
国民健康保険のための
「所得申告書」をご提出ください
前年の所得を申告していない方のいる世帯へ「所
得申告書」を7月に送付しています。保険料の軽
減・減免は世帯全員の所得によって判定するため、
税の申告が不要な場合でも、所得の申告を行う必
要があります。なお8月より、未提出の世帯を対象
に「大阪市国民健康保険料コールセンター」から電
話で所得申告書の提出を呼びかけます。

区役所 窓口サービス課（1階8番）
G06-6957-9956T

特別障がい者手当・福祉手当の
「現況届」をご提出ください

区役所 福祉課（2階28番）
G06-6957-9857T

8月12日（金）～9月12日（月）の月～金曜
※7ページに児童扶養手当・特別児童扶養手当・
障がい児福祉手当について掲載しています。

B

現況届は支給要件や所得状況を確認するもので、
8月分以降の手当の受給に必要となります。未提
出の場合、手当の支給が遅れることがあります。な
お、前年の所得額などにより支給を停止すること
があります。

個人市・府民税（普通徴収）第2期分の
納期限は8月31日（水）です

京橋市税事務所 市民税等グループ
（都島区片町2-2-48　JEI京橋ビル4階）
G06-4801-2953

T

自転車防犯登録をしましょう 

空家相談員による個別相談会を実施します

大阪府自転車商防犯協力会
G06-6629-0750T

旭警察署（中宮1-4-1）
G06-6952-1234T

昨年中の府内での自転車盗難の被害件
数は17,078件（旭区175件）で、約半数
は鍵をかけていない状態で被害にあっ
ています。駐輪時は、たとえ短時間で
あっても必ず鍵をかけましょう。

制服警察官が区内の家庭や勤め先などを訪問し、
「巡回連絡カード」の記入をお願いしています。この
カードは、迷子や高齢者の方の保護、災害や事件な
ど非常時の家族への連絡等に役立てるものです。
ご記入いただいた個人情報は、目的外には利用しま
せんのでご安心ください。

外国人の子どもが日本の学校へ入る手続きについて
がい こく じん に ほん がっ こう はい て つづこ

区役所 窓口サービス課（1階11番）　G06-6957-9963T

●学校へ入ることができる子ども
小学校：平成28（2016）年4月2日～平成29（2017）年4月1日に生まれた子ども
中学校：令和5（2023）年3月に小学校を卒業見込みの子ども

●その他
学校選択制の書類は9月ごろに送ります。入りたい学校を選びたいときは、「学校選択制希望調査票」を、10月
28日（金）までに持ってきてください。郵便で送ることもできます。12月の終わりまでに、入学できる学校をお
知らせします。

来年4月に大阪市立の小・中学校へ入りたい場合は、9月30日（金）までに手続きしてください。

●手続きの仕方
①旭区役所から、8月15日（月）ごろに「入学のご案内」を送ります。
②「入学のご案内」の右側の「入学申請書」に必要なことを書いてください。
③9月30日（金）までに区役所窓口サービス課へ持ってきてください。郵便で送ることもできます。
※「入学のご案内」が届かなかったら、次の書類を持ってきて、手続きしてください。
・住んでいるところ、名前などが確認できる書類（在留カード、パスポートなど）
・中学校に入りたいひとは、小学校の卒業がわかる書類（旭区の「大阪市立小学校」を卒業する人は要りません）

マイナンバーカード出張申請窓口開設～マイナンバーカードの申請はより身近な場所で～

空家の管理や活用、相続の方法など、空家に関する相談を個別にお受けします。
空家でお悩みの方は、ぜひこの機会にご相談ください。

旭区役所からの

お知らせ
子育て情報は
7ページを
ご覧ください

巡回連絡活動にご協力をお願いします

区役所 防災安全課（1階2番） G06-6957-9192T

9月9日（金）15:00～19:00、25日（日）9:30～12:00、13:30～17:00
区役所 1階第5・6会議室A

D

申込不要

出張申請窓口予約センター  G06-4400-1856（年末年始を除く毎日9:00～20:00）T

申し込みは　
こちらから

▲

無料

申請時に個人番号の通知カードの提出と本人確認書類をご提示いただくことで、後日郵便で受け取りができます（予約が
必要です。必ずご本人がお越しください）。なお、個人番号の通知カードがなくても区役所窓口での受け取りが可能です。

詳しくは区ホームページでご確認ください。
ご予約は出張申請窓口予約センターでご確認ください。

日　時 場　所
4日（木）・5日（金） 太子橋中公園集会所1階（太子橋2-7-19）

9日（火）・30日（火）

10:00～16:00

ドコモショップ千林駅前店店内(千林1-5-10）

10日（水）・12日（金） 旭区民センター3階集会室1（中宮1-11-14）

18日（木）・19日（金） 大阪トヨタ GR Garage ASAHIショールーム（高殿2-21-3）

26日（金） 旭産業会館1階ミーティングルーム（生江1-10-38）

8月の開催

区ホームページ▶

健康だより
新型コロナウイルス感染症の対策として、がん検診、骨粗しょう症検診については案内送付時に受付時間を個別に指定
いたします。必ず時間内にお越しください。

※予約が必要なものは、事前にオンラインまたは電話でお問い合わせください。
　ただし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

予約要乳がん検診 9月16日（金）
9:30～10:50

9月16日（金）
9:30～11:00

本年度中に
40歳以上になる方

大阪市国民健康保険加入者で、
本年度中に40歳以上になる方
後期高齢者医療の方

1,500円

歯科健康相談

結核健診

9月16日（金）
9:30～10:30

9月12日（月）
10:00～11:00

全年齢

15歳以上

歯科医による健康相談

胸部エックス線撮影

無料

無料

特定健康診査※注2 無料

検診（健診）名 日時 対象（大阪市民の方） 内容 料金

注1：前年度受診されていない方。（受診間隔は2年に1回）
注2：健診は空腹時（食後10時間以上）で行います（空腹時の採血が必要なため）。受診時に国民健康保険証または後期高齢者医療証と、
　　受診券を必ずお持ちください。
※がん検診・骨粗しょう症検診について、検診部位の病気等で治療中・経過観察中の方や、自覚症状のある方、勤務先等で同程度の検診を
　受診できる方、同一年度内に勤務先や病院、他の自治体などで同等の検診・検査を受診済みの方（自費や診療は含みません）は
　対象外になります。

旭区保健福祉センター分館（森小路2-5-26）D
区役所 保健子育て課(2階25番)　G06-6957-9882T

申し込みは
こちらから▶
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●以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。

08月号 No.315
広 

報
（令和4年）2022 区役所開庁時間　月曜～金曜 9:00～17:30　※祝日・年末年始を除く　毎週金曜時間延長　19:00まで（一部業務のみ）

毎月第4日曜開庁　8月は28日（日）9:00～17:30（一部業務のみ） T G06-6957-9986　H06-6952-3247

●市政・区政に対するご意見・ご要望　T区役所 企画課（3階33番）　G06-6957-9683　H06-6952-3247
●区の推計人口（令和4年7月1日現在）　89,000人（45,590世帯）


