
広告掲載枠❖日曜法律相談 無料
l６/26(日)９：30～13：30
I 都島区役所（都島区中野町

2-16-20）、浪速区役所（浪速
区敷津東1-4-20）

C各16名(電話予約要：先着順)
V 電話で、６/23(木)・24(金)の

9：30～12：00に申し込み。
　予約専用電話はH6208-8805

■U大阪市総合コールセンター　H4301-7285

子宮頸がん検診対象者
20歳 平成7年4月2日～平成8年4月1日

乳がん検診対象者
40歳 昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

28年度大阪市がん検診無料クーポン券
を5月下旬から６月上旬以降に下記の対
象年齢の方にお送りします。

大阪市がん検診無料クーポン券をお送りします！

■U健診（保健企画）　２階�番　H4809-9882

健 康 掲 示 板

❖特定健康診査･後期高齢者医療健康診査 無料・予約不要
日　時 場　所 対象・費用

6/4(土)9:30～11:00 下新庄小学校
国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
している方。受診券と保険証を持参。6/12(日)9:30～11:00

保健福祉センター
6/27(月)9:30～11:00

❖各種検診（健診）� ※保健福祉センターで実施
内　容 日　時 対　象 費　用

予
約
制

胃がん検診

予約の際にお問い合わ
せください。

40歳以上の方 500円
大腸がん検診 40歳以上の方 300円

肺がん検診 40歳以上の方 エックス線 無　料
かくたん検査※1 400円

乳がん検診
30歳代の女性　※2 1,000円
40歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方） 1,500円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方）　※2 400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査
6/6(月)10:00～11:00
6/20(月)13:30～14:30
7/4(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

予
約
不
要
結核健診 6/6(月)10:00～11:00

7/4(月)10:00～11:00 15歳以上の方 無　料

※1�かくたん検査の対象者には条件があります。　※2�医療機関で受診

各 種 相 談 日 区役所で実施（★は予約制）
相談日 問合せ

法律相談★
６月…2・9・16・23
７月…7・14・21・28
(第1～4木曜) Q13：00～17：00

広聴相談　1階10番　H4809-9683
★予約専用電話…H4809-9843
(相談日当日の9：00から受付)

税務相談★
６月…7・14・21・28
７月…5・12・19・26
Q13：00～16：00

★広聴相談　1階10番
H4809-9683
(相談日当日の9：00から受付)

不動産相談★ ７月６(水)
Q13：00～16：00

★全日本不動産協会大阪府本部北支部
H6373-1511(月～金10：00～16：00)

行政書士★
による相談

６月８(水)　７月13(水)
Q13：00～16：00

★行政書士会相談受付
H6306-3307(月～金10：00～16：00)

司法書士★
による相談　

６月15(水)　７月20(水)
Q13：00～16：00

★司法書士事務所　H6358-4533
(月～金9：00～18：00)

社会保険労務士
による相談★

６月22(水)　７月27(水)
Q13：00～16：00

★社会保険労務士事務所
H4800-8125(月～金10：00～17：00)

就労相談
（一部の時間帯
のみ★）

６月…1・8・15・22・29
７月…6・13・20・27
(毎週水曜) Q9：15～12：15

★11：45～12：15のみ要予約
大阪市地域就労支援センター
H0120-939-783

経営相談★ 随時(土日除く7日前までに申込み) ★広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

人権出張相談★
(月～金) Q9：00～21：00
(土・日・祝) Q9：00～17：30
(電話・ファックスでの相談も可)

★人権啓発・相談センター
H6532-7830　56531-0666

ひとり親家庭サ
ポーターによる
相談★

６月…3・7・10・14・17・21・24・28
７月…1・5・8・12・15・19・22・26・29
（毎週火・金）Q9：15～17：30

★区役所保健福祉課　2階25番
H4809-9852
ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

行政相談 ６月6(月)　７月4(月)
Q14：00～16：00(受付は15時まで)

広聴相談　1階10番
H4809-9683

花と緑の相談 ６月14(火)　７月12(火)
Q14：00～16：00

十三公園事務所　H6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

区長との懇談★ 随時（日時は申込の際に調整します）
★広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

6月1日～7月31日 無
料

　�護保険の負担限度額認定のお知らせ介
★�平成28年度から、利用者負担段階
区分２段階の要件に非課税年金収
入額も勘案することになります。
★負担限度額判定要件
　・�世帯全員が非課税であること
（別世帯配偶者も含む）。
　・�預貯金等が、単身の場合１０００万
円以下、夫婦の場合2０００万円以
下であること。

※�申請時に、預貯金通帳・有価証券・投資信
託等の写し、また、非課税年金（遺族・障が

い年金）の受給者の方は、年金支払通知
書等、年金収入額と基礎年金番号等が
確認できるものが必要となります。
※�なお、金融機関への照会等にて虚偽申告
であると判明した場合は、給付額の返還
に加え、最大で給付額の２倍の加算金が
課せられる場合があります。
　認定証の有効期限は7月3１日で
す。更新申請は６月3０日までに行っ
てください。
U介護保険　２階�番
　　　H4809－9859

U 保険年金（保険料について）…１階❻番　H4809－9956
　　　　�　　　　（減免について）……１階❼番　H4809－9946

　�成28年度の国民健康保険料が決定しました。
　減免申請、納付相談はお早めに‼
平

　平成28年度（平成28年４月から平成29年３月）国民健康保険料の決定通知
書を６月中旬に送付します。送付直後は、多数の方が来庁され、窓口が大変
混雑します。６月１日（水）から保険料についての説明等をさせていただきま
すので、窓口の混雑を避けて、お早めにご来庁ください。
【保険料の減免】
　退職・倒産などで所得が大幅に減少し、お支払いが困難な方は申請により
保険料を減免できる場合があります。減免を受けようとする月の納期限（毎
月月末。末日が金融機関の休業日は、翌営業日。）7日前までに申請が必要で
す。お早めにご相談ください。
国民健康保険料は、次の表により計算した金額が年間保険料となります。

平成２８年度国民健康保険料（年額）
医療分保険料 後期高齢者

支援金分保険料 介護分保険料※
平等割保険料
（世帯あたり） 32，8５０円 １１，５４１円 9，５５１円
均等割保険料

（被保険者あたり）
被保険者数
×2０，１１8円

被保険者数
×７，０６8円

介護保険第２号被保険者
×8，０2０円

所得割保険料
被保険者（介護保険第２号被保険者）ごとに

（平成2７年中総所得金額－33万円）×所得割料率
8．００％ 2．82％ 2．５０％

最高限度額 ５４万円 １9万円 １６万円
※�介護分保険料は、介護保険第２号被保険者（４０歳～６４歳の方）がいる世帯のみにかかります。

※�詳しくは、お問い
合わせください。

　�動産に関する相談を始めます 無料・要予約不

U広聴相談　１階�番　H4809－9683

　平成28年7月６日より「不動産に関する相談」を始めます。不動産の賃貸・
売買など不動産のことで困っている、どこに相談し
たらよいのかわからないなど、お気軽にご相談くだ
さい。
実施日時 �毎月第１水曜日（平成28年7月より・祝日

の場合はなし）
相談時間 １3：００～１６：００（１組3０分以内）
予約方法 �前日までに全日本不動産協会大阪府本部　北支部（H6373－1511）

に電話（月～金の１０：００～１６：００）で申込み。（当日申込みも可能で
すが、事前予約優先のため、ご希望に沿えないことがあります。）

U 梅田市税事務所市民税等グループ（個人市民税担当）　H4797－2953

U府民お問合せセンター「ピピッとライン」　H6910－8001

　�成28年度　個人市・府民税の納税通知書を６月上旬
に送付します

平

■失業中の方等に対する減額・免除について
　失業や大幅な所得減少の場合で、前年中の所得金額が一定額以下であるなどの全
ての要件に該当する場合に限り、申請により審査を経て減額・免除されることがあり
ます（自己都合退職、定年退職等を除く。ただし病気や妊娠・出産等を理由として退職
した方で、一定の要件に該当する場合は、減免の対象となることがあります）。詳しく
は、納税通知書同封のお知らせまたは大阪市ホームページ等をご覧ください。
■会社等にお勤めの方（給与所得者）
　勤務先を通じて税額決定通知書をお送りし、毎月の給与から個人市・府民税が差
し引き（特別徴収）されます。

■府民税の均等割額の変更について
　大阪府では、森林環境税として個人の府民税均等割額に3００円を加算します。

混雑予想カレンダーを来庁のご参考にご利用ください➡
http://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000324848.html

がん検診等の予約状況はこちら➡
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000335689.html

◆「広報ひがしよどがわ」６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。２

◆納期限のお知らせ…個人市・府民税（普通徴収）、国民健康保険料、介護保険料の納期限は、６月30日（木）です。
納付には口座振替・自動払込が便利です


