令和元年 7月号｜No.278

区 は西区役所 ●
保 は西区保健福祉センター
●

お知らせ
国民健康保険高齢受給者証を
更新します
大阪市国民健康保険に加入の70歳から74
歳の方に、新しい高齢受給者証を7月下旬まで
に転送不要の普通郵便でお送りします。
平成30年からの都道府県単位化に伴い、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」
に変更となりました。

後期高齢者医療制度の新しい
被保険者証と保険料決定
通知書をお送りします
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、新しい被保険者証（橙
色）
を7月上旬に転送不要の簡易書留郵便でお
送りします。
また、後期高齢者医療制度の保険料決定通
知書を7月中旬にお送りします。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、お問い
合わせください。
※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、
お問い合わせください。
区 窓口サービス課
（保険年金・保険）
c●

a06-6532-9956

b06-6538-7317

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）
医療証の更新
老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療
証
（黄色）
をお持ちの方に新しい医療証
（青色）
を7
月31日
（水）
までにお送りします。
※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、
お問い合わせください。

西区区政会議公募委員を募集します

キャッシュカードで簡単に国民健康
保険料の口座振替手続きができます
口座振替をご利用いただくと、ご指定の口座か
ら自動的に保険料をお支払いいただけますので、
納付書の紛失や納め忘れがなく安心・便利です。区
役所に次の金融機関のキャッシュカードをお持ち
いただくと、その場ですぐに口座振替の手続きが
できますので、ぜひご活用ください。
※暗証番号が必要です。
※後期高齢者医療保険料についても口座振替の
手続きができます。
［キャッシュカードによる手続きの取扱金融機関］
みずほ・三菱ＵＦＪ
・三井住友・りそな・ゆうちょ・
関西みらい・池田泉州・大阪信金・大阪シティ信金・
永和信金・北おおさか信金
区 窓口サービス課
（保険年金・管理）
c●
a06-6532-9946 b06-6538-7317

■ 介護保険料決定通知書

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月中旬
にお送りします。
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、
4月に決定通知書をお送りしました
が、
保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支
払いに変更となる方には改めてお送りします。

■ 介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けている方及び総合事
業対象者の方全員に、令和元年8月から令和2年7
月までの期間で介護サービス等を利用したときの
自己負担割合
（1割から3割）
を記載した
「介護保険
負担割合証」
を7月中旬にお送りします。
介護サービス等を利用する際に、
「 介護保険被
保険者証」
と併せてサービス提供事業者に提示を
お願いします。
保 保健福祉課
（介護保険）
c●

a06-6532-9859

4

b06-6538-7319

■ 固定資産税・都市計画税（第2期分）の
納期限は、7月31日
（水）
です。

c 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）については
弁天町市税事務所 固定資産税グループ
a06-4395-2957(土地)、2958(家屋)
b 06-4395-2812

固定資産税（償却資産）
については
船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）
グループ
a06-4705-2941 b06-4705-2905
口座振替・自動払込については
船場法人市税事務所 収納管理グループ
a06-4705-2931 b 06-4705-2927

健診・検査のお知らせ

無料

●結核健診 予約不要

d 7月11日（木）10:00〜11:00
j 区内在住の15歳以上の方

●BCG予防接種 予約不要

d 7月26日（金）13:15〜14:00
j 市内在住の5〜8か月の方

（1歳の誕生日前日まで接種可能）
※母子手帳、予防接種手帳を
お持ちください。

e 区役所 2階
保 保健福祉課
（地域保健）
fc ●
a06-6532-9882

b06-6532-6246

各種無料相談のお知らせ
相談名
法律相談
要予約

日曜法律相談
要予約

日時

場所・受付・予約など

e 区役所 p 各16名
7月5日・19日
（金） 【予約】当日9:00から電話で先着順に予
13:00〜17:00
約受付します。
予約電話a06-6532-9683
7月28日
（日）
9:30〜13:30

ナイター法律相談

人権相談

7月24日
（水）
18:00〜21:00

月曜日〜金曜日
9：00〜21：00
日・祝9：00〜17：30

（土曜日は休館）

【予約】7月25日
（木）
・26日
（金）
9：30〜12：00
予約専用電話a06-6208-8805

【受付方法】受付開始
（17:30予定）
まで
に来場された方で抽選を行い、相談の
順番を決定。空きがある場合は先着順。
（20：00まで）

c 大阪市総合コールセンター
（なにわコール）
a06-4301-7285
b06-6373-3302

g7830@osaka-jinken.net
悩みごと・困りごとがありましたら、お気
軽にご相談ください。人権擁護委員が
ご相談に応じます。
【受付】区役所5階52番窓口

就労相談

月曜日〜金曜日
10：00〜16：00

ひとり親家庭相談

毎週水曜日・金曜日 【受付】区役所3階38番窓口
9：15〜17：30
※予約の方を優先します

c 大阪第一人権擁護委員
協議会
a06-6942-1489
b06-6943-7406

c 大阪市地域就労支援センター

0120-939-783 b06-6567-6891
（受付時間10：00〜17：00）
※予約の方を優先します

7月12日・26日
（金）
【受付】区役所1階
9:30〜11:30

マタニティ・ベビー服・子ども服の展示・提供

d 7月4日、18日（木）13:30〜15:30 e 西区民センター

7月24日
（水）
14:00〜15:30

a06-6532-9683
b06-6538-7318

※区役所での相談をご希望の場合は、電話・FAXで事前にお申し込みください。

特設人権相談所

花と緑の相談

区 きずなづくり課
c●

c 大阪市人権啓発・相談センター
相談専用電話a06-6532-7830 b06-6531-0666

7月19日
（金）
13:30〜16:00

ごみの分別相談

問合せ

e 福島区役所・住吉区役所 p 各16名

e 天王寺区民センター p 40名

b06-6538-7319

介護保険料決定通知書及び
介護保険負担割合証をお送りします

市税の納期限のお知らせ

区における主要な施策やその
予算、実績、成果などについてご
意見をうかがうための公募委員
を募集します。
【任期】令和元年10月1日〜
令和3年9月30日
（2年間）
【公募数】3名
q 7月31日（水）必着
※詳しくは、区役所に設置の募集要項または西区
ホームページをご覧ください。
区 総務課
（事業調整）
c●
QRコードは
a06-6532-9978
こちら▶
b06-6538-7316

保 保健福祉課
（地域福祉）
c●

a06-6532-9036

◀親子向けのお知らせ

【受付】区役所4階会議室

※相談された方には、
サバンナ堆肥をプレゼントします

保 保健福祉課
（子育て支援）
c●

a06-6532-9952
b06-6538-7319

c 西部環境事業センター
a06-6552-0901
b06-6552-1130

c 大阪城公園事務所
a06-6941-1144
b06-6943-6877

西区広報紙
「かぜ」
は33,500部発行し、7月号1部あたりの発行単価
（配付費用含む）
は約23.3円です
（そのうち約1.7円を広告収入で賄っています）

