にしなり我が町 No.273
お知
らせ

障がい者控除対象者認定書を
ご存知ですか

お知
らせ

届いていますか、
新1年生の就学通知書

3月15日（金）
（土・日を除く）
申告会場 西成税務署
問合せ 西成税務署
☎6659-5131
（代表）

お知
らせ

個人市・府民税の申告受付が
始まります

受付日時 2月18日
（月）～

3月15日（金）

（土・日を除く）
申告会場 あべの市税事務所、
西成区役所
※受付期間外は市税事務所にて受付
○2月18日（月）から1週間程度は、窓口が大変混
み合い、長時間お待たせする場合がありますが、
あらかじめご了承願います。
○所得税および復興特別所得税の申告に関する問
合せは、西成税務署にお願いします。
問合せ あべの市税事務所
☎4396-2953
（個人市民税）

受診はお済みですか？「特定健康診
査受診券」の有効期限は3月末です

後期高齢者医療制度、大阪市国民健康保険にご
加入で40歳以上の方を対象に、高血圧症や糖尿病
などの生活習慣病の発症や重症化を予防するため
に、
無料で受診できる特定健診を実施しています。
対象の方にお送りしている「受診券」の有効期限は
3月末です。
早めに受診しましょう。
問合せ 窓口サービス課
（保険年金 保険）
6階 61 番窓口  ☎6659-9956

お知
らせ

お知
らせ

受付日時 2月18日
（月）～

身体障がい者手帳などの交付を受けていない
方でも、65歳以上で、寝たきり高齢者または認知
症高齢者の方は、その程度が身体障がい者手帳な
どの交付基準に準ずる場合は、申請により「障がい
者控除対象者認定書」の交付を受けることができ
ます。
この認定書を提示し、所得税の確定申告や個
人市・府民税の申告をすることにより税法上の「障
がい者控除」
の適用を受けることができます。
問合せ 保健福祉課
（地域福祉）5階 51 番窓口
  
☎6659-9857 56659-9468

お知
らせ

所得税・復興特別所得税の
申告受付が始まります

介護サービスの利用者負担金などの医療費控除について

医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、医療費控除の対象となる場合が
あります。
対象となる利用者負担は、次のとおりです。いずれも「領収証」が必要となります。
【施設サービスの利用者負担額】
利用料・居住費・食費の利用者負担額 ※介護老人福祉施設は1/2相当額
【居宅サービスの利用者負担額】
医療系・福祉系サービスの利用者負担額 ※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象
【介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき】
本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行わ
れたときは、
当該居宅サービス等にかかる自己負担額の1/10が対象
【おむつ代】
おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受
けおむつを使用している方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方は、医師の証明に代わる
「確認書」
を交付できる場合がありますので、お住まいの区役所の介護保険担当でご相談ください。
問合せ 保健福祉課
（介護保険）5階 51 番窓口 ☎6659-9859 56659-9468

今年4月に、小・中学校へ入学されるお子さまが
おられるご家庭に、就学通知書をお送りしていま
す。まだ、届いていない場合は、窓口へお問い合わ
せください。
なお、対象者は次のとおりです。
○小 学校…平成24年（ 2012年）4月2日から平成
25年
（2013年）
4月1日までに生まれたお子さま。
○中学校…平成31年
（ 2019年）3月に小学校卒業
見込みのお子さま。
また、国立・私立の学校および市立咲くやこの花
中学校、市立水都国際中学校（注）へ入学される場
合は、その学校が発行する入学許可証と印鑑を
持って、お住まいの区の区役所就学事務担当窓口
または、区役所出張所へお届けください。
（注）市立咲くやこの花中学校および市立水都国際
中学校は別途、学校から連絡があります。

■適正な就学について
居住実態のない住所地に住民登録を
し、そこから通学をするのは不適正な就
学です。住民登録を正しく行い、適正な就
学をしましょう。
不適正な入学と分かれば、入学後でも
適正な学校へ転校していただきます。

問合せ 窓口サービス課
（住民情報）

1階 13 番窓口  ☎6659-9963

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

3月9日
（土）
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）
総合
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、大正・
乳がん検診
（マンモグラフィ検査） 昭和の奇数年生まれの方
総合
骨量検査
18歳以上の方
（超音波パルス透過法）

日時

費用

500円
2月12日（火）
3月9日（土）
9：30～10：30

300円
無料
400円

1,500円
2月20日（水）
3月9日（土）
9：30～10：30
無料

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

時間

場所

2月20日
（水）

9：30～11：00

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
2月12日
（火）
3月9日
（土）

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。

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
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
毎週 月曜日～金曜日
9：00～12：00 保健福祉センター分館3階
(祝日を除く)
13：00～15：00 (太子1-15-17)

★検診車による地域結核健診を実施します！ 予約不要
⇒3月1日（金）13：00～14：30 南津守福祉会館
⇒3月19日（火）13：30～15：00 玉出西公園

⑤BCG接種 予約不要

無料

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
2月5日
（火）
生後12カ月未満
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） 3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。

