862）

修学旅行キャンセル代補助事業

　�　新型コロナウイルス感染症の影響により、市立小・中学校の修学旅行キャンセルに伴う旅行会社
への企画料を市が負担し保護者負担の軽減を図ります。
　【事 業 費】�約42万円　問 学校教育課（内線151）
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＜厚生労働省推薦・文部科学省選定・内閣府後援＞ あ
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る
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〈ストーリー〉
看護師国家試験に合格したろうの女性の瑞月(み
づき)は、就職活動で苦戦。
そんな折、ある村の診療所で雇われる話が舞い込
み、意気揚々と村にやってきた。
しかし、採用を見送られ、落ち込む瑞月に役場か
ら思わぬ仕事の紹介が…。
村に住みながら懸命に取り組む瑞月だったが、さ
まざまな壁が瑞月をはばんでいく。
相手を想っての行動が思わぬすれ違いを生み、そ
のわだかまりを解くこともできずに苦しんでい
る大人たち。
瑞月の起こす行動は、そんな大人たちを少しずつ
変えていく。
そして、限界集落になりつつある村も大きく変
わっていく…。

手のひらを前に向けた
右手人差し指で頬を指し

右手5指を花が咲くように
捻るようにしながら少し前へ出す

全日本ろうあ連盟ホームページより転載

〈コメンタリー〉
映画｢咲む(えむ)｣は、一人の若きろうの女性を通して、
喜びや葛藤の中で生き、さまざまな障壁を乗り越えて
いく姿から、｢ろう者｣とは、｢きこえない｣とは何かと
いうこと、手話という豊かなすばらしい言語を知って
もらい、そして聞こえに関係なくさまざまな人々が共
生していく社会を目指し、ろう者独自の文化を市民に
広く伝え、ろうの子どもたち、また若いろう者、家族な
どに幅広く夢を与えていくことをコンセプトに製作
されました。
脚本・監督は奈良県出身のろう者である早瀬憲太郎さ
ん、主人公の瑞月役はNHK ｢中学生日記｣に出演した
藤田菜々子さん(ろう者)、そしてさまざまな障がいの
ある人たちや聞こえる俳優陣が出演。障がいのある人
もない人も共に活躍し、創り上げた映画です。
｢咲む｣は、観る人すべてを笑顔にする映画です。

〈上映日時と場所〉
▷ とき　1月30日㈯ 午後1時30分～3時30分上映
　　　　（午後0時30分開場）
▷ ところ　さざんかホール３階小ホール
▷ チケット代　大人　1,200円（高校生以上）
　　　　　　　小人　500円（中学生以下）
▷ 販売場所　総合福祉会館（ゆうゆうセンター）
▷ 問い合わせ　総合福祉会館
　　　　　　　☎23-0789　 24-2730
※�新型コロナウイルス感染症対策をとって開催
します。
※必ずマスクの着用をお願いします。

（社会福祉課　内線534）

映画「咲む（えむ）」上映会

聞こえない人と聞こえる人が一緒に作った映画です。

主催　大和高田市聴力障害者協会

「咲む(えむ)」

① ②

➡

手話では、右手人差し指を頬にあてて
えくぼを表し、前に向けて右手で多く

の花が咲くさまを表します。｢多くの花が咲き、多くの笑顔があふれ
る、周りを幸せにする｣という意味が込められています。

１/30（土）
13:30〜15:30
さざんかホール

3F 小ホール
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（産業振興課　内線294）

GO TO EAT 大和高田 プレミアム付食事券

※�本事業は、国や奈良県の｢Go�To�Eatキャンペーンの一部制限｣や、｢飲食業の自粛要請等」により、事業内容
が変更される場合がありますのでご了承ください。

ＧＯ ＴＯ
ＥＡＴ

販売日時および販売場所

郵
便
局

2月1日（月）～10日（水）
午前9時～午後3時
※平日のみ

大和高田郵便局（本局）
片塩郵便局・築山郵便局
北本町郵便局・曽大根郵便局
日之出郵便局・旭北郵便局
陵西郵便局・天満郵便局
※今回、簡易郵便局では販売しません。

公
共
施
設

1月30日（土）・31日（日）
2月6日（土）・7日（日）
午前10時～午後5時

菅原公民館
土庫公民館
葛城コミュニティセンター

1月30日（土）～2月1日（月）
2月6日（土）・7日（日）・11日（木・祝）
午前10時～午後5時

経済会館
市民交流センター
総合福祉会館

販売期間�･････ ･･1月30日（土）～2月11日（木・祝）　
※�販売開始日から3日間は大変混雑することが予想
されます。���

　�購入引換券をお持ちの方は、販売期間中であれば
必ず購入していただけますので、混雑緩和にご協
力をお願いします。

利用期間�･････ 2月6日（土）～3月31日（水）

購入対象者�･･･ ･令和2年12月1日時点で大和高田市
の住民基本台帳に記載されている人

販売内容�･････ ･1冊（限定券500円×1枚＋共通券
500円×5枚＝額面3,000円分）を
1,000円で販売

※･共通券は参加飲食店舗全店、限定券は個人事業主
または、市内に本店を置く法人が経営する参加飲
食店で利用できます。

購入限度�･････ ･1月上旬に、年賀はがきで購入対象
者に対し購入引換券を1枚送付。

　　　　 購入引換券1枚につき、1冊購入可能。

※食事券購入時に、本年賀はがきを回収します。

事業の内容

GO･TO･EAT･大和高田･プレミアム付食事券事務局
☎06-6621-1039　 06-6621-1024
受付時間　午前９時～午後５時（土･日･祝日･年末年始を除く）

★市内に店舗を有する事業者で｢飲食店営業許可｣または｢喫茶店営業許可｣を受けている飲食店
★大和高田市新型コロナウイルス感染症予防対策応援ステッカーの交付を受けている飲食店　　　　
　（ステッカーの同時申請も可能です）
※ステッカーの申請方法については、市ホームページ（「応援ステッカー」で検索）でご確認ください。
※募集期間、登録方法については、市ホームページでご確認ください。

取扱店舗募集のご案内
※事前登録が必要です。

問い合わせ先

～ごっつぅ！ ！ 食べたいねん！～
　　　　　Ｇｏ！Ｔｏ！
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（産業振興課　内線294）

大和高田市の皆さん、はじめまして。
KoCo-Bizセンター長に就任しました小杉と申します。

KoCo-Bizでは、事業者の皆さんに寄り添い、結果が出るまで伴走し
てサポートします。
ささいな事でもかまいません。相談内容があやふやでも問題ありま
せん。一緒に事業の問題を解決していきましょう！

もちろん、これから起業をお考えの方もご利用いただけます。事業
計画やプロモーションなど、お手伝いさせていただきます。

｢お金をかけずに売上を上げる｣ことは簡単ではありませんが、必ず
活路を見いだします。
どの企業にもチャンスがあるはずです。ぜひKoCo-Bizに一度足を
お運びください。･

皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！

予約方法�：KoCo-Bizホームページまたは以下の番号にお電話ください。
Ｔ Ｅ Ｌ�：☎51-0770　（受付時間：午前9時～午後6時）
　　　　　　　　　　　（日・月・祝日、年末年始を除く）

広陵高田
ビジネスサポートセンター

小杉センター長より
皆さんへごあいさつ

1月31日㈰
まで使っていただけます。
　お早めに！！

事業者の皆さん
一緒に問題を解決していきましょう

地域振興券の利用期限が迫っています！
11月から利用を開始した｢地域振興券｣は、利用期間が1月31日㈰までとなっています。ぜひ利用期
間内に使っていただきますようお願いします。
※�さまざまな理由により、不在となりお手元に地域振興券が届いていない人は、利用期間も迫っていますので、
大和高田市地域振興券コールセンター（☎︎0570-666-313）までご連絡していただきますようお願いします。

地域振興券取扱店舗10月23日以降追加店舗一覧
※取扱店舗の登録は11月末で受付終了のため今回の追加で最終掲載となります。�　※令和2年12月1日現在　（順不同）

店舗名または事業者名 限定券 共通券
麺屋　ななつ星 ○ ○
千成寿司 ○ ○
ジャンク屋　剣 ○ ○
岩塩ホルモンかすば ○ ○
うなぎ料理・鍋料理専門　松田 ○ ○
Ohisama�Lunch ○
魚民　大和高田駅前店 ○
白木屋　近鉄高田市駅前店 ○
ウエダベーカリー　本郷店 ○ ○
ウエダベーカリー　セントラル工場店 ○ ○
ウエダベーカリー　オークワ高田店 ○ ○
まる兄きっちん。 ○ ○
フルーツ＆フードストアー　よしだ ○ ○
ローソン高田内本町店 ○ ○

店舗名または事業者名 限定券 共通券
ファミリーマート高田市場店 ○ ○
ブルースカイ　大和高田店 ○ ○
orb. ○ ○
ＰＯＬＡ　ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＹ　高田店 ○ ○
ホープ薬局 ○ ○
Le＊Soleil ○ ○
barber�STARS ○ ○
AVANCEr ○ ○
美夢の里（ミムノサト） ○ ○
株式会社・ニシイ ○ ○
田中モータース ○ ○
たにの鍼灸院 ○ ○
ボディケアサロンTula ○ ○
ギャラリーアン（額縁、画材の販売） ○ ○

KoCo-Bizの相談スペース
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令和2年分（令和3年度）の所得税と
市・県民税の申告に向けた事前のお願い

◎不動産公売の結果について
11月25日㈬に実施した不動産公売の結果をお知らせします。

売却区分番号 地名 地番 地目 地積 見積価額 落札価額

大和高田市-2-3-1 大字松塚

①356番1
②357番3
③356番3
④356番4
⑤357番4

①・②：
田（現況：畑）
③・④・⑤：
公衆用道路

①264.00㎡
②180.00㎡
③128.00㎡
④43.00㎡
⑤26.00㎡

820,000円 830,000円

大和高田市-2-3-2 大字松塚 496番 田 1000.00㎡ 2,230,000円 2,230,000円
大和高田市-2-3-3 大字松塚 667番2 畑 981.00㎡ 1,870,000円 入札者なし

また、広報誌11月号に掲載しておりました動産のインターネット公売は、滞納額完納により中止となりま
した。

（収納対策室　内線236）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのご協力をお願いします

（税務課　内線245・262）

　申告相談会場へお越しの際は、事前に検温の実施、マスクの着用、入口
などでのアルコール消毒、できる限り少人数での来場をお願いします。
マスクを着用していない人、37. ５度以上の発熱が認められる人は、原
則として入場をお断りします。体調のすぐれない人は、無理せず来場を
控えるようお願いします。

　多数の人が集まる場所を避ける観点から、所得税の確定申告について
は、自宅のパソコンやスマートフォンからe-Tax(電子申告)、または郵送
での提出にご協力をお願いします。詳しくは、国税庁ホームページでご
確認ください。なお、市･県民税の申告については、郵送での提出にご協
力をお願いします。

　市役所で行う所得税と市・県民税の申告相談会場は、例年大変混雑し
ます。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年分（令
和3年度）の申告相談受付は、3密を避ける対策を検討しています。
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★ひとり親控除
｢現に婚姻をしていない者｣または｢配偶者の生死が明らかでない者｣のうち、次に掲げる要件を満たす者に適用し
ます。
①�生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族である者を除き、前年の総所得金額等の合計額が
48万円以下の者)を有する
②前年の合計所得金額が500万円以下である
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

　上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として26万円の控除を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦に
ついても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。
※ひとり親控除、寡婦控除ともに、住民票の続柄に｢夫(未届)｣｢妻(未届)｣の記載がある人は適用外となります。

　これまで、寡婦(夫)控除の適用には婚姻歴のあることが条件となっていましたが、この度の改正により、婚姻歴
のないひとり親の人についても、税制上の優遇を受けることができるようになりました。また、男性のひとり親と
女性のひとり親との間において、控除額に差が生じていましたが、均一化されることとなりました。

【本人が女性】

【本人が男性】

その他に令和3年度以降で適用となる改正については、市ホームページで詳細をご確認ください。
≪掲載項目≫ 基礎控除の改正、給与所得控除の改正、公的年金等控除の改正、所得金額調整控除の創設、
　　　　　　�非課税基準の改正、扶養親族等の適用に係る合計所得金額要件等の改正、調整控除の改正

配偶関係 死別 離婚 未婚のひとり親
500万円以下本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶
養
親
族

有
子 30万円 ー 30万円 ー 30万円

子以外 26万円 ー 26万円 ー ー

無 26万円 ー ー ー ー

配偶関係 死別 離婚 未婚のひとり親
500万円以下本人所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

扶
養
親
族

有
子 30万円 ー 30万円 ー 30万円

子以外 ー ー ー ー ー

無 ー ー ー ー ー

寡婦控除 ひとり親控除

令和 3年度の市・県民税より
未婚のひとり親に対する税制が見直しされます

（税務課　内線245・262）
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※土・日・祝日除くわ

ウェルカムベビー教室B
～知って安心！私らしく出産～

　初めての妊娠・出産の人、友だち
づくりをしたい人におすすめです。
　助産師・保健師・心理士が、イン
ターネットや本だけでは分からな
い出産のコツや知って安心な情報
を伝えます。プレパパや家族の妊
婦体験も好評です。
▷�とき　2月19日㈮
▷��受付時間　午前9時～9時20分
　　　　　　正午終了予定
▷�ところ　保健センター
▷�内容
　｢知れば安心!出産のコツ｣
　｢妊娠中のカラダとココロ｣
▷�対象　プレママ（妊婦）、プレパ
パ、祖父母、家族になる人
※�同行者はできるだけ一人でお願
いします。
※託児はありません。

▷�持ち物　母子健康手帳、筆記用
具、水分、動きやすい服装で。
▷�申込方法　保健センターへ電話
または窓口で。

も ぐ も ぐ 教 室
　初めての離乳食作りにとまどっ
ている人は、ぜひ参加してくださ
い。
▷�とき　2月10日㈬�2部制
　午前9時30分から
　（受付:9時15分～9時30分）
　午前11時から
　（受付:午前10時45分～11時）
▷�ところ　保健センター
▷�内容　子どもの栄養や離乳食の
話・離乳食のデモンストレー
ション
▷�対象　令和2年8月･9月生まれの
乳児（第1子）の保護者（同伴可）
※第2子以降は要相談
▷�持ち物　母子健康手帳・赤ちゃ
んに必要なもの（オムツ・ミル
ク・バスタオルなど）
▷�申込方法　保健センターへ電
話、または窓口で。

新型コロナウイルス感染症
やインフルエンザ感染予防

　感染症予防には、ウイルスの感
染（飛沫・接触）を絶つことが重要
です。
1.手洗い･手指消毒
　外出後や食事前、トイレの後な
ど30秒程度、水と石けんで丁寧に
洗いましょう。
2.うがい･マスク着用
　マスクは、鼻からあごまでをお
おい、すき間がないようにつけま
しょう。
3.換気しながら加湿を
　窓やドアを30分に1回、5分ほ
ど風が通るようにあけましょう。
　加湿器などを使って湿度50 ～
60％を目安に。
4.3つの密を避ける
　密集場所･密接場面･密閉空間を
避け、人との間隔を最低1mはあけ
ましょう。
5.こまめに水分補給
　水分不足になると、体調を崩し
やすくなります。のどのかわきを
感じにくい冬場でも、こまめな水
分補給を心掛けましょう。

　発熱や風邪症状、身体のだるさ
などのある人は、外出を控え、身近
な医療機関に電話で相談してくだ
さい。かかりつけ医がない人は、県
庁内の｢新型コロナ・発熱患者受診
相談窓口｣（☎︎0742-27-1132）へ
かけると、24時間対応されます。
　もし家族に新型コロナウイルス
感染症が疑われる場合、他の同居
者と部屋を分け、室内でもマスク
を着用し、上記を徹底することで
家庭内感染を防ぎましょう。

2月以降、新型コロナウイルス感
染症の流行状況によって、健診
や教室等を中止・延期することも
ありますので、市のホームペー
ジ・掲載サイトで確認または問い
合わせてください。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。また、イベントなどの参加の
際はマスクを着用し、発熱などがある場合は参加をお控えください。

広告欄
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※土・日・祝日除くわ

成人男性に風しん抗体検査
と定期予防接種を実施中

　風しんの定期接種を受ける機会
が1度もなかった、昭和37年4月2
日から昭和54年4月1日生まれの
男性は、抗体保有率が他の世代と
比べて約8割と低くなっています。
そのため、対象者には風しんの抗
体検査と予防接種の無料クーポン
券を送付しています。
※�クーポン券を紛失した人は、再
発行しますので保健センターへ
連絡してください。
▷�実施方法　抗体検査は、職場の
健診や特定健診の機会に受けら
れます。また、全国の指定医療機
関で受けられます。
▷�利用期限　令和4年1月31日
　詳しくは、クーポン券と同封の
案内文を見てください。

｢はたちの献血｣
キャンペーン

　新たに成人式を迎える｢はたち｣
の皆さん、1月から2月は｢はたち
の献血｣キャンペーンの期間です。
特に冬季は血液が不足する時期と

なっています。この機会に、献血へ
のご理解ご協力をお願いします。

▷�申請方法　
①スマートフォンで顔写真を撮影
②�スマートフォンのカメラで交付申請
書のQRコードを読み取り、申請用
WEBサイトにアクセスしてメールア
ドレスを登録
③�登録したメールアドレス宛に
通知される申請者用の申請
用WEBサイトにアクセス
④�画面の案内にしたがって、必要事項
を入力し、顔写真を添付して送信
※�最初に通知カードを受け
取ってから、住所や氏名に変
更があった人は、市民課で新
しい申請書の交付が必要です。
※�登録したメールアドレス宛に、申請
が完了した旨のメールが届き申請
完了となります。

（市民課　内線527）

マイナンバーカードは
スマートフォンでも
申請できます

作
り
方

材　料（4人分）

《エネルギー 392kcal　塩分 0.8g》（1人分）

①�� 米は炊く30分以上前にといでザルに上げる。牛肉は食べやすく切り、下味の調味料をもみ込んで10分ほどおく。
　　春菊は食べやすい長さに切り、軸の部分は食べやすく刻む。
②�� 米を炊飯器に入れ、水360mlを注ぐ。①の牛肉をのせ、普通に炊く。炊き上がったら春菊を加え再びふたを
して1分ほど蒸らす。底から返すようにさっくりと混ぜる。

　　　　　（大和高田市食生活改善推進員協議会）

春菊と牛肉の炊き込みご飯

寒い季節、味のしっかりし
た炊きたてご飯はいかがで
すか。
春菊の香りが絶品です。

　米…………… 2合
　春菊………… 100ｇ
　牛こま切れ… 100ｇ
下味
　砂糖………… 小さじ2
　酒…………… 小さじ2
　しょう油…… 小さじ2
　みそ………… 小さじ2

毎月19日は食育の日
適正体重の求め方は
身長(m)×身長(m)×22＝適正体重
例　170cmの場合
　1.7×1.7×22=63.5kg

　　活動量計の無料貸し出し中
健康チャレンジ
活動量計の無料貸し出し中
健康チャレンジ
★体組成計や骨密度計での測定・

ミニ講座（運動・栄養・歯）も開催★
全てに予約が必要になります。必ずご予
約をお願いします（講座予約は先着順）。
○場所：コスモスプラザ4階
　健康交流スペース
○開催日：水曜午前・金曜午後
　（祝日・年末年始を除く）
○問い合わせ・予約：
　保健センター･☎23-6661まで
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市　税市　税
1月は国民健康保険税（第7
期）の納期月
　納期限は2月1日㈪です。納税通知
書と納付書は7月に発送済みです。
　国民健康保険税以外の市税（固
定資産税・軽自動車税・市県民税）
は、納期限がすべて過ぎています。
納付がまだの人は、早めに収納対
策室まで連絡してください。

（収納対策室　内線236）

保険医療保険医療
分離課税の損益繰越
　株式や公募株式投資信託の譲渡
益や配当を申告すると、損益通算
や繰越控除、配当控除を受けるこ
とができ、所得税の還付や、住民税
の減額を受けられる可能性があり
ます。
　一方で、譲渡益や配当による所
得は、合計所得金額や総所得金額
などに加算されます。これらの所
得を判断基準として、国民健康保
険税や医療費の自己負担額が上が
る場合もあるので、注意してくだ
さい。

限度額適用認定証の申請
　医療機関の窓口での支払いは、
「限度額適用認定証」を提示するこ
とにより、自己負担限度額までと
なります。なお、あらかじめ保険医
療課の窓口に認定証の交付を申請
する必要があります。申請には保
険証と認印が必要です。

70歳未満の人の自己負担限度額（月額）
所得区分 限度額

年間所得
901万円超

252,600円+（総医療費
-842,000円）×1％
●4回目以降の場合、
140,100円

年間所得
600万円超
901万円以下

167,400円+（総医療費
-558,000円）×1％
●4回目以降の場合、
93,000円

年間所得
210万円超
600万円以下

80,100円+（総医療費
-267,000円）×1％
●4回目以降の場合、
44,400円

年間所得
210万円以下

57,600円
●4回目以降の場合、
44,400円

住民税
非課税世帯

35,400円
●4回目以降の場合、
24,600円

●�過去12か月間に、一つの世帯で�
高額療養費の支給が4回以上
あった場合、4回目以降は限度
額が変わります。
※�年間所得＝総所得金額などから
基礎控除額を差し引いた額

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額（月額）
所得区分 外来（個人単位） 外来+入院（世帯単位）

課税所得
690万円以上

252,600円+（医療費の総額
-842,000円）×1％
●4回目以降の場合、140,100円

課税所得380
万円以上
690万円未満

167,400円+（医療費の総額
-558,000円）×1％
●4回目以降の場合、93,000円

課税所得145
万円以上
380万円未満

80,100円+（医療費の総額
-267,000円）×1％
●4回目以降の場合、44,400円

一般
18,000円
年間上限
144,000円※

57,600円
●4回目以降の場
合、44,400円

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

※�年間上限は8月から翌年7月まで
の累計額に対して適用されます。
（保険医療課国保係　内線568）

口座振替済通知書を送付します
　介護保険料を口座振替で納付し
ている人には、1月中旬までに1年
間（令和2年1月から令和2年12月）
の振替状況を記載した通知書を送
付します。通知書が届くまでの間
は、預貯金通帳で振替状況を確認
してください。

介護保険料納付確認書が必
要な人へ
　確定申告の社会保険料控除など
に介護保険料の納付確認書が必要
な人は、本人確認書類を持って、介
護保険課の窓口まで来てください。

高額介護サービス費振込通
知を送付します
　高額介護サービス費が支給され
ていた人に、1月下旬までに1年間
（令和2年1月から令和2年12月）の
振込状況を記載した通知書を送付
します。通知書が届くまでの間は、
預貯金通帳で振込状況を確認して
ください。

（介護保険課給付係　内線572）

児童福祉児童福祉
子育て世帯応援特別給付金
　本市の独自施策として、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて
いる子育て世帯への生活を応援す
るため、児童手当（特例給付を除く）
を受給する世帯に対して、臨時特別
給付金（一時金）を支給します。
▷ 対象　本市より令和3年1月分の�
児童手当の支給を受けている
人。公務員については、令和2年
12月31日時点で本市に住民登
録がある人（特例給付として児
童1人につき月額5,000円の支
給を受けている人は対象外）。
※�上記児童手当の対象となる児童
は、平成17年4月2日から令和2年
12月31日までに生まれた児童で
す。

▷ 給付額　対象児童1人につき
　　　　　10,000円
▷支給日　2月9日㈫予定
▷申請手続　不要（公務員を除く）
※�公務員の人で、子育て世帯への
臨時特別給付金を本市に申請し
た人へは、1月下旬に申請書を
送付します（出生・転入などで
本市に申請していない人は、市
ホームページから申請書をダウ
ンロードしてください）。
　申請書に勤務先の証明を受け、

( ）
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★☆ 夜間窓口 ☆★★☆ 夜間窓口 ☆★
ご利用ください

�　　�固定資産税・都市計画税・
市県民税・軽自動車税・
国民健康保険税窓口

▷とき　1月21日㈭�
午後5時15分～8時
【次回予定　2月25日㈭】

▷ところ　市役所2階　収納対策室
　☎22-1108（夜間窓口専用）
　昼間の納付が困難な人や、納税相
談が必要な人は、利用してください。

※�課税についての問い合わせおよ
び課税証明書などの申請は、受
付できません。業務時間内に税務
課へ来てください。

�　　水道料金の夜間窓口
▷とき　1月13日㈬・27日㈬
　　　　午後5時15分～9時
▷ところ　上下水道部総務料金係
　☎52-1366（夜間窓口専用）
※�6か月（3回分）以上滞納すると、
給水を停止します。また、滞納
者へは法的措置を行うことが
あります。

3月12日㈮までに児童福祉課へ提
出してください。公務員への給付
金は2月中旬以降に支給予定です。
※�不明な点などあれば、
児童福祉課まで問い合
わせてください。

（児童福祉課　内線567）

水　道水　道
口座振替をご利用の人へ
　振替指定日は、2か月ごとの15
日または27日です。預金不足など
で振り替えできなかった場合、次
回に振り替えますので、入金をお
願いします。

使用開始・中止のときは連絡を
　無断で水道を使用すると、処罰
の対象となります。必ず、事前に検
針係へ届け出て、給水契約をして
ください。使用を中止する場合も
届け出て、料金の精算をしてくだ
さい。

水もれは水資源のムダ遣い
　道路上や水路で水もれを発見し
たときは、すぐに水道工務課へお
知らせください（夜間・緊急時は☎
52-3901）。

水道管の漏水調査にご協力を
　水資源の有効利用を目的に、水
道管の漏水調査を実施します。調
査は、道路に埋設した水道管の漏

私は、今月20歳になり
ました。日本年金機構

から、国民年金加入のお知ら
せが送られてきました。国民
年金保険料を払わなければ
なりませんか。

Ａ

水を探知するため、各家庭のメー
ターに音聴棒を当てて行います。
市上下水道部漏水調査業務委託の
身分証明書を携帯した調査員が訪
問します。ご協力をお願いします。
▷訪問期間　2月末まで
　午前8時30分～午後5時

水道管の冬じたく
　気温が－3℃以下になると、水道
管が凍結しやすくなります。水道
管が凍結すると、水が出なくなり、
破裂する恐れもあります。家庭の
水道管は、皆さんの財産です。早め
に防寒の準備をし、寒さから守っ
てください。

��上下水道部（水道部門）
��代表電話番号� ☎ 52-1365�
��夜間・緊急時� ☎ 52-3901
※くれぐれも、かけ間違いのないよ
うにお願いします。

国民年金は高齢になったと
きや、病気やけがなどいざと

いうときの生活を、現役世代みん
なで支えようという考えで作られ
たしくみです。
　20歳以上60歳未満の日本国内
に住む人は、国民年金に加入する
ことが義務付けられています。
　20歳になったことで、国民年金
第1号被保険者（※1）の資格を取得
したことになり、加入と保険料の
お知らせが送られています。（※2）
　保険料を未納のまま放置する
と、強制徴収によって、被保険者は
もとより連帯納付義務者である世
帯主または配偶者の財産が差し押
さえられることがあります。また、
納付期限の翌日から法の定める延
滞金が課せられることがありま
す。
　令和2年度の国民年金保険料は、
1か月16,540円です。
　なお、経済的に保険料を納める
ことが困難な場合は、免除・納付猶
予制度や、学生納付特例制度があ
ります。市役所１階市民課年金係
で相談してください。
（※1）���20歳以上60歳未満の学生・

農林漁業者・自営業者・無職
の人などです。

（※2）��厚生年金・共済組合加入者
またはその人の被扶養配偶
者で、「国民年金加入のお知
らせ」が届いた人は、「ねん
きん加入者ダイヤル」（☎
0570-003-004）に連絡し
てください。
　（市民課年金係　内線529）

▷1月の開場日　23日㈯
▷時間　午前9時～10時30分
▷業務内容
　可燃、不燃（粗大ゴミ含む）の持
込みゴミの受入れのみ

（クリーンセンター企画整備課
　☎52-1600）

クリーンセンター
土曜開場日

クリーンセンター
土曜開場日
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※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。また、イベントなどの参加の
際はマスクを着用し、発熱などがある場合は参加をお控えください。

■歴史を学び、郷土愛をはぐくむ
　大和高田歴史文化セミナー
　受講生募集

開催
日時

講師
（敬称略） テーマ

1／11
（月・祝）
午前10時
　　～正午

古典臨書
研究会
米田 英石

『臨書』とは何か、
また、その『意義』
について

（飛鳥・白鳳・天平
の文化財を学ぶ）
実技含む

2／21
（日）

午後2時
　　～4時

龍谷大学
文学部
歴史学科元教授
平林 章仁

『葛城の賀茂氏と
山背の賀茂氏』
―上賀茂神社と
下賀茂神社の創
祀―

▷ ところ　大和高田さざんかホー
ル3階小ホール
※�日時・場所が例年と異なります
のでご注意ください。
※�定員に達した場合、入場をお断
りすることがあります。

▷ 受講料　1回200円
▷ 定員　100名程度（当日受付のみ）

（文化振興課　☎53-8200）

）

■�市立学校入学式に「就学通知書」を
　4月から市立小･中学校に入学す
る児童･生徒の家庭に、｢就学通知
書｣を送ります（1月29日㈮までに
発送予定）。入学式当日に、指定さ
れた学校へ持ってきてください。
※�届いていない場合や記載内容に
誤りがある場合は、学校教育課
へ連絡してください。

※�国立･県立･私立の小･中学校に
入学する場合は、次のものを
持って、学校教育課へ。
　①�入学を証明するもの（入学許
可書、入学承諾書など）

　②｢就学通知書｣
　③印鑑

（学校教育課　内線152）

■市営住宅入居者募集
　（令和3年3月入居予定分）

団地名 募集
戸数 家賃 見学会

礒野 2戸 10,100円～
24,600円

1／22㈮
午前10時～
10時30分

西坊城 2戸 21,700円～
43,700円

1／22㈮
午後2時～

2時30分

サンライズ 3戸 25,900円～
51,000円

1／22㈮
午後3時～

3時30分

サンシャイン 3戸 20,600円～
51,500円

1／22㈮
午前11時～

11時30分

※�西坊城団地・サンライズ団地・サ
ンシャイン団地は、別途、駐車場
使用料月額2,000円が必要。

▷ 申込資格
・�住宅に困っている人（持家のあ
る人は不可）
・�基準月収額158,000円以下の人
・�令和3年1月15日現在、3か月以
上市内に居住し、または勤務す
る人
・�市税（国保税を含む）、水道料金
などに滞納がない人（納付状況
調査を実施し、滞納があれば不
承認）

・�その他条件あり
※敷金は、家賃の3か月分。
※�家賃は、入居家族全員の収入の
合計で計算。

▷ 受付期間　1月15日㈮～29日㈮
　　　　　　午前9時～午後5時
※�土･日･祝日を除く（ただし最終
日は午後4時まで）。

▷ 申込案内　1月15日㈮から市役
所営繕住宅課で配布

▷ 公開抽選　2月5日㈮午後2時か
ら市役所3階東会議室で実施

（営繕住宅課　内線660）

■�大和高田市緊急通報システム事
業について
　高齢者の急病などの緊急時に迅
速かつ適切な対応を図るため、押
しボタンによる緊急通報や相談が
できる緊急通報システムを実施し
ています。
▷ 内容
　①�月に1回、安否確認の電話が入
ります。

　②�24時間365日、看護師などに
健康相談ができます。

　③�緊急通報のボタンを押すと受
信センターが対応します。必
要に応じ、協力員に連絡し自
宅まで駆けつけてもらうよう
に要請します。

　④�協力員が対応できないときは、
東洋テック株式会社の職員が
自宅まで駆けつけ対応する�
｢駆けつけサービス｣を実施し
ます。

大和高田市
中小企業等家賃支援給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した事業
者で国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている事業者に
対し、事業に要する賃借物件の賃料の一部を補助します。
▷�給付額　賃料（月額）×給付率3分の1×3か月分（給付額上
限20万円）
▷�受付期間　2月15日㈪まで（当日消印有効）
　申請要件・申請方法など詳しくは、市ホームページを確認して
いただくか、産業振興課に問い合わせてください。

（産業振興課　内線248・265）

▷�対象店舗　「新型コロナウイルス感染症対
策ガイドライン」を理解し、感染症予防対策
に協力している大和高田市内に所在する店
舗（先着500社限定）。
▷�申請方法　申請書類を市ホームページより
ダウンロードして必要箇所を記入の上、郵
送で申請してください。

（産業振興課　内線294）

感染予防応援
ステッカー受付中

サンプル
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●	トラブルを避けるためにも、立会いを
お願いします。

●	し尿くみとりの妨げになるペット類・鉢
植えなどは、作業場所・通路に置かな
いようお願いします。

●	臨時くみとりは、作業日の調整が必要
です。委託業者〈おおやまと環境整美
事業協同組合☎52-2982〉〈大和清
掃企業組合☎52-3372〉に直接申し
込んでください。

　日程は年始の都合により、変更にな
ることもありますので、ご注意ください。
（地区名は、一部通称名を使用しています）

1月のし尿収集予定

日 曜 収、集、区、域
6 水 大谷、北角、敷島町
7 木 敷島町、奥田、吉井、根成柿

8 金 敷島町、根成柿、吉井、旭北町、
本郷町、池尻、藤森、有井、築山

9 土 神楽、日之出町
11 月 日之出町、日之出西・東本町

12 火
東中、東中 1・2丁目、春日町
1・2丁目、根成柿、吉井、秋吉、
花園町、大東町、土庫 1・2・3
丁目、土庫住宅

13 水
東中 1丁目、春日町 1・2丁目、
南本町、大中南、礒野町、西坊
城、出、松塚、東雲町、三和町		

14 木
礒野、礒野北、南本町、北片塩、
大中南、出、勝目、田井、材木
町、昭和町、曙町、北本町

15 金 大中北、新田、岡崎、中町、池
田、領家、礒野北、築山

18 月 池田、領家、西代、市場、野口、築山
19 火 市場、野口、有井、築山

20 水 出屋敷、有井、西三倉堂 1・2
丁目、築山

21 木
西町、有井、内本町、中三倉堂
1･2 丁目、西三倉堂 1・2丁目、
今里、旭北町、旭南町

22 金
中三倉堂 1・2丁目、西三倉堂 1・
2丁目、甘田町、敷島町、北片
塩町、東三倉堂町、旭北町

25 月
中三倉堂 1・2 丁目、甘田町、
南今里町、中今里町、片塩町、
礒野東町

26 火 曽大根、永和町、礒野南町、内
本町

27 水 南陽町、蔵之宮町、甘田町、本
郷町、北本町、高砂町、永和町

28 木 大中東、南陽町、蔵之宮町、甘
田町

29 金
蔵之宮町、甘田町、栄町、東中 1・
2丁目、西三倉堂 1丁目、春日
町 1丁目、曽大根 1丁目

▷ 対象　65歳以上の単身世帯およ
び単身世帯に準ずる人
※�利用には、緊急時に対応できる
地域の人や親族の人など、協力
員が1人以上必要です。
　遠方の親族を協力員にする場合
は、「駆けつけサービス」を付ける
ことをおすすめします。
▷ 利用料
　住民税課税世帯:880円/月
　住民税非課税世帯
　および生活保護世帯:330円/月
　�ただし、｢駆けつけサービス｣を
利用しない場合の利用料は、上
記金額から330円を差し引いた
金額となります。

▷ 申請方法　申請に必要な書類
は、地域包括支援課に用意して
いますので、問い合わせてくだ
さい。

（地域包括支援課　内線558）

■�令和3年連合消防出初式の中止
について
　毎年１月に開催予定の連合消防
出初式は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から中止します。
　見学を予定されていた皆さんに
とっては大変残念なお知らせとな
りますが、ご理解をお願いします。

（危機管理課　内線241）

■�｢第44回市民マラソン大会｣中
止のお知らせ
　2月7日㈰開催予定の｢市民マラ
ソン大会｣は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止しま
す。ご理解をお願いします。

（体育振興課　☎22-8862）

■使用済みの食用油の回収
▷1月の回収日　1月25日㈪
午前9時15分〜9時30分 市立陵西公民館

午前9時45分〜10時 橘町集会場前

午前10時15分〜10時30分 築山公園前

午前10時45分〜11時 塙青少年会館（塙コミュニティーセンター）

午前11時15分〜11時30分 曙町青少年会館（東部こども会館）

午前11時45分〜正午 片塩幼稚園東側道路

午後1時15分〜1時30分 総合体育館

午後1時45分〜2時 大和ガス南側道路

午後2時30分〜2時45分 市立菅原公民館

午後3時〜3時15分 ネオシティ大和高田正面玄関前

午後3時30分〜3時45分 葛城コミュニティセンター

午後4時〜4時15分 春日町会館前

◎�環境衛生課【市役所別棟１階】で
は毎日回収しています（土・日・
祝日を除く）。
◎�さざんかストリートの「生活雑
貨ささおか」で回収しています。
ご利用ください。
◎�油の入ったビンやカンは、リサ
イクルできないため、処理が困
難です。使用済み食用油は、固め
ずに、食用油の容器（ペットボト
ル容器）などに入れて持ってき
てください。
（クリーンセンター　☎52-1600）

マイナンバーカード
休日窓口を開設

　マイナンバーカード（個人番号
カード）の申請受付・交付および電
子証明書更新の休日窓口を、下記
日程で開設します。
　申請者本人が来てください。
▷とき　1月23日㈯午前9時～正午
【次回予定　2月27日㈯】
▷ところ　市役所1階市民課
※�持ち物など、詳しくは、市民課ま
で問い合わせてください。

（市民課　内線527）

固定電話タイプの緊急通報システム
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●世界観広がる韓国・朝鮮語学
　大和高田 

ケグリ　　オリニ
 会

　「ケグリ」とは「蛙」、「オリニ」と
は「子ども」という意味です。
▷�とき　1月24日～2月28日
　毎週日曜日
　午後1時～2時（6回シリーズ）
▷�ところ　大和高田ケグリ・オリ
ニ会（花園町バス停すぐ）
▷�内容　韓国･朝鮮語の文字･ハン
グルは、創製年が明確な、世界で
も希有な文字です。音を発する
時の口歯舌喉の形状を記号化し
た子音字。陰陽思想に基づく宇
宙観を記号化した母音字。科学
的に構築された文法。理念と科
学が融合した韓国・朝鮮語の世
界を学んでみませんか。
※�個別～少人数指導をしています
が、新型コロナウィルス感染症
拡大防止のため、中止になる場
合があります。
▷�対象　子どもから大人まで、ど
なたでも参加できます。
▷参加費　各回2,000円
▷持ち物　筆記用具
▷�申込方法　1週間前までに、往復
はがきに名前、住所、FAXのあ
る方はFAX番号を明記の上、申
し込みください。電話での受付、
返信は行っていません。
▷�連絡先　キム・カンヂャ（金康子）
〒635-0003�土庫726-2
　 52-0402

●公共職業訓練の受講生募集
▷�募集科目
　①機械CAD技術科
　②住宅リフォーム技術科
　③CAD/NC技術科
　④電気設備技術科
　（③・④はビジネススキル講習付き）
▷�受講期間　3月1日㈪～8月27日㈮
※③④は9月29日㈬まで
▷�ところ　ポリテクセンター奈良
（奈良県橿原市城殿町433）
※無料駐車場あり
▷�対象　訓練を受講して、再就職
を希望する人
▷�定員　①②は各5名、③④は各11名
▷�費用　受講料無料　
※�ただし、教科書代などは自己負担
▷�申込方法　1月4日㈪から1月29
日㈮までに電話で下記へ。

（ポリテクセンター奈良
　☎0744-22-5226）

●�令和3年春期大学通信教育合同
入学説明会
▷�日時・場所
1/31㈰
午前11時
～午後4時

阪急グランドビル26階
（大阪市北区角田町
8-47）

2/13㈯
午前11時
～午後4時

マイドームおおさか1階
展示ホールA（大阪市中
央区本町橋2-5）

※事前予約制、入場無料。
▷�内容　各大学・大学院・短期大学
別の相談コーナーを設置
▷�対象　一般および高校生
　参加校や事前予約（１月中旬に
公開予定）については、ホームペー
ジ（http://www.uce.or.jp/）をご
確認ください。

※�新型コロナウイルス感染症拡大
状況により、開催を中止するこ
とがあります。

（私立大学通信教育協会　
☎03-3818-3870）

●相続･遺言手続支援相談会
▷�とき　1月13日･27日、2月10日�
･24日、3月10日･24日
　�いずれも水曜日　午後1時30分～4時
▷�ところ　市民交流センター2階
会議室（片塩町12-5）
▷�内容　相続手続、遺言書作成など
▷�費用　無料

（行政書士　森田定和
☎090-9059-6963）

●�法務局があなたの大切な遺言書
を守ります
　自身の財産を家族へ確実に託す
方法の一つとして、｢自筆証書遺
言書保管制度｣を活用してくださ
い。制度について詳しくは、奈良地
方法務局のホームページ（http://�
houmukyoku.moj.go.jp/nara/）
を確認してください。
▷�費用　１通につき3,900円（手数料）
　本制度の申請手続には事前予
約が必要です。予約はホームペー
ジ（https://www.legal-ab.moj.
go.jp/houmu.home-t/）からでき
ます（24時間365日可）。
▷�問い合わせ
　奈良地方法務局葛城支局
��☎52-4941（音声案内５番）

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。また、イベントなどの参加の
際はマスクを着用し、発熱などがある場合は参加をお控えください。

広告欄
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※�平日の午前8時30分から午後5時
15分まで。

（奈良地方法務局葛城支局
　☎52-4941）

●小規模企業共済制度
　国が作った、小規模企業の経営
者（役員、個人事業主）が、廃業・退
職時の生活資金などのために積み
立てる退職金制度です。
▷�内容
①�掛金は金額所得控除されます（月々
の掛金は1,000円～70,000円）
②�経営者の退職金として受け取れま
す（受取時にも税制メリットあり）
※�加入は、商工会議所・金融機関な
どでできます。
　詳しくは、ホームページ（「小規
模共済」で検索）を確認し
てください。

（中小企業基盤整備機構
 共済相談室　☎050-5541-7171）

●葛城税務署からのお知らせ
〇 葛城税務署内確定申告書作成会

場について
▷�開設期間　�2月16日㈫～3月15日㈪
　　　　　　午前9時～午後4時
※土・日･祝日を除く。
※�混雑の状況によって、会場内の
入場者数の調整や早めに相談受
付を終了する場合があります。
・�会場内に筆記用具などは用意し
ていませんので、ボールペンや計
算器具などを持参してください。
・�申告書作成会場で申告する場合
は、令和元年分の申告書の控え、
利用者識別番号などの通知（持っ
ている人）を持参してください。

〇 各申告書作成会場での感染症対
策にご協力を
・�来場の際は、マスクの着用をお願
いします（着用していない場合、入
場をお断りすることがあります）。
・�咳・発熱などの症状のある人や
体調のすぐれない人は、入場を
お断りします。

〇 葛城税務署以外の確定申告書作
成会場

開設日 開設時間 会場名

2/1㈪
～4㈭

午前10時
～午後4時30分
（相談受付締切:
午後3時30分）

イオンモール橿原
3Fイオンホール

※ 昨年と会場が変
更になっていま
す。

2/8㈪
～10㈬、

12㈮
午前9時30分
～午後4時
（相談受付締切:
午後3時）

上牧町
保健福祉センター

2000年会館
2/25㈭
～26㈮ 五條市市民会館

※�各会場では、電話による問い合
わせは受け付けていません。
※�各会場とも土地・建物・株式など
を売却された所得、贈与税や相
続税、山林所得に関する相談は
実施していません。相談が必要
な場合は、税務署へ来てくださ
い。

（葛城税務署　☎22-2721）

●�奈良県特定最低賃金の改正
奈良県はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製造業
最低賃金

時間額898円
（令和2年
12月31日発効）

奈良県電子部品・
デバイス、電子回路、
発電用・送電用・
配電用電気機械器具、
産業用電気機械器具、
民生用電気機械器具製
造業最低賃金

時間額883円
（令和2年
12月31日発効）

奈良県
自動車小売業最低賃金

時間額885円
（令和2年
12月31日発効）

奈良県木材・木製品・
家具・装備品製造業
最低賃金

時間額838円
日額6,527円

（平成元年
1月25日発効）

奈良県最低賃金
時間額838円（令和2年10月1日発効）

（奈良労働局賃金室　
☎0742-32-0206）
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児童虐待？迷わずに連絡を！
 ●	市児童福祉課（家庭児童相談室）
                ☎ 23-1195
 ●	県中央こども家庭相談センター                
                ☎ 0742-26-3788
 ●	県高田こども家庭相談センター                
                ☎ 22-6079
 ●	児童相談所全国共通ダイヤル
☎ 0570-064-000　☎189

ゴミ分別アプリ
「さんあ～る」
スマートフォンやタブレット端
末から、ゴミ収集日や分別方法な
ど、簡単に確認することができる
アプリ「さんあ～る」を無料配信
中です。

iOS端末（iPhone等） アンドロイド端末
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