にしなり我が町 No.272
お知
らせ

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・
介護保険料は社会保険料控除の対象です

お知
らせ

 っていますか？「国民年金」
知
◦国 民年金は老後と不測の事態に備える制度で
す。65歳になると、一生涯、老齢基礎年金が支給
されます
（受給には一定の納付または免除期間
が必要）
。また、病気やケガで国民年金の障がい
等級1級または2級に該当する障がいの状態に
ある間は障がい基礎年金が、ご本人が亡くなっ
たときには、残された配偶者と子に遺族基礎年
金が支給されます。
◦国民年金は、
日本国内に住んでいる20歳以上60
歳未満のすべての方に加入が義務づけられてい
ます。20歳を迎えたら、国民年金加入の手続き
を、ご自身で行ってください
（厚生年金や共済年
金にご加入の方と、その配偶者に扶養されてい
る方を除く）
。国民年金資格取得届を提出いただ
いた後、
年金手帳と保険料納付書が届きます。
◦保険料はまとめて前払いすると安くなり、お得
です。また、保険料を納めることが経済的に困難
な場合には、申請免除等の制度がありますので
ご相談ください。保険料を未納のまま放置する
と、老齢基礎年金や、障がい基礎年金、遺族基礎
年金を受け取ることができない場合があります
ので、ご注意ください。
問合せ 窓口サービス課
（保険年金 保険）
6階 61 番窓口 ☎6659-9956
玉出年金事務所 ☎6682-3311

平 成30年 分 所 得 の 申 告
の際、平成30年中に納めら
れた保険料は社会保険料控
除の対象になります。ご希
望の方に「保険料納付済額
のお知らせ」をお送りしま
すので、各担当の問合せ先
までお申し出ください。
問合せ

国民健康保険…………窓口サービス課
（保険年金 管理）
6階 62 番窓口 ☎6659-9946
後期高齢者医療制度…窓口サービス課
（保険年金 保険）
6階 61 番窓口 ☎6659-9956
介護保険……………保健福祉課（介護保険）
5階 51 番窓口 ☎6659-9859
○市・府民税の申告に関する問合せは、あべの市税
事務所
（個人市民税担当）
☎4396-2953まで

お知
らせ

お知
らせ

20歳になる方へ

障がいのある方の交通乗車証およびタ
クシー給付券の更新について

Osaka Metro（ オ オ サ
カメトロ）や大阪シティバ
スでご利用いただける交通
乗車証、またはタクシー給
付券の更新申請手続きは、平成29年度から５年ご
とに行うことになりましたので、平成30年度は更
新手続き不要です。
平成31年4月からご利用いただける交通乗車
証、タクシー給付券は平成31年３月下旬にお送り
します。
次回更新手続きは、
平成33（2021）年度に行う
予定です。
問合せ 保健福祉課
（地域福祉）
5階 51 番窓口  ☎6659-9857
戦傷病者手帳・被爆者健康手帳・精神障がい者保健
福祉手帳をお持ちの方は
保
 健福祉課
（地域保健）
2階 21 番窓口
   ☎6659-9882

お知
らせ

老後の安心 国民年金基金

国民年金基金は、少しでもゆとりのある老後を
過ごすことができるよう、国民年金法の規定に基
づき、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして給付
をする公的な個人年金制度です。
加入できる方は、20歳以上60歳未満の国民年
金第1号被保険者で国民年金保険料を納めている
方および60歳以上65歳未満で国民年金に任意加
入している方です。
掛金は、希望される年金の型と口数・年齢・性別
で決まり、受け取る年金額もわかるため、老後の生
活設計にお役立ていただけます。掛金額は一定で、
全額社会保険料控除の対象となる税法上のメリッ
トがあり、受け取る年金にも、公的年金控除が適用
されます。
問合せ 大 阪府国民年金基金（天王寺区上本町6-626 上六光陽ビル5Ｆ）☎6775-5775
（フリーダイヤル）0120-65-4192
ホームページ 大阪府国民年金基金 検索

お知
らせ

第15回 西成区地域福祉アクションプラン区民
フォーラム みんなでつくろうよ！西成のまち
～つながりをもとめて～ 無料 申込不要

これからの地域福祉について「西成区地域福祉
計画（素案）」をもとに話し合います。
日 時 1月19日
（土）13：00～15：00
場 所 区民センター ホール
問合せ 西成区地域福祉アクションプラン推進委
員会事務局 保健福祉課（生活支援）
3階 31 番窓口 ☎6659-9872
西成区社会福祉協議会 ☎6656-0080

区民モニターアンケートの
ご協力のお願い

区役所が取り組んでい
る事業などについて、区民
の皆さんのご意見やお考
えをお聞きし、今後のまち
づくりを進めるうえでの
参考とするため、区民モニ
ターアンケート（区民意識
調査）を１月上旬に実施し
ます。  
このアンケートは、住民
基本台帳から無作為抽出
した、区内1,500名の方々
にお送りさせていただきますので、お手元にアン
ケートが届いた方につきましては、趣旨をご理解
いただき、回答にご協力いただきますようお願い
します。
問合せ 総務課 7階 72 番窓口 ☎6659-9683

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

内容
対象
日時
費用
胃がん検診
500円
（胃エックス線検査）
大腸がん検診
40歳以上の方
300円
（便潜血検査）
2月12日（火）
9：30～10：30
肺がん検診
無料
（胸部エックス線検査）
喫煙指数の多い
400円
（喀痰検査）
50歳以上の方
40歳以上の女性で、
 1月18日（金）
乳がん検診
大正
・
昭和の奇数年
1,500円
（マンモグラフィ検査）
13：30～14：30
生まれの方
2月20日（水）
骨量検査
18歳以上の方
無料
9：30～10：30
（超音波パルス透過法）

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）

実施日
1月18日
（金）
2月20日
（水）

時間
13：30～15：00
9：30～11：00

場所

区役所1階 ロビー

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
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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
1月11日
（金）
2月12日
（火）

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

無料

結核は感染症であり、早期に発見し治療することが大切です。年に1回は
健診を受けましょう。
対象

実施日
時間
場所
毎週 月曜日～金曜日
9：30～11：30
区役所
(一部除外の日がありますので
2階23番窓口
満15歳以上 詳しくはお問い合わせください) 13：30～15：30
の
保健福祉センター
区民の方
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)

⑤BCG接種 予約不要

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

生後12カ月未満
1月15日
（火）
13：45～14：45
（1歳の誕生日の前日まで） 2月5日
（火）

「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。

受付場所
区役所2階
集団検診室

