
※1かくたん検査の対象者には条件があります　※2 指定医療機関で実施

保健福祉課　2階　　番　 4809-9882

日時内容 対象 費用

18歳以上の方

30歳代の女性※2

20歳以上の女性※2
40歳以上の女性（昭和奇数年生まれの方）

40歳以上の方

1,000円
400円

400円

15歳以上の方

がん検診等の
予約状況はこちら

無 　料

無 　料

無 　料
  300円

40歳以上の方
エックス線
かくたん検査※1

1,500円

大腸がん検診
40歳以上の方   500円胃がん検診

肺がん検診

無 　料風しん抗体検査

乳がん検診

骨量検査
子宮頸がん検診

結核健診

予

制
約

要
不
約
予

予約の際にお問い
合わせください。

各種検診（健診）　保健福祉センターで実施

4/ 4（月）10:00～11:00
03:41～03:31）月（81/4

4/4（月）10:00～11:00

・妊娠を希望する女性
・妊娠を希望する女性の配偶者
・妊婦の配偶者

無 料 無 料ナイター法律相談 日曜法律相談
）火（62/4 18：00～21：00

（受付は20：00まで）
北区民センター

　　　（北区扇町2-1-27）
40名（先着順）

※定員に達した時点で受付早期終了あり

）日（42/4 9：30～13：30
西区役所（西区新町4-5-14）
16名（電話予約要：先着順）

の）金（22・）木（12/4で話電
　　　9：30～12：00に申し込み。

予約専用電話番号 6208-8805

各種相談日 4月1日～5月31日
相談日 問合せ

区役所で実施
（★は予約制）無 料

法律相談★

行政書士★
による相談
司法書士★
による相談

4月 7・14・21・28
5月 ）日曜金みの日6（62・91・21・6

総務課 1階10番
4809-9683

★予約専用電話 4809-9843
　（相談日当日の9：00から受付）13：00～17：00（第1～4木曜）

9：00～21：00
9：00～17：30

（月～金）
（土・日・祝）
（電話・ファックスでの相談も可）

（毎週水曜） 9：15～12：15

4月 1 ）水（3 5月 1 ）水（1
13：00～16：00

4月 5・12・19・26
5月 10・17・24・31
13：00～16：00

）でま00：51は付受（00：61～00：41
4月 4（月） 5月 2（月）

14:00～16:00
4月 ）火（5 5月 ）火（01

5月 ）水（52

4月 ）水（02 5月 ）水（81
13：00～16：00

★行政書士会相談受付 
6306-3307（月～金10：00～16：00）

税務相談★

★司法書士事務所 6358-4533
　（月～金9：00～18：00）

経営相談★ 随時
（土日除く7日前までに申込み）

就労相談
　　★※

4月 6・13・20・27
5月 11・18・25

（毎週火・金） 9：15～17：30

4月 1・5・8・12・15・19・22・26
5月 6・10・13・17・20・24・27・31

★※11：45～12：15は要予約
大阪市地域就労支援センター
0120-939-783

★総務課 1階10番
4809-9683 6327-1970

総務課 1階10番
4809-9683

人権出張
相談　★

花と緑の
相談

★人権啓発・相談センター
6532-7830 6531-0666

行政相談

★保健福祉課 2階25番　
4809-9852

ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

★総務課 1階10番　
4809-9683

（相談日当日の9：00から受付）

ひとり親家庭
サポーター
による相談★

十三公園事務所 6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

13：30～15：00
4月 ）水（72区長との懇談★

（定員3組）
★総務課 1階10番
4809-9683 6327-1970

大阪市総合コールセンター　 4301-7285

健康掲示板 ※詳しくは、お問い合わせください。

社会保険労務士
による相談★ 13:00～16:00

4月 27（水） 5月 25（水） ★社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金10:00～17:00）
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固定資産税・都市計画税（第１期分）、
介護保険料の納期限は、　　　　　　　　　　　　　　 です。5月2日●月

『行政書士相談』ってどんな相談ができるの？

①②保健福祉課　２階　　番　 4809-9850
         ③～⑦        　　２階　　番　 4809-9845

４月から各種手当額が改定されます
　次のとおり各種手当を改定します。詳しくは各窓口へお問い合せください。
　現在児童扶養手当を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。

　官公署（各省庁、市・区役所、警察署等）に提出する書類の作成・
相談・手続き代行、権利義務に関する書類（遺産分割協議書、示談
書、内容証明等）の作成・相談、事実証明（会計帳簿等）に関する書類
の作成・相談など、行政書士は幅広く活動しています。皆さまの助けに
なればと思いますので、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。

Ｗｅｂ口座振替受付サービスのご案内

取扱金融機関
みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行、
池田泉州銀行、大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、永和信用金庫、
北おおさか信用金庫、ゆうちょ銀行

お申込み可能な徴収金
市・府民税（普通徴収）／固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
固定資産税（償却資産）／国民健康保険料／介護保険料

利用できる方
取扱金融機関預貯金口座のキャッシュカードをお持ちの個人の方
（※法人口座での利用はできません。）

お申込み可能な徴収金、取扱金融機関等
詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
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【市税】財政局船場法人市税事務所収納管理グループ　 4705-2931
　　　【国保】窓口サービス課　１階　　番　 4809-9946
　　　【介護】保健福祉課　２階　　番　 4809-9859
　　　　

29
7

後期高齢者医療保険料率の改定について
　平成28年・29年度の後期高齢者医療の保険料率が改定されました。大阪府内の
被保険者均等割額は51,649円、所得割率は10.41％となります。お一人おひとりの保
険料額は7月にお知らせします。

窓口サービス課　１階　　番　 4809-9956　6

介護保険料決定通知書をお送りします
　第1号被保険者の方で、口座振替か納付書で保険料をお支払いただいている方
に、介護保険料決定通知書を4月中旬にお送りします。なお、年金からあらかじめお支
払いただいている方には7月中旬にお送りします。

保健福祉課　２階　　番　 4809‐985929

①児童扶養手当（全部支給）
②児童扶養手当（一部支給）
③特別児童扶養手当（1級）
④特別児童扶養手当（2級）
⑤特別障がい者手当
⑥障がい児福祉手当
⑦経過的福祉手当

42,000円
41,990円～9,910円

51,100円
34,030円
26,620円
14,480円
14,480円

42,330円
42,330円～9,990円

51,500円
34,300円
26,830円
14,600円
14,600円

→
→
→
→
→
→
→

各種手当 変更前 変更後

野口　直美さん
の  ぐち　     なお  み

高橋　俊一さん
たか はし　   しゅんいち

総務課　１階　　番　 4809-968310

行政書士さん
に

聞いてみまし
た！

笑顔が素敵な野口さん、
優しい雰囲気の高橋さんにお話を伺いました。

固定資産税（土地・家屋）の縦覧
4月1日～5月2 でま）00:91は日曜金（03:71～00:9）く除を日祝・日・土（日
梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル７階）

　 ※市役所・区役所・出張所・船場法人市税事務所で縦覧はできません。
梅田市税事務所固定資産税グループ　 4797-2957（土地）　 4797-2958（家屋）

期 間

納期限のお知らせ
納付には口座振替・自動払込が便利です

手続き簡単

印鑑不要

24時間
申込可能

4月から市税・国保・介護の口座振替・自動払込のお申込みが
パソコン・スマートフォン等からできるようになります。

※4月の振り込み分については
　変更前の金額になります。

※一部取り扱いのできない支店等があります。

大阪市 Ｗｅｂ口座振替 検索

［お詫び］3月号特集１面下の「移動型乳がん検診車がやってきます！」の場所に誤記載がありました。
正しくは、７/28が井高野小学校、８/２が淡路小学校です。また、特集２面左上の保健福祉センターの
電話番号に誤記載がありました。正しくは、「4809-9882」です。深くお詫び申し上げます。

2 ◆「広報ひがしよどがわ」4月号は63,000部発行し、1部あたりの発行単価（配付費用含む）は約16円です（そのうち約3円を広告収入で賄っています）。
◆「広報ひがしよどがわ」は再生紙を使用しています。

広 報

広告掲載枠


