新しい老人医療
（一部負担金相当額等
一部助成）
医療証を送付します

お知らせ
介護保険料決定通知書及び
介護保険負担割合証を送付します
●介護保険料決定通知書について

65歳以上の方（介護保険の第１号被保険者）で、年金
からのお支払いにより保険料を納めていただいてい
る方に、介護保険料決定通知書を７月中に送付します。
また、口座振替や納付書等で保険料を納めていただ
いている方には、
４月に決定通知書を送付しましたが、
保険料段階の変更となる方や年金からのお支払いに
変更となる方については改めて送付します。

●介護保険負担割合証について

要介護・要支援認定を受けている方及び総合事業の
対象者の方全員に、平成30年８月から平成31年７月ま
での期間の介護サービス等を利用したときの自己負
担割合を記載した「介護保険負担割合証」を７月中旬
に送付します。介護サービス等を利用する際には、
「介
護保険被保険者証」
と併せて提示してください。

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証（青
色）をお持ちの方に７月下旬までに新しい医療証（黄
色）
を送付します。
なお、制度変更に伴い重度障がい者
医療費助成制度に移行できる方については、
７月下旬
までに障がい者医療証（オレンジ色）
を送付します。現
在のものは8月から使用できなくなります。7月中に届
かなかった場合は、
お問合せください。
問合せ

第68回
社会を明るくする運動
映画のつどい

後期高齢者医療制度の
新しい被保険者証と
保険料決定通知書を送付します

75歳（一定の障がいがあると認定された方は65歳）以上
の方に、平成30年度の被保険者証（水色）を7月上旬に転
送不要の簡易書留郵便で送付します。現在の桃色のもの
は8月1日から使えなくなります。なお、7月中に届かなかっ
た場合や郵便局の保管期限を過ぎた場合は、お問合せく
ださい。また、保険料決定通知書を７月中旬に送付します。
保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替
による納付方法が選択できますので、お問合せください。
問合せ

窓口サービス課 4階48番
☎6715-9956 FAX6717-1161

問合せ ●固定資産税・都市計画税
（土地・家屋）
について

なんば市税事務所固定資産税グループ
☎4397-2957(土地) ☎4397-2958(家屋)
●固定資産税（償却資産）
について
船場法人市税事務所固定資産税
（償却資産）
グループ ☎4705-2941

内 容 ①法務省作成DVD
「ボクの居場所」30分

②式典30分
③映画上映「校庭に東風吹いて」120分

問合せ 社会を明るくする運動実施委員会

地域まちづくり課内
☎6715-9080 FAX6717-1163

大阪市登録調査員を募集しています

住宅・土地統計調査などの統計法に基づく基幹統計
調査の統計調査員を募集しています。下記までお問合
せください。
問合せ

小学校・中学校で
ボランティア活動を
していただける方を
募集します
活動内容 ◆児童生徒の見守り
（自主学習会、学校行事、部活

動（中学校のみ）、校庭開放、登下校の見守り）
◆授業の支援（新入学生（小学校のみ）、実習等
の支援）
◆課外活動等の支援（給食時、緑化の活動）
◆学校図書館等の支援
◆地域ティーチャー

●生野スポーツセンター開放DAY
（バドミントン・卓球）
と き 7月14日
（土）、28日
（土）

10：00〜11：45／12：30〜14：15

費用 大人200円、
子ども100円、幼児無料

申込み 各利用時間の20分前〜5分前の間

（多数の場合は5分前に抽選）

●夜間自主練習会（卓球）
と き 7月14日
（土）、28日
（土）

18:30〜20:40

費 用 大人300円、
子ども100円、幼児無料

3日前（水）の10：00から電話にて受付
※当日18：30までに来館されない
場合、予約取り消しとなります。

※地域ティーチャーのみの方は、受講不要

と き 8月8日
（水）14：00〜16：00

ところ 生野区役所 502会議室

申込み 電話、
直接窓口、郵便（住所・名

前・生年月日・電話番号・希望
する活動内容）、電子申請のい
ずれかで
（QRコードから）
問合せ
地域まちづくり課 4階43番
☎6715-9920 FAX6717-1163

このコーナーは、地域に密着した情報を掲載
しています。皆さんからの情報をお待ちして
います。掲載希望月の2ヶ月前の10日までに
ご連絡ください。なお、紙面の都合で掲載で
きない場合もあります。

※政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載できません。

企画総務課 4階46番
☎6715-9625 FAX6717-1160
都市計画局企画振興部統計調査担当
☎6208-7863 FAX6231-3751

スポーツセンターからのお知らせ

応募条件 満18歳以上

※中学生以下は保護者同伴
※必ずフロアーシューズ持参のうえ、2人以上で参加
※ラケット・シャトル・ボールの無料貸し出しあり
（数に限り有）
（巽西1-1-3）
ところ 生野スポーツセンター
問合せ ☎6758-4500 FAX6758-4618

光川理数製作所 動くからくり工作

からくりタネあかしで「考える力」アップ！
と き 7月8日
（日）10:00

対 象 小学生4・5年生

ところ 生野区民センター
定 員 10人

申込み 下記 問合せ まで ※材料費等かかります。
※詳しくはお問合せください。
問合せ 光川 ☎090-3353-6708

生野の町と人とモノとくらしを見つめる情報誌「桃谷ロイター」

桃谷周辺に暮らすメンバーによって、昨年秋に紙面版「桃谷ロイ
ター」の創刊0号を、今年春に1号を発行しました。
また、同名の
ウェブサイトでは、
データ版もご覧いただけます！紙面版は、年2
回の発行を予定していますので、
ぜひお手にとってご覧ください。
紙面版は現在、生野区内の店舗、大阪市内の公共施設・文化施
設、
関西の大学・専門学校などで入手できます。
ウェブサイトはコチラ▶▶ 桃谷ロイター

固定資産税・都市計画税
（第2期分）の納期限は
7月31日（火）です

●安心して活動していただくための
基礎研修（受講必須）

窓口サービス課 4階48番
☎6715-9956 FAX6717-1161

NEWS

（個人市民税担当）☎4397-2953

定 員 400人
（当日先着順）

活動時期 9月〜随時活動予定

平成30年４月からの都道府県単位化に伴い、新しい高
齢受給者証の名称が
「大阪府国民健康保険高齢受給者
証」に変更となります。大阪市国民健康保険に加入の
70歳から74歳の方に７月下旬までに新しい高齢受給
者証を送付します。現在のものは8月から使用できなく
なります。
７月中に届かない場合はお問合せください。

地 域の情報

問合せ なんば市税事務所 市民税等グループ

ところ リゲッタIKUNOホール
（生野区民センター内）

活動時間 要相談
（わずかな時間でも結構です。）

国民健康保険の新しい
高齢受給者証を送付します

問合せ

昨年度に勤務先からの給与支払報告書や所得税の確
定申告書が提出されている方で、今年度の申告等が
ない方などを対象に、個人市･府民税の申告書をお送
りしています。申告が必要な場合は、指定の期日まで
にご提出ください。
また、申告内容、収入・資産状況お
よび事務所等の開設状況などについて、市税事務所
から電話や文書または訪問（徴税吏員証を携帯）
によ
る調査を実施していますので、
ご協力をお願いします。

と き 7月6日
（金）17:30から
（開場17:15）

問合せ 介護保険料・介護保険負担割合証コールセンター

☎6123-7743
（7月11日（水）〜31日（火）／9:00〜17:30
※土日祝除く）
保健福祉課 2階22番
☎6715-9859 FAX6715-9967

保健福祉担当 2階21番
☎6715-9857 FAX6717-9967

個人市・府民税に関する
申告の調査を実施しています

検索

問合せ 桃谷ロイター実行委員会 メール：momodaninoneko@gmail.com

第６７回「全大阪よい歯のコンクール」
生野区地区審査会を開催！

４月１８日（水）、
「よい歯」の日に、第６７回「全大阪よい歯の
コンクール」生野区地区審査会を開催しました。当日は、
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までに生野区で
３歳児健診を受けられた７１６名の中から選抜された最優
良親子１組を決定しました。その１組については、生野区の代表として５月２６日
（土）
に
「全大阪よい歯のコンクール」中央審査会に参加していただきました。
問合せ
保健福祉課 ２階２４番 ☎６７１５-９８８２ FAX６７１２-０６５２

「生野区成人の日記念のつどい」
は平成31年1月13日
（日曜日）
［※成人の日の前日］
に開催。 問合せ

地域まちづくり課
☎6715-9010

