献血にご協力ください

平成29年度

後期高齢者医療保険料
軽減割合が変わります
詳しくは、7月に届くお知らせをご覧ください。
❶所得金額が58万円以下の被保険者
所得割保険料の5割→2割
❷会社の健康保険などの被扶養者であった被保険者
均等割保険料の9割→7割
問：窓口サービス課（保険年金・保険）
☎6576ー9956 ℻.6576ー9991

4月から児童扶養手当の

支給額が変わります

次のとおり改定されます。
現在受給中の方については、7月末までに改定
後手当額のお知らせを送付します。
児童１人目
全部支給：4万2,290円
一部支給：4万2,280円〜9,980円
児童2人目
全部支給：9,990円
一部支給：9,980円〜5,000円
児童３人目以降
全部支給：5,990円
一部支給：5,980円〜3,000円
問：保健福祉課（子育て支援）
☎6576ー9857 ℻.6572ー9514

春の地域安全運動期間
期間：4/18（火）〜27（木）

毎年春季・秋季に、各地域で
赤十字血液センターによる
献血を実施しています。

みんなで力をあわせて安全、安心なまちをつく
りましょう！運動期間中、ひったくり防止カ
バーの無料取付キャンペーンなどを行います。
日程等は、下記にお問合せ、
または安まちメー
ルの情報をご覧ください。

地域名 実施日
実施場所
田中 4/18（火）夕凪会館

受付時間
10時〜11時30分
12時30分〜16時
磯路 4/22（土）磯路中央公園 10時〜11時30分
12時30分〜16時
三先 4/27（木）三先公園
10時〜11時30分
（雨天時三先小学校） 12時30分〜16時
弁天 4/30（日） 弁天小学校
10時〜12時
13時〜16時
池島 5/2（火） 池島公園
10時〜12時
八幡屋 5/6（土） 関西アーバン銀行 10時〜16時
港支店前
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4/20(木) 14時〜16時

特別児童扶養手当※1
1級：51,450円
2級：34,270円
特別障がい者手当 26,810円 ※2
障がい児福祉手当 14,580円 ※3
経過的福祉手当 14,580円 ※4
※1

20歳未満で、政令で定める程度の障がいがある児童
を監護している父母等に支給
※2〜4 身体または精神に重度の障がいがあり、常時介護
を必要とする方に支給（※3は20歳未満）

問：保健福祉課（福祉）
☎6576ー9857 ℻.6572ー9514

介護保険料決定通知書
を送付します
送付時期：
口座振替または納付書で保険料を納付
いただいている方…4月中旬
年金から納付いただいている方…7月中旬
問：保健福祉課（介護保険）
☎6576ー9859 ℻.6572ー9514

場所：港区民センター
問：港警察署生活安全課 ☎6574ー1234
協働まちづくり推進課
（安全・安心）
☎6576ー9743 ℻.6572ー9512

生活保護または中国残留邦人の方へ

大阪市健康診査のお知らせ

申込期間：4/3（月）〜12/28（木）
まで

4/3(月)〜5/1(月)

※郵便で送付の場合は当日消印有効

対象：大阪市在住で40歳以上の、生活保護

固定資産税（土地・家屋）
の縦覧を行います ※土・日・祝除く

または中国残留邦人支援給付を受給中の方
申込方法：下記問合せ先で申込書兼同意書

縦覧の際は、納税通知書または本人確認書
類が必要です（
。代理人の場合は要委任状）
受付：弁天町市税事務所 ３階窓口
9時〜17時30分
（金曜日：19時まで）
問：弁天町市税事務所（固定資産税グループ）
☎4395ー2957(土地) ☎4395ー2958(家屋)

を提出
（または大阪市健康局に郵送）
生活保護適用証明書、中国残留邦人本人確
認証（写し）
を添付
約１か月以内に
「受診券「
」個
受診方法：申請後、
人票「
」大阪市健康診査取扱医療機関名簿」
等を

連続放火が発生しています！
！

☎6576−9882 ℻.6572−9514

大阪市内で放火や放火
の疑いが多発。未然に
防ぐため、
日頃から家族
や地域の人たちと放火
防止や防犯対策につい
て話し合い、住民同士
で声をかけ合うなど、
放
火されない環境にする
ことが大切です。

「車いす」
を利用される方へ

国道43号の横断を支援します
利用期間：4/1（土）〜H30/3/31（土）
まで
9時30分〜16時 ※年末年始除く

車いすを利用される方が、
国道43号・弁天町駅前交
差点を横断していただける
よう、介助員が地下鉄弁天
町駅ホームを利用して、横
断をお手伝いします。※当
日申込も可能になりました。

平日11時〜16時の利用は当日２時間前まで、
それ以外の日時の利用は前日17時までに、
港区役所まで利用予定日時をお知らせくだ
さい。
（利用の前日が土・日・祝日の場合は、
そ
の前の区役所開庁日の17時まで）
申込方法：来庁、郵送、
メール、
ＦＡＸ、電話
問・申込：総務課（区政統括）
☎6576ー9683 ℻.6572ー9511
（メール）tg0001@city.osaka.lg.jp

●ふん・尿の後始末は飼い主の責任です。
●犬の登録を申請し、狂犬病予防注射は必ず受けましょう。
鑑札・注射済票は必ず犬につけましょう。
●飼い犬の放し飼いはやめましょう。
●飼い猫は、室内飼育を心がけましょう。
●野良猫への無責任なエサやりはやめましょう。

活動場所
三先小学校体育館

卓球

弁天小学校体育館

ラグビー

市岡中学校グランド等

バドミントン

南市岡小学校体育館

蹴球部（サッカー）※中学生以上 男子

波除小学校体育館、市岡小学校グランド

蹴球部（サッカー）※中学生以上 女子

波除小学校体育館

ミニサッカー ※幼児・小学生

波除小学校体育館

よさこいソーラン ※小学5年生以上

詳細は問合せ

テニス ※小学5年生以上

八幡屋多目的グランド横

ウォーキング

問：みなとすぽーつくらぶ事務局 ☎090ー8821ー7383（南山）

●港区安全な
まちづくり推進大会
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●乳がん検診
●骨粗しょう症検診

22

●献血（磯路）

（木）

（金）

（土）

日曜開庁（一部業務）
9時〜17時30分
（港区役所）
（日）
●港図書館
春のこども会

23
24

（月）

25

（火）

●法律相談
●おもちゃ病院（修理）
13時〜
（港区社会福祉協議会）

26

●港図書館
おたのしみ会
15時30分〜16時

27

●献血（三先）

（水）

29

（土）

30

●献血（弁天）

（日）

●エルカフェ
●固定資産税・
都市計画税（第１期分）
（月）
納期限
●結核健診

5/1

2

（火）

●野鳥かんさつ会
申込締切日
●法律相談
●ごみ分別の相談
●献血（池島）
●骨粗しょう症検診
●歯科健康相談

3

（水・祝）

4

（木・祝）

港区役所1階に血圧計を
設置しています

気軽にスポーツを楽しめる港区の
「総合型地域スポーツクラブ」
で
す。
スポーツ推進委員が中心となって区内の小・中学校などで活動
しています。
※詳しくは下記問合せ先まで
ソフトバレーボール
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●高齢者学級
「港区いちょう学園」
（金）
申込締切日

動物は
「愛情」
と
「責任」
をもって飼いましょう！

みなとすぽーつくらぶのご紹介

●Cafe de ひまわり
（おやじかふぇ）
11時30分〜14時
（港区社会福祉協議会）

28

4月は
「犬・猫を正しく飼う運動」
強調月間です

問：保健福祉課（保健衛生）
☎6576−9973 ℻.6572−9514

●港図書館
おたのしみ会
15時30分〜16時

（木）

問：港消防署 ☎6573ー0119 ℻.6573ー0325

対象：車いすを利用される方
（エスカレーターの重量制限があり、車いすと
利用者の総重量が150㎏以下の方）
利用方法：事前連絡が必要

種 目

無料

港区安全なまちづくり推進大会

問：保健福祉課（保健衛生）
☎6576−9882 ℻.6572−9514

問：保健福祉課（保健衛生）

特別児童扶養手当・
特別障がい者手当等の
支給額が変わります

18

（水）

送付します。
名簿内の医療機関に予約後、
受診。

4月から

●法律相談
●ごみ分別の相談
●献血（田中）
●春の地域安全運動
（火）
期間（〜4/27）
●移動図書館まちかど号
（天保山第５コーポ）

H28.11スポーツなどの
普及振興に尽力したとして
表彰されました！

故障により撤去していた血圧計を再設置し
ています。
しばらくの間、
ご不便をおかけし
て申し訳ありませんでした。
みなさん、健康
チェックにどうぞご利用ください。
（1階待合奥の
「証明写真」
前）

問：保健福祉課（保健衛生）
☎6576−9882 ℻.6572−9514

4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です。 未成年者の飲酒を防止するため、大人の責務として社会全体で取り組みましょう

3

