令和元年 8月号｜No.279

区 は西区役所 ●
保 は西区保健福祉センター
●

お知らせ
児童扶養手当

■ 現況届の提出

児童扶養手当の認定を受けている方にお知ら
せをお送りしますので、
「 現況届」
を8月中に提出し
てください。この届を提出されないと、児童扶養手
当を受けることができなくなります。

■ 未婚の受給者に対する臨時・特別給付金

次 の 要 件 を す べ て 満 た す 方 に 、特 別 給 付 金
（17,500円）
が令和2年1月期に支給されます。該
当する方は、児童扶養手当現況届提出時に区役所
3階38番窓口で申請してください。申請には戸籍
謄本
（発行費用は自己負担）
が必要になります。
要 件 令和元年10月31日時点で
①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受け
る母もしくは父
②これまでに法律婚をしたことがない
③事実婚をしていないか、事実婚中だが相手の
生死不明等

◀親子向けのお知らせ

「国民健康保険料のための
所得申告書」の提出

市税の納期限のお知らせ
■ 個人市・府民税（普通徴収分）第2期分の

国民健康保険では、保険料の計算や国の補助金
を申請するために、10月上旬までに税の申告が不
要な方を含め、すべての加入者の所得状況を把握
する必要があります。そのため、前年の所得を申告
されていない方のいる世帯へ、
「国民健康保険料の
ための所得申告書」
を7月にお送りしています。
国民健康保険料の軽減
（7・5・2割）
及び減免は、世
帯全員の所得が判明している必要があります。所得
の不明な方がいる場合は、
軽減・減免を受けられませ
んので、税の申告が不要な場合であっても、国民健
康保険にかかる所得の申告を行う必要があります。
なお、申告書をお送りした世帯のうち、未提出の
世帯を対象として、8月から
「大阪市国民健康保険料
コールセンター」
から電話で申告書の提出を呼びか
けていますので、必ず提出をお願いします。
区 窓口サービス課
（保険年金・保険）
c●
a06-6532-9956 b06-6538-7317

違法民泊に関する相談窓口

保 保健福祉課
（子育て支援）
c●

a06-6532-9948

b06-6538-7319

特別児童扶養手当・特別障がい者
手当等の所得状況届及び
現況届の提出
現在、認定している方にお知らせ文書をお送り
しています。特別児童扶養手当の認定を受けてい
る方は
「所得状況届」、特別障がい者手当・障がい
児福祉手当・福祉手当の認定を受けている方は
「現況届」
を提出してください。
期間内に提出されないと、手当の支給が遅れる
場合があります。なお、前年の所得額等により、支
給が停止されることがあります。
【受付期間】8月9日
（金）
〜9月11日
（水）
（土日祝日除く）
保 保健福祉課
（地域福祉）
c●

a06-6532-9857

b06-6538-7319

外国籍のお子さんの入学手続きについて
2020年4月に大阪市立の小・中学校に入学資
格があるお子さんの保護者の方へ区役所から8月
中旬に入学のご案内をお送りします。
入学を希望する保護者の方は、同封の入学申請
書に必 要 事 項を記 入して、9月3 0日（月）までに
送ってください。または、区役所1階3番窓口で手
続きをしてください。
◎対象となるお子さん
【小学校】2013年4月2日から2014年4月1日生まれの方
【中学校】2020年3月に小学校卒業の見込みの方
※学校選択制にかかる書類は8月下旬から9月上
旬にお送りします。
※入学する学校は、12月末までに区役所からお知
らせします。
区 窓口サービス課
（住民登録）
c●

a06-6532-9963

b06-6538-7317

4

（個人市民税担当）
a06-4395-2953

b 06-4395-2810

セアカゴケグモに注意しましょう！
セアカゴケグモは、大阪市
内でも多くの地域で生息が
確認されています。

卵のう
（左）
とメス
（右）
▶

■ どんなことに注意したらいいの？
・植木鉢を持ち運ぶ時や庭先に置いた履物をはく
時は、
クモがいないことを確認しましょう。
・屋外での作業の際は軍手やゴム製の手袋を使用
するなど咬まれないように注意しましょう。
・見つけても、決して素手で捕まえたりさわらない
ようにし、市販の殺虫剤を使用するか、踏みつぶし
て駆除しましょう。
■ もし咬まれたら？
通常は咬まれた周辺が痛いだけですが、
まれに
全身に痛みや吐き気などの症状が出て重症になる
ケースがあります。咬まれた部分を水でよく洗い
流し、
できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
保 保健福祉課
（地域保健）
c●

a06-6532-9973
b06-6532-6246

大阪市では、違法民泊施設の取り締まりを強化
するため、電話、FAX及びメールによる
「違法民泊
通報窓口」
を開設しています。ご近所で観光客が
頻繁に出入りしているなど、違法民泊が疑われる
場合は、詳しい情報をお寄せください。

c 大阪市保健所環境衛生監視課

（旅館業指導グループ）
a06-6647-0835 平日9:00〜17:30
（12月29日〜1月3日除く）
b06-6647-0733（24時間受付）
gryokan2016@city.osaka.lg.jp
（24時間受付）
詳しくはこちら▶

詳しくは
こちら▶

健診・検査のお知らせ

無料

●結核健診 予約不要

d 8月20日（火）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 8月23日（金）13:15〜14:00
j 市内在住の5〜8か月のお子さん

（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

日時

8月25日
（日）
9:30〜13:30

行政相談

8月9日
（金）
14:00〜16:00

人権相談

月曜日〜金曜日
9：00〜21：00
日・祝9：00〜17：30

要予約

場所・受付・予約など

e 区役所4階 43番窓口 p 各16名
【予約】
当日9:00から電話で先着順に
8月2日・16日
（金）
予約受付します。
13:00〜17:00
予約電話a06-6532-9683

日曜法律相談

（土曜日は休館）

障がい者相談
身体・知的・精神障がい者
の方及びご家族からの相談
をお受けします。日常生活で
お困りのことや障がい者の
福祉サービスなど、さまざま
なご相談に対応します。
d 8月26日（月）15:30〜17:30
e 区役所3階301会議室
保 保健福祉課
（地域福祉）
c●
a06-6532-9845 b06-6538-7319

納期限は、9月2日
（月）
です。
弁天町市税事務所市民税等グループ
c

区 きずなづくり課
c●

a06-6532-9683
b06-6538-7318

e 西区役所・天王寺区役所 p 各16名 c 大阪市総合コールセンター

【予約】8月22日
（木）
・23日
（金）
9:30〜12:00
予約専用電話a06-6208-8805

e 区役所1階会議室

（なにわコール）
a06-4301-7285
b06-6373-3302

区 きずなづくり課
c●

a06-6532-9683
b06-6538-7318

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
g7830@osaka-jinken.net
※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。

c 大阪市地域就労支援センター

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

ごみの分別相談

問合せ

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

8月9日・23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 8月1日、15日（木）13:30〜15:30 e 西区民センター

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

西区広報紙
「かぜ」
は33,500部発行し、8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）

