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令和4年12月号▶No.319

西 区 民 の み な さ ま へ

問
合
せ
●区 窓口サービス課（保険年金・保険） 1階2番窓口
a06-6532-9956　b06-6538-7317

　ご自分で脱退手続きをしない限り、国保の保険
料の請求が続いてしまいます。また、誤って病院等
で国民健康保険証を使用した場合、返還金の請求
をさせていただく場合もあります。
　脱退手続きは忘れずお早めにお願いします。

会社などの健康保険に加入したら
国保の脱退手続きを忘れずに！！

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、健診・検
査や各種無料相談等が中止・延期される場合がありま

す。最新の実施状況は各問合せ先にご確認ください。また参加
時には、主催者による感染拡大防止策にご協力をお願いします。

各種無料相談のお知らせ各種無料相談のお知らせ

12月2日・16日、1月20日（金）
13:00～17:00

12月25日（日）
9:30～13:30

相談名 日 時 場所・受付・予約など 問合せ

受付 区役所4階43番窓口 定員 各16名
予約 当日9:00から電話で先着順に予約受付

予約電話
06-6532-9683

場所 中央区役所・生野区役所 定員 各16名
予約 12月22日（木）・23日（金） 9:30～12:00

予約専用電話
06-6208-8805

相談専用電話
06-6208-7489

月曜日～金曜日
9:00～17:30（祝日除く）（注）

犯罪被害者等支援
のための総合相談窓口

受付 市民局人権企画課（市役所4階） 市民局人権企画課（市役所4階）
b06-6202-7073

●区 地域支援課（きずなづくり）
a06-6532-9683 b06-6538-7318

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

受付ひとり親家庭相談 毎週水曜日・金曜日
9：15～17：30（祝日除く）（注）

※予約の方を優先します。区役所3階38番窓口 ●区 保健福祉課（子育て支援）
a06-6532-9952 b06-6538-7319

人権相談
月曜日～金曜日 9:00～21:00
日曜日・祝日 9:00～17:30
（土曜日は休館）（注）

相談専用電話
06-6532-7830

大阪市人権啓発・相談センター

g7830@osaka-jinken.net
b06-6531-0666

受付 大阪市人権啓発・相談センター
※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。

法律相談 要予約

日曜法律相談 要予約

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

ごみの分別相談・
フードドライブ

12月9日・23日（金）
9:30～11:30 受付 区役所1階

●区 地域支援課（きずなづくり）
a06-6532-9683 b06-6538-7318行政相談 12月9日（金）

14:00～16:00
受付 区役所4階相談室

●区 保健福祉課（地域保健）
3階34番窓口

a06-6532-9882
b06-6532-6246

健診・検査のお知らせ

◆BCG予防接種 予約不要 無料

12月16日（金）13:15～14:00
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）

日 時
対 象

※母子手帳、予防接種手帳をお持ちください。

場 所 区役所 2階

詳しくは
こちら▶

◆結核健診 予約不要 無料

12月27日（火）10:00～11:00
市内在住の15歳以上の方

日 時
対 象

結核は早く見つけて早く治療すれば治る病気です。
年に1回は結核健診を受けることが大切です。

問
合
せ

（注）年末年始（12月29日（木）～1月3日（火））は休止します。

●ノロウイルスによる感染性胃腸炎とは

●ノロウイルスによる食中毒予防のポイント
・調理や食事の前、トイレの後は、手指の洗浄消毒を
徹底しましょう！
・調理器具の洗浄消毒を徹底しましょう！
・カキ等の二枚貝の生食は避け、中心部まで十分加
熱しましょう！（85～90℃で90秒間以上）
・おう吐物等で汚れた場所や掃除道具は、塩素系消
毒液で消毒しましょう！アルコー
ル、逆性せっけん等の消毒効果
はあまり期待できません。
問
合
せ
●区 保健福祉課（地域保健） 3階34番窓口
a06-6532-9973　b06-6532-6246

　ノロウイルスは感染力が非常に強く、食品や人の手
等を介して感染し、急性胃腸炎を引き起こします。ノロ
ウイルスによる食中毒は冬季に多く発生しています。

吐き気、おう吐、下痢、腹痛、発熱等
24～48時間
・ノロウイルスに汚染された食品
 (二枚貝類等)や飲料水 
・ノロウイルスに汚染された手指、器具 
・感染した人のふん便やおう吐物

主な症状
潜伏時間
感染経路

ノロウイルスにご注意ください！

詳しくは
こちら▶

●口座振替・自動払込が安全、確実、便利です
〈窓口での申込手続きに必要なもの〉
・保険証　・キャッシュカードもしくは通帳
※通帳で申込みをする場合は、届出印が必要です
〈Web口座振替受付サービス〉
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインター
ネットを利用して、24時間いつでも申込みができま
す。対応金融機関等は大阪市HPでご確認ください。
●キャッシュレス決済ができるようになりました
　納付書でのお支払いには、LINE PayやPayPay等
の各種キャッシュレス決済アプリも利用できます。
〈納付手続きに必要なもの〉
・「バーコード」が印刷されている納付書
・スマートフォンの各種アプリ
※ご利用には各種アプリでの設定が必要です。

問
合
せ
●区 窓口サービス課（保険年金・管理） 1階1番窓口
a06-6532-9946　b06-6538-7317

国民健康保険料の納付は
便利な口座振替をご利用ください

詳しくは
こちら▼

●固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は、
12月26日（月）です。

　市税は、市政運営の原動力であり、市民の皆様のた
めに大切に活用させていただきます。市税へのご理
解と納期内の納付をお願いいたします。
●償却資産申告書の送付
　土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ち
の方に償却資産申告書または償却資産の申告をお知
らせするハガキをお送りします。12月中に届かない
場合は、お問い合わせください。

固定資産税のお知らせ

問
合
せ

●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）
b06-7777-4505

●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

問
合
せ
●区 保健福祉課（地域保健） 3階34番窓口
a06-6532-9973　b06-6532-6246

●ネズミの防除対策
①生息できない環境をつくる（侵入
を防ぎ、食品の格納や生ごみの
処理を徹底）

②ネズミ捕りかごや粘着シート等
による捕獲（捕獲かごは通年で
貸し出しています）

③市販薬剤による駆除（薬剤使用
の際は説明書をよく読み、冬期に行い
ましょう）

※駆除後は、ネズミの死骸を回収し、死骸や
巣の付近は、ノミ・ダニ対策として殺虫剤
で処理しましょう。

詳しくは
こちら▼

　ネズミは、感染症や食中毒を媒介し、
食品だけでなく家具や電気コードを
かじるなど、さまざまな被害を及ぼし
ます。また、ネズミの体表には、ノミや
ダニ等の虫が寄生しています。ネズミ
を一掃して、健康で快適な住環境に
しましょう。

12月～2月は
「ネズミ防除強調期間」です

12月22日（木）10:00～12:00
区役所1階ピロティ
男性17～69歳、女性18～69歳

　献血推進月間にあわせ、400ml献血を実施しま
す。冬は特に若年層の献血者が激減する季節です。
ご協力お願いします。

～献血がつなぐ 命と優しさを～
12月は献血推進月間です。

詳しくは
こちら▶

問
合
せ
●区 保健福祉課（地域保健） 3階34番窓口
a06-6532-9882　b06-6532-6246

受付日時
場 所
対 象

検索大阪府赤十字血液センター

令和5年度に実施される
主な税制改正（個人市・府民税）
●住宅ローン控除制度の見直し
・住宅ローン控除の特例：入居期限の延長（令和7年
末まで）等
●未成年における個人住民税非課税措置要件の改正
・民法改正（成人年齢の引下げ）に伴う個人住民税
非課税措置の対象となる未成年の年齢要件の改正
●セルフメディケーション税制の拡充及び延長
・医薬品の範囲の見直し
・適用期限の延長（令和8年末まで）
詳しくは、大阪市ホームページをご確認ください。

検索大阪市 税制改正

問
合
せ

弁天町市税事務所
市民税等グループ（個人市民税担当）
a06-4395-2953　b06-4395-2810

詳しくは
こちら▶

検索大阪市国民健康保険料の納付

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000005538.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000147056.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/3010-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000385042.html
https://www.bs.jrc.or.jp/kk/osaka/
https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3156-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html



