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クリーンセンターごみ処分手数料
の改定を 1 年延期します

新型コロナウイルス感染症や物価
高騰による経済的影響への緊急対
応として、令和５年４月と令和７
年４月に予定していた直接搬入の
ごみ処分手数料の改定を１年延期
します。
問岸和田市貝塚市クリーンセンタ
ー 436 － 5389

春木市民センター
臨時休館のお知らせ

電気設備の法定点検による停電の
ため、春木市民センター（春木サ
ービスセンター、市立公民館分館、
春木図書館）を臨時休館します。
日２月 15 日㈬　問春木市民セン
ター 436 － 4500

青少年海外（サウスサンフランシ
スコ市）派遣事業　事前説明会

姉妹都市である米国サウスサンフ
ランシスコ市への青少年派遣事業
の再開に向け、説明会を行います。
対平成 17 年４月２日～平成 20 年
４月１日生まれの市内在住・在勤・
在学者と保護者　日・時３月12 日
㈰午前 10 時　場マドカホール（荒
木町１丁目）　内①青少年交流事業

の概要 ②映像による事業の紹介 ③
過去の派遣生による座談会　定15
組（申込先着順）　申・問３月 10
日㈮午後５時までに電話または電
子メール（住所、氏名、生年月日、
電話番号を記入）で文化国際課へ
 443 － 3800　{bunka@city.
kishiwada.osaka.jp

スポーツ振興くじの
助成金を受けて整備しました

スポーツレクリエーション環境の
充実などを目的に、まなび中央公
園（西之内町）ウォーキングコー
ス B を、スポーツ振興くじの助成
金を受けて整備しました。譲り合
いなどマナーを守り、ご利用くだ
さい。
問水とみど
り課整備担
当 423 －
2370

浄化槽は適正に管理しましょう

浄化槽は微生物の働きを利用して
トイレの排水や生活排水をきれい
にしています。浄化槽を正しく維
持管理しないと、汚れたままの水
が水路や川に流れ、水質汚濁を招
きます。浄化槽管理者には、浄化
槽法で保守点検や清掃、法定検査
が義務づけられています。また、
購入などにより新たに浄化槽管理
者になった場合は、浄化槽管理者
変更報告書を提出してください。
問環境保全課事業所指導担当 4
23 － 9462（法定検査については

（一社）大阪府環境水質指導協会
 072 － 257 － 3531）

市・府民税（住民税）
申告を2月1日㈬から受け付け

■市・府民税の申告は市民税課へ
申告が必要と思われる人には１月
下旬に申告書を郵送しました。市・
府民税の令和４年分所得の申告
期間は２月１日㈬～３月 15 日㈬

（土・日曜日、祝日を除く）です。
申告書が届かなかった人でも申告
が必要な人は、期間内に申告して
ください。税務署で所得税の確定
申告をする人は、市・府民税の申
告は不要です。また、所得証明書
交付のために申告する人は、申告
期間を避け、６月以降の証明書が
必要な時に申告してください。
■税額試算システムのご活用を
パソコンやスマホで、収入や該当
する控除などを入力することで、
税額の試算や申告書を作成するこ
とができます。作成した申告書を
印刷すると、そのまま
提出できます。システ
ムを使用した申告書の
作成方法を動画で公開
していますので、ぜひ
ご活用ください。
■郵送での申告書提出にご協力を
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、郵送での申告書提出にご
協力ください。申告書に住所、氏
名、生年月日、マイナンバーを記
入してください（必要に応じて扶
養親族欄・申告者本人欄にも記
入）。申告に必要な資料を全て添
付し、市民税課へお送りください。
申告書の控えが必要な人は、返信

用封筒（84 円切手を貼り、宛先、
宛名を記入）を同封してください。
■校区別の申告期間に来庁を
窓口での申告を予定している人は、
必ず検温して熱がないことを確認
し、マスク着用、筆記用具持参の
うえ、密集を避けるために表①の
校区別指定期間に、市民税課へお
越しください。申告受付場所での
混雑を避けるため、申告書は事前
に記入してからお越しください。
また、表②のとおり出張での申告
受け付けも行います。 ※混雑の
状況により、指定期間外の校区の
人は受け付けをお断りする場合が
あります。
問市民税課賦課担当 423 － 94
17、9418、9419

申告と納税はお早めに！

納税は便利なキャッシュレス納付
がおすすめです。詳しくは国税庁
ホームページをご確認ください。
問岸和田税務署 438
－ 1341
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広
告

税金

まなび中央公園ウォーキングコース B

税額試算
システムは
こちらから

日程 校区

2/1 ㈬～ 7 ㈫ 中央・城内・浜・
天神山

2/8 ㈬～ 14 ㈫ 旭・太田・光明・
修斉

2/15 ㈬～ 21 ㈫ 八木南・八木北・
八木・山滝・東葛城

2/22 ㈬～ 3/1 ㈬ 大芝・春木・城北・
新条

3/2 ㈭～ 8 ㈬ 山直北・城東・
山直南・常盤

3/9 ㈭～ 15 ㈬ 朝陽・大宮・東光

①校区別指定期間

②出張申告受付日
日時 校区 場所

2/21 ㈫
10:00 ～ 12:00 山滝 山滝支所

（内畑町）
2/21 ㈫
13:00 ～ 15:00 東葛城 河合町会館

（河合町）
3/2 ㈭
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

城東・
山直南 山直市民

センター
（三田町）3/3 ㈮

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

山直北

※今年度は春木市民センター（春木若
松町）では実施しません。

延期後の
改定時期

ごみ処分手数料
（70kgを超える分の
10kgごとの加算額）

現在 120 円
令和 6 年
4 月から 140 円

令和 8 年
4 月から 150 円

※70kg 以下（1,000 円）については、
変更ありません。

現地交流の様子


