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各種手当の現況届等の提出について
①児童扶養手当

②特別児童扶養手当

③特別障がい者手当等

現在、児童扶養手当を受給している方にお知ら
せ文書を送付します。8月10日（金）までに届かな
い場合はご連絡ください。
現況届は8月中に提出してください。
なお、提出されないと手当を受給できなくなり
ますので、
ご注意ください。
また、
「児童扶養手当法施行令」の改正により、平
成30年8月から児童扶養手当の所得制限限度額
（全部支給）が改定されます。詳しくはお問い合わ
せください。

特別児童扶養手当を受給され
ている方にお知らせ文書を送付
します。8月10日（金）までに届
かない場合はご連絡ください。
所得状況届を8月10日(金)か
ら9月11日(火)までの間に提出
してください。
なお、提出されないと手当を受給できなくなり
ますので、ご注意ください。

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。提出期間は、8月10日（金）から9月11日（火）
までです。これらの届は支給要件や所得状況を確
認するもので、8月分以降の手当の支給に必要な
手続きです。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ので、必ず期間内に提出
してください。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。

問合せ ①②保健福祉課
（子育て支援）5階 52 番窓口 ☎6659-9824 ③保健福祉課（地域福祉）5階 51番窓口 ☎6659-9857

お知 「国民健康保険料のための所得申告
らせ 書」
の提出をお願いします

お知
らせ

国民健康保険では、
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、平成29年中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月に送付しています。
国民健康保険料の軽減（ 7・5・2割）および減免
は、
世帯全員の所得によって判定します。所得の不
明な方がおられると、
軽減・減免を受けられません
ので、
必ず提出をお願いします。
問合せ 窓口サービス課
（保険年金 保険）
6階 61番窓口 ☎6659-9956

相談無料
西成区生活自立相談
支援窓口
「はぎさぽーと」 秘密厳守

普段の生活で困りごとがありましたら、お気軽
にご相談ください。
たとえばこんな困りごと、
不安はありませんか？
◦自分だけではなかなか仕事がみつけられない
◦仕事が長続きしない
◦病気や家族の将来が不安…
◦収入が不安定で生活費のやりくりがむずかしい…
◦頼る人がいなくて相談する人がいない…

※ご家族などまわりの方からのご相談も受け付けています。

問合せ は
 ぎさぽーと
（西成区社会福祉協議会・大阪

自彊館共同体）保健福祉課
（生活支援）
5階 53 番窓口 ☎6115-8070

お知
らせ
日

地域福祉の推進に関する会議を
開催します

時 8月20日(月)

 13：30～14：15（地域支援調整チーム代
①
表者会議）②14：30～15：30（上記会議と
アクションプラン推進委員会との合同会議）
場 所 区役所4階 会議室
傍 聴 それぞれ10名まで可能(当日先着順)
問合せ 保健福祉課(生活支援・地域福祉)
3階 31番窓口・5階 51番窓口
☎6659-9872・9857

西成情報局
地域福祉活動の支援にかかる
協議を行いました

8月は
「こども110番月間」
です

7月3日、
西成区社会福祉協議会と
「地域福祉
活動の支援にかかる連携協定書」にもとづく
協議を行いました。今後とも区役所と区社会
福祉協議会の双方が連携・協働していきます。

地域の子どもは地域で守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を確保す
るため
「こども110番」運動を推進しています。

こども110番の家

もしもの時に、子どもたちが助けを求めることができるように、地域の協
力家庭や事業所等が目印となるステッカーを掲げています。学校や家の近くの「こども110番の
家」
を探してみましょう。西成区では新たな協力家庭・事業所を随時募集しています。
問合せ 保健福祉課
（子育て支援）5階 52 番窓口 ☎6659-9824

各 種 健診 と予 防接 種の お知 らせ

①がん検診等 要予約 

■受付場所／区役所2階

9月24日
（午前）
は
『総合がん検診の日』
です。
男性は、
胃・大腸・肺がん・骨量
検査、
女性は、
胃・大腸・肺・乳がん・骨量検査を全てセットで受診してください。
内容

対象

胃がん検診
（胃エックス線検査）
大腸がん検診
40歳以上の方
（便潜血検査）
肺がん検診
（胸部エックス線検査）
喫煙指数の多い
（喀痰検査）
50歳以上の方
40歳以上の女性で、
乳がん検診
大正
・昭和の奇数年
（マンモグラフィ検査）
生まれの方
骨量検査
（超音波パルス透過法） 18歳以上の方

日時

費用
500円

8月23日（木）
300円
総合 9月24日（月・休）
9：30～10：30
無料
400円
8月31日（金）
1,500円
18：30～19：30
9月10日（月）
13：30～14：30
総合 9月24日（月・休） 無料
9：30～10：30

各種がん検診は取扱医療機関においても受けられます。大阪市ホーム
ページで最新の情報を確認できます。
ご加入の健康保険で同等の検診を受けられる方や、治療中や自覚症状の
ある方は対象外です。

②歯科相談 予約不要

無料

お口の中に関する相談に、歯科医師が応じます。また希望者には歯周病の
簡易検査を実施します。
対象
市民の方
（年齢制限なし）

2

実施日

時間

8月20日
（月）

13：30～15：00

場所
区役所2階
情報コーナー

③特定健康診査 予約不要

無料

受診の際は必ず、受診券と健康保険被保険者証をご持参ください。
※前年度受診の方は、結果などを当日ご持参ください。
対象

40歳以上の方

実施日
8月23日
（木）
9月24日
（月・休）

時間

受付場所

9：30～11：00

区役所4階 会議室

◎受診できるのは、大阪市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療保険
にご加入の方のみです。
他の医療保険にご加入の方は各医療保険者にご確認ください。

④結核健康診断 予約不要
対象

実施日

無料
時間

場所

毎週 月曜日～金曜日
9：00～11：30
区役所
(一部除外の日がありますので
13：30～15：30
2階23番窓口
満15歳以上の 詳しくはお問い合わせください)
区民の方
保健福祉センター
毎週 月曜日～金曜日
9：00～12：00
分館3階
(祝日を除く)
13：00～15：00
(太子1-15-17)

★来月は、検診車による地域結核健診を実施します！
⇒9月5日（水）13：30～15：00 もと今宮小学校（天下茶屋1-17-14）

⑤BCG接種 無料

生後5～8カ月の体調の良い時になるべく早く接種を受けましょう。
※当日は予防接種手帳・母子健康手帳をご持参ください。

対象
実施日
時間
受付場所
生後12カ月未満
8月7日
（火）
13：45～14：45 区役所2階 集団検診室
（1歳の誕生日の前日まで） 9月4日
（火）

①②⑤の予約・問合せ 保健福祉課(地域保健)2階 21 番窓口 ☎6659-9882
③の問合せ 窓口サービス課(保険年金 保険)6階 61 番窓口 ☎6659-9956
④の問合せ
保健福祉課(結核健診)2階 23 番窓口 ☎6659-9969

「にしなり我が町」
は、
原則毎月1日
（新聞休刊日は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）の朝刊折込でお届けしています。

