平成30年（2018年）7月号

介護保険料決定通知書およ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
当年度の市町村民税等が決まりましたので、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、平成30年度介護保険料決定通知書を7月中旬
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および総合事業の事業対象者の方全員に、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（1割から3割）を記載した介護
保険負担割合証を7月中旬に送付します。
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。
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・祝日除く）
○保健福祉課（介護保険）5階 51 番窓口 ☎6659-9859
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違法民泊かも？と思ったら

無許可で営業する民泊施設を徹底して排除する
ため、４月から吉村市長をトップに、大阪府や大阪
府警察本部と連携した「違法民泊撲滅チーム」を設
置しました。民泊に関する相談は次まで。

個人市・府民税に関する申告の調査
を実施しています

昨年度にお勤め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。
問合せ あべの市税事務所 市民税等グループ
（個人市民税担当）☎4396-2953

[大阪市違法民泊通報窓口]
☎6647-0835（平日 9：00〜17：30）
または
[観光庁民泊制度コールセンター]
☎0570-041-389（年中無休 9：00〜22：00）

「青少年非行防止ポスター」
を展示します

予防接種はお済みですか？

市立の小学校に通学する小学3年生の方に日本
脳炎予防接種、小学6年生の方にDT（ジフテリア・
破傷風）予防接種の予診票等をお配りしています。
私立小学校に通学している方や、日本脳炎予防接
種の特例措置に該当される方は、予診票をお渡し
しますので、母子手帳か健康保険証をお持ちのう
え問合せ窓口までお越しください。
《日本脳炎2期》
9歳から13歳の誕生日の前日まで
（標準的な接種年齢は9歳）
《日本脳炎特例措置》
平成19年4月2日〜21年4月1日生まれで、1期
追加接種が終了できなかった方
平成7年4月2日〜19年4月1日生まれで、1期と
2期の接種を終了できなかった方は20歳未満ま
で接種できます。
《DT（ジフテリア・破傷風）2期》
11歳以上13歳未満（標準的な接種年齢は11歳）
問合せ 保健福祉課
（地域保健）
2階 21 番窓口 ☎6659-9882
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犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

時 間 9：00〜17：30

（土・日・祝日・年末年始を除く）
場 所 市民局人権企画課
（市役所4階）
問合せ 市民局人権企画課
☎6208-7619 56202-7073

みんなでつくろう安心安全まちづくり
〜夏休み前の防犯講座〜

ひったくり防止カバー
無料取付キャンペーン

平成29年度に西成区PTA･OB会および西
成区PTA協議会共催により募集いたしました
青少年非行防止ポスターについて、区内の中
学生から応募いただきました作品24点を展
示します。
ご来庁の際にはぜひご覧ください。
日 時 7月17日
（火）〜7月30日（月）
場 所 区役所1階 区民ギャラリー
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734
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突然ですが、

前かご付自転車でお越しく
ださい。
日 時 7月11日
（水）、8月13日
（月）
16：00〜取付
（※雨天中止）
場 所 区役所庁舎東側検診車スペース
数 量 各日100台(先着順)
問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734

知らない人にはついていかな
いとは言いますが、
「知らない
人」
ってどんな人？

お子さんが
おられる方に
質問です

3択クイズ
です！
❶

見かけたことがあるけど
①親が知らない
②名前を知らない
③住んでいるところを知らない
いったいどれが
正解なんだろう

❷
僕の代わりに、
お子さんにしっか
りと伝えてくださ
いね！

正解は
❸

「全部でした」
！

❹

問合せ 市民協働課 7階 73 番窓口 ☎6659-9734

専門相談日

秘密厳守
日時

①法律相談
②ナイター
法律相談

7月6日
（金）
・17日
（火）
・8月3日
（金）
12：45〜16：00 定員24名
※当日12：45に抽選で相談の順番を決めます。

7月25日
（水）18：00〜21：00 定員40名
※当日受付開始までに来場された方で相談順を抽選、以降先着順。

受付は会場準備が整い次第開始します（17：30予定）
。

無料

場所
西成区役所
4階会議室
天王寺区民
センター

7月22日（日）9：30〜13：30
（電話予約必要）定員（各）16名
③日曜法律相談

④経営相談
⑤行政相談

※予約受付日時（先着順）

7月19日
（木）
・20日（金）9：30〜12：00
予約専用電話 ☎6208-8805

港区役所
生野区役所

月曜日〜金曜日（祝日除く）9：00〜16：00（事前予約必要）
※相談希望日の7日前（土・日・祝日を除く）までにお申込みください。

7月12日
（木）
13：00〜15：00 申込不要

西成区役所
7階相談室

募集

タウン誌「人情マガジンにしなり」
の編集スタッフを募集します！

自分たちで「取材」
「原稿作成」
「編集」等を行って
いるタウン誌「人情マガジンにしなり」の編集ス
タッフになってみませんか？
対 象 区内在住または在勤の方で編集スタッフ
としてタウン誌の編集会議・取材等に参
加できる方
内 容 タウン誌
「人情マガジンにしなり」の作成
（ふりがな）
・
申込み はがき・FAXにて住所・氏名
問合せ 電話番号・
「タウン誌編集スタッフ参加希
望」を記入のうえ、お申し込みください。
〒557-8501 岸里1-5-20
市民協働課 7階 73 番窓口
☎6659-9734 56659-2246

国の仕事に関する相談に行政相談委員が応じます。
7月12日
（木）14：00〜16：00 定員4名

⑥離婚・養育費に
※予約受付日時（先着順）
関する相談

7月5日
（木）9：00〜 予約電話 ☎6659-9824

西成区役所
5階会議室

相談者が多数の場合は、受付時間内でもお断りすることがあります。
市民の方は、他の区役所においても相談を受けることができます。
①②③⑥の相談時間は、お一人30分間です（相談後の弁護士記録作成時間等含む）。
問合せ ①④⑤総務課 7階 72 番窓口 ☎6659-9683
②③大阪市総合コールセンター なにわコール（年中無休）☎4301-7285
⑥保健福祉課（子育て支援）5階 52 番窓口 ☎6659-9824

設置店舗等を募集します
タウン誌
「人情マガジンにしなり」を無償で
設置していただけるお店などを募集します。
お申し込みいただくと新号が発行された際に
送付させていただきます。
※
「人情マガジンにしなり」は区内のさまざまな地
域・団体の活動や歴史・文化など身近な情報を区民
の目線で取材・執筆・編集・発行し、
区民の皆さまに
お読みいただくことにより区民・地域のコミュニ
ケーションを図るための地域情報誌です。

新聞を購読されていない方で
「にしなり我が町」
の配布を希望される場合は、
お申し出ください。
点字版もあります。 総務課 ☎6659-9683 56659-2245

3

