
泉佐野市社会福祉協議会
善意銀行（6月受付分）

●10万円…人生道場

大阪府緑化樹配付事業
緑化樹無償配付

　来年2～3月頃に、緑化樹を配
付します。配付本数には限りがあ
り、お渡しできないことや樹種・
本数を変更することがあります。
配付された緑化樹の植付や管理
は申込をされたみなさんで責任を
もって実施してください。配付は
1ヵ所あたり高木10本以上、必ず
地植することが申込の条件になり
ます。
対象　公共性・公開性の高い場所
での緑化や従業員などが協同で行
う民間施設（工場含む）の緑化
樹種　高木（キンモクセイ、サザ
ンカ、ハナミズキなど）11種類
申込・問合先　8月23日㈮までに、
所定の用紙に必要事項を記入し道
路公園課へ

介護職員初任者研修
（通信コース）受講生募集
（大阪府知事指定介護員養成研修
事業者番号143）
受講期間　
9月3日㈫～11月29日㈮
受講資格　介護サービスに従事す
ることを希望する人
定員　20人（先着順）
受講料　50,000円

（テキスト代・消費税含む）
場所・申込・問合先　8月1日㈭
～23日㈮の午前10時～午後5時
に募集要項を請求のうえ、申込ハ
ガキに必要事項を記入し、郵送
または持参で社会福祉法人水平会 
ホライズン介護職員初任者研修
係（〒598-0062 泉佐野市下瓦
屋221-1 ☎ 460-2020 Fax460-
2670）へ
※教育訓練給付制度厚生労働大臣
指定講座となっています。応募人
数が少ない場合は、中止になる可
能性もありますのでご了承くださ
い。募集要項および申込ハガキは、
介護保険課にもあります。駐車場
はご用意できませんので、公共交
通機関をご利用ください。

大阪労働局からのお知らせ
毎月勤労統計調査に係る雇用保険
・労災保険などの追加給付
　ハローワークや労働基準監督署
に登録されている住所と現在の住
所が一致しない人は、下記の専用
ダイヤル（通話料無料）または、
「追加給付に係る住所情報等 登録
フォーム」への入力（登録）をお
願いします。
●雇用保険専用ダイヤル
0120-952-807

●労災保険専用ダイヤル
0120-952-824

●船員保険専用ダイヤル
0120-843-547

受付時間　平日 午前8時30分～
午後8時、土日祝 午前8時30分～
午後5時15分
●追加給付に係る住所情報等の登
録フォーム
厚生労働省ホームページまたは大
阪労働局ホームページから
※平成16年8月～平成22年度に
雇用調整助成金等の支給を受けて
いた事業主の人は、追加給付の可
能性もありますので、問い合せて
ください。なお、平成23年度以
降に同助成金等の支給を受け、追
加給付の対象となる事業主の人へ
は通知を送付します。
問合先　大阪労働局助成金セン
ター（☎06-7669-8900）

給付型奨学金募集
　市では、高等学校等進学時に要
する費用の一部について、将来の
夢を見据えながら真摯に学業や課
外活動に取り組んでいる泉佐野市
立中学校３年生のうち、次のすべ
てに該当する生徒の保護者を対
象に給付型奨学金制度を実施しま
す。
対象　次のすべてを満たす人
①本市に住所がある世帯に属して
いる
②申請保護者が市税を完納してい
る
③生活保護法の適用を受けていな
い
④中学3年生1学期の9教科（国
語、社会、数学、理科、音楽、美
術、保健体育、技術・家庭、英語）
の成績評定の合計点を9で除した
（割った）値が3.0以上である
※小数第2位以下切り捨て
給付額　1件10万円 
給付人数　50人
※うち、申請時点で就学援助制度
の適用を受けている世帯より30
人以内で選定します。
申込・問合先　9月2日㈪～30日
㈪（当日消印有効）に所定の書類
に必要事項を記入し、郵送で学校
教育課へ
※申請書に必要な書類は、学校教
育課で配付（市ホームページ
からダウンロードもできます）　
詳しくは、問い合わせてくださ
い。

毎月勤労統計調査「特別調
査」にご理解・ご回答を！
　7月31日現在で、常用労働者１
～４人を雇用する事業所を対象に
毎月勤労統計調査「特別調査」を
実施します。8月上旬から対象調
査区内の全事業所に知事が任命し
た統計調査員がお訪ねしますの
で、調査にご回答をお願いします。
問合先　厚生労働省、府 統計課
（☎06-6210-9200）

同窓会応援！掲示板
第三中学校 同窓会

日時　11月3日㈷ 正午～
場所　関西エアポートワシ
ントンホテル
対象　市立第三中学校 昭和
50年3月卒業生（昭和34年
4月2日～昭和35年4月1日
生まれ）
会費　9,000円
問合先　道下
☎090-5661-9351
eメール：sano3.kanreki@
gmail.com
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この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-275-5449）へ
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中小企業総合支援制度
　泉佐野市では中小企業者の経営
基盤の安定を総合的に支援するた
め、「中小企業総合支援制度」と
して中小企業者の支援を行ってい
ます。
　そのひとつとして、個々に異な
る中小企業者のニーズや経営状況
などを総合的に判断し、中小企業
者に最も適した支援策を提供する
ため、経営相談を実施しています。
【中小企業総合支援補助金の内容】
※補助メニューは、一事業所につ
き一種類のみ
●中小企業振興資金利子補給金
　補助対象となる融資の返済利子
の一部を補給します。
・対象限度額…1000万円
・補給利率…融資利率の1/2（上
限5万円）
●中小企業振興資金保証料補助金
　補助対象となる融資を受ける時
に支払う信用保証料の一部を補助
します）
・補助額　支払った保証料の1/2
（上限10万円）
●中小企業退職金共済加入促進補
助金　中小企業退職金共済制度に
加入している事業所に対して、国
の補助に加えてその掛金の一部を
補助します）
・補助率…10％
・補助対象掛金金額…掛金5000
円/月を限度とする。（5,000円を
超える場合は5,000円）
【手続きのながれ】
①まちの活性課に経営相談を申し
込みます。（原則第2、4火曜日[6
月～来年2月開催]）
※例年、補助金申請月（2月）間
際になると予約がいっぱいでお断
りする場合があるので、早めに受
けてください。
②経営相談で経営状況や中小企業

者のニーズを踏まえて支援計画を
立て、国府市等が実施する各種支
援施策の中から事業所に最も適し
た支援施策等を提案します。
③市が実施する「中小企業総合支
援補助金」を利用する場合は、必
要書類をそろえて翌年2月1日～
末日の間にまちの活性課に申請し
ます。
※手続きは毎年必要になりますの
で、昨年度申請された事業者のみ
なさんも忘れずに経営相談を受
け、申請をしてください。
【対象事業者】次のすべてに該当
する事業者
●市内に居住し、かつ市内で事業
を営んでいる中小企業者である
※法人の場合は、市内に本社所在
地を有している中小企業者
●市税を滞納していない
※補助金の対象となるかは事前に
ご確認ください。
経営相談申込・問合先
まちの活性課（☎469-3131）

第21回雇用労働講座
～中小企業労働環境向上塾～

日時　9月5日㈭
         午後1時30分～4時15分
場所　貝塚市立中央公民館 （貝塚
市畠中1丁目18番1号 コスモスシ
アター 2階）　
定員　70人（先着順）
内容・講師
●「新たな外国人労働者の雇用
について ～在留資格「特定技能」
について～ 
・宮崎勝彦さん（法務省大阪出
入国在留管理局 総務課 渉外調整
官）　
●「働き方改革関連法について～
有給休暇の確実な取得、時間外労
働の上限、同一労働同一賃金、助
成金など～」
・水流幸一さん（大阪働き方改革
推進支援･賃金相談センター 特定
社会保険労務士）
主催　泉南地域労働行政機関運営
委員会
申込・問合先　貝塚市 商工観光課
（☎433-7193 Fax423-9760）へ
※受講無料。詳しくはホームペー
ジをご覧ください。

中小企業退職金共済
 中退共制度は、中小企業の事業
主が従業員の退職金を計画的に
準備できる国の退職金制度です。
●掛金の一部を国が助成（一部
対象外となる場合あり）
●掛金は全額非課税で手数料不要
●外部積立型で管理が簡単
●家族従業員やパートタイマー
の加入もOK 
問合先　（独）勤労者退職金共済
機構中小企業退職金共済事業本
部（☎03-6907-1234 ホームペ
ージ :http://chutaikyo.taisyok
ukin.go.jp/）

 
令和元年度
就学義務猶予免除者等の
　中学校卒業程度認定試験
試験日　10月24日㈭
場所　大阪府立労働センター（エ
ル・おおさか）（大阪市中央区北
浜東3-14）
試験科目　国語、社会、数学、
理科、外国語（英語）
申込　受験案内を入手し、8月
19日㈪～ 9月6日㈮（消印有効）
に郵送で文部科学省へ
受験案内配付・問合先　学校教
育課
※郵送先など詳しくは受験案内
をご覧ください。
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