
区の人口：165,140人、男： 78,585人、女： 86,555人、世帯数： 77,587世帯　＜平成28年9月1日現在推計＞
交通事故（人身事故）件数325件（概数）、火災件数21件、救急件数7,686件　　＜平成28年1月～8月累計＞

 京橋市税事務所
（個人市民税担当）

 4801-2953　  4801-2905

医療証を更新します
　障がい者医療証はうぐいす色からオ
レンジ色へ、ひとり親家庭医療証はあ
さぎ色から桃色へ変わります。こども
医療証は色の変更はありません。
　10月下旬に新しい医療証をお送りし
ます。現在、お持ちの医療証は11月1日
から使えなくなりますので10月末まで
に届かない場合はご連絡ください。
※ こども医療証については、有効期限が
平成28年10月31日までの医療証を
お持ちの方が更新対象となります。

 保健福祉センター保健福祉課
（医療助成）

 6930-9857　  6932-1295

区PTA協議会・区役所主催
「第6回城東区進学説明会」

無　料申込不要
　小・中学生対象の学校説明会を開催
します。公立・私立約100校が参加予定
です（パンフレットのみの参加校も含
まれています）。
とき▶10月9日（日）10:30～16:00
ところ▶区民センター2階ホール、4階
会議室（中央3-5-45）
内容▶学校別相談/パンフレットコー
ナー/奨学金相談/制服展示

 区役所総務課（総合企画）
 6930-9094　  6932-0979 10月は「犬･猫を正しく飼う

運動」強調月間です
世の中は動物が好きな人ばかりでは
ありません。他人に迷惑をかけないよう
次のことを守って正しく飼いましょう。
・ フンの後始末は飼い主の責任ですの
で、必ず後始末をしましょう。
・ 無責任な放し飼いはやめましょう。
・ 犬の登録を行い、狂犬病予防注射を必
ず受けましょう。
・ もらい手のない子犬・子猫を増やさ
ないためにも、不妊・去勢手術をしま
しょう。
・ 愛情と責任をもって終生飼いましょう。
・ 野良猫に無責任にエサを与えないよ
うにしましょう。

 保健福祉センター保健福祉課
(生活環境) 

 6930-9973　  6930-9936　

城東・旭・鶴見3区合同
ひったくり防止カバー
取り付けキャンペーン
　
とき▶10月20日(木)11:00～
※雨天中止
ところ▶ジョーシン電機・鶴見店(南側
駐輪場) （鶴見区緑1-18-11）
定員▶200名（当日先着順）
※ 取り付けキャンペーンにつき、配布
のみは行いません。取り付けご希望
の自転車でお越しください。
※ 実施場所・時間等は予告なく変更に
なる場合があります。

 区役所市民協働課（地域安全防
犯）

 6930-9787　  6931-9999

戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金の国債交付が遅れ
ています
　区役所で受付しました「第10回戦没
者等の遺族に対する特別弔慰金」の請
求書類は、区役所で記載内容や必要書
類を審査して、随時大阪府へ送付して
います。
　現在、大阪府での内容審査および裁
定都道府県（戦没者等が除籍された当
時の本籍地）での裁定処理を行ってい
ますが、国債交付が大幅に遅れており、
交付まで1年6か月ほどお待ちいただ
く見込みとなっています。
準備でき次第、順次交付のご案内を
お送りしますので、たいへん申し訳ご
ざいませんが、交付まで今しばらくお
待ちいただきますようお願いします。

 区役所市民協働課
 6930-9046　  6931-9999

対象▶区内在住・在勤・在学の方
申込み▶ハガキに作品を描いて、宛名
面（作品の裏）に、住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を記入し、下記問
合せ先まで送付または区役所3階32番
窓口へ持参してください。
※自作の作品に限ります。
※ 応募は一人につき2枚までです(応
募作品は返却できません)。
※ 年賀ハガキを使用される場合は、宛名面の「年賀」の表示を消してく
ださい。
※ハガキと同じ大きさの厚紙等を使用しても構いません。
締切り▶11月18日（金）必着

 区役所総務課「年賀状」係（〒536-8510 中央3-5-45）
 6930-9095　  6932-0979

　来年の「ふれあい城東」1月号誌面を飾る年賀状を募集し、入選
作品を掲載します。掲載する際には、氏名・住所（町名のみ）も載
ります。また、すべての作品を1月4日（水）～13日（金）に区役所
で展示します。ぜひ、ご応募ください！

平成29年4月からの保育
所・認定こども園等の利用
申込受付
　年度途中に申込みをされた方も期間
中にもう一度申込みをしてください。
申込書配付期間▶10月17日(月)まで
保育所・認定こども園は日曜日･祝日を
除く10:00～16:00
保健福祉センターは土･日曜日･祝日を
除く9:00～17:30
配付場所▶保育所・認定こども園また
は保健福祉センター保健福祉課(区役
所1階17番窓口)
※ 小規模保育施設では申込書を配付し
ていません。
※ 申込書等は、こども青少年局ホーム
ページよりダウンロード可
受付期間▶10月3日(月)～ 17日(月)
9:00～17:30
受付場所▶保健福祉センター保健福祉
課(区役所1階17番窓口)
※ 保育所・認定こども園・小規模保育事
業所では受付を行いません。

利用基準▶保護者が仕事などの理由に
より家庭で保育ができない場合、その他
保育の実施が必要と認められる場合。
利用可能年齢▶0～5歳(年齢は平成
29年4月1日現在､0歳児は満6か月以
上が原則)
※ 大阪信愛保育園は0～2歳児対象、小
規模保育事業所は満6か月～2歳が
対象(年齢は平成29年4月1日現在)
※ 認定こども園の1号認定(幼稚園と
しての利用)の申込みは、直接施設に
ご確認ください。

 保健福祉センター保健福祉課
 6930-9857　  6932-1295

救命講習を受講しましょう
いざと言うとき大切な人を守れますか?

　胸骨圧迫や
AEDの使い方
を習得するた
め「普通救命
講習」のほか、
お仕事などで
お忙しい方のための短時間講習「救命
入門コース」、骨折・外傷・やけどなどの
応急処置にも対応できる「上級救命講
習」など多数の講習を実施しています。
　講習を希望される方は下記問合せ先
までご連絡ください。

 城東消防署　  6931-0119
 http://www.city.osaka.lg.jp/

shobo/page/0000341017.html

　城東区民大会を開催します！府警
察本部音楽隊や幼稚園児の演奏等を
予定。先着400名に素敵な記念品も！
とき▶10月13日(木)14:00～
ところ▶区民センター2階 ホール
(中央3-5-45)

 城東警察署　  6934-1234

寝屋川北部
地下河川事業の事業概要書
を縦覧します
とき▶10月17日(月)～11月15日(火)
ところ▶区役所1階 区民情報コーナー

 大阪府寝屋川水系改修工営所
 6962-7661　  6969-6483

国民健康保険被保険者証を
更新します
　11月1日に
国民健康保険
被保険者証を
更新するため、
10月中に新しい被保険者証（桃色）を
世帯主の方あて転送不要の簡易書留
郵便で送付します。
　簡易書留郵便はポストには投函さ
れませんので、配達時にご不在の場合
は、投函された「郵便物等お預かりの
お知らせ」に書かれた方法でお受け取
りください。
　また、10月中に届かない場合や、郵
便局の保管期限が過ぎた場合、被保険
者証の記載内容に変更がある場合は、
「郵便物等お預かりのお知らせ」（お持
ちの方）、本人確認資料、今お持ちの国
民健康保険被保険者証、印かんを持っ
て、区役所1階15番窓口までお越しく
ださい。
　なお、10月31日までに75歳になる
方には、すでに後期高齢者医療制度被
保険者証を送付しています。

 区役所窓口サービス課（保険年
金：保険）

 6930-9956　  6932-0979

お知らせ　区役所の日曜開庁は10月23日(日) 9:00～17:30です。＜窓口サービス課(住民情報・保険年金)＞
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個人市・府民税（普通徴収）
第3期分の納期限は、

10月31日（月）です。

国民健康保険
被保険者証

有効期限 　平成 00年 0
0月00日

記号 00　　番号 00

保険者
□□□

氏名　　　　□□□□

生年月日　　昭和 00年
00月00日　　性別□

資格取得日　平成 00年
00月00日

交付年月日　平成 00年
00月00日

世帯氏名　　□□□□

住所　　　　□□□□□
□□□□□□□□□□□

保険番号
印

掲載された方に表彰状を贈呈！

作品募集

全国地域安全運動
10月11日(火)～20日(木)

申込不要 無　料

無　料申込要
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