（今月のお知らせ／子育て情報）

今月のお知らせ
『令和元年度 個人市・府民税の
納税通知書』
を送付します
今年度の個人市・府民税の納税通知書を６月
上旬に送付します。第１期分の納期限は、
７月１日
（月）
です。
なお、会社等にお勤めの方(給与所得者)の個
人市・府民税額は、
勤務先を通じて税額決定通知
書を送付します。
税額については、毎月の給与か
ら差し引き(特別徴収)されます。
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 I4396-2905
※問合せ可能日時 平日9:00～17:30（金曜日は9:00～19:00）

市税のことは市税事務所へ

ネットで便利！大阪市税

大阪市では、市税に関する事務は市税事務所
で行っています。お問い合わせは市税事務所へ
お願いします。
なお、区役所および区役所出張所でも税証明
書の発行や納付書の再発行を行っています。
個人市・府民税（普通徴収）、固定資産税(土地・
家屋)、軽自動車税等については、
あべの市税事務所 ☎4396-2948（代表）
※問合せ可能日時
平日9:00～17:30（金曜日は9:00～19:00）
法人市民税、事業所税、個人市・府民税（特別徴
収）、固定資産税(償却資産)等については、
船場法人市税事務所 ☎4705-2948
（代表）
※問合せ可能日時 平日9:00～17:30

○Web口座振替受付サービス
 大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・
スマートフォンなどからお申込みできます。
○クレジットカード納付
 大阪市税クレジットカード納付サイトか
ら、スマートフォン・タブレット端末のカメラ
機能を利用し、「コンビニ収納用バーコード」
を読み取ることで、いつでもクレジットカー
ド納付ができます。また、同納付サイトから、
Apple Payもご利用できます。
○LINE Pay 請求書支払い
 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ア プ リ「LINE」上 で
「LINE Pay 請求書支払い（スマホのおサイフ
サービス）」による市税の納付ができます。
○楽天銀行アプリ
 スマートフォンにインストールした楽天銀
行アプリを用いて、楽天銀行の口座から市税
の納付ができます。
○「納期限のお知らせ」メール配信
 大阪市メールマガジンに登録したパソコン
や携帯電話に、大阪市税の納期限一週間前お
よび前日に納期限をメールにてお知らせしま
す。うっかり納付忘れを防止するためにも、ぜ
ひご登録ください。
詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。

「住吉市民病院跡地に整備する新病院等に関する基本構想（案）
」に係る
パブリック・コメント手続の実施結果について
このたび、皆さまから広くご意見をいただくために実施しました、パブリック・コメント手続の実施結果を
大阪市ホームページ等で公表いたしました。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
詳しくは、大阪市
ホームページを
ご覧ください

＜設置場所＞ 福祉局弘済院管理課
（経営企画グループ）
、
福祉局総務部総務課
（総務グループ）
、
健康局総務部総務課
（病院機構支援グループ）
、
市民情報プラザ、サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）
、

大阪市

区保健福祉センター 等

 月10日
6
（月）
・17日
（月）
・
8月26日
（月）
13：30～15：30
お話しや実習、
交流会 ３回コース
（17日は
「妊婦歯科健診」併設）
10月頃出産予定の方
（9月予定以前の未受講の方）

赤ちゃん交流会

無料

 月17日(月)13：30～15：00
6
情報交換と交流会、育児相談
 １～３ヶ月のお子さんと保護者
保健福祉センター分館２階
 保健福祉
（地域保健活動）窓口㉛番
☎６６８２-９９６８

参加費無料・自由参加

わくわく 子育て

小さい子どもの行動は予測がつかないので、
ヒヤリとすることが多いですよね。好奇心いっ
ぱいの子どもは、自分で動いて確かめることで
好奇心を満たし、どんなことが危ないのかを体
で覚えていきます。ですので、子どもに対しては
なんでも
「ダメダメ」ではなく、子どもの自主性
を大事にしながらも、周りの大人が常に目を離
さないようにしてあげてほしいと思います。室
内で静かに遊んでるな～と思っても、こまめに
確認や見守りは必要ですよ。子どもが自ら動い
て危険に直面してしまう以外にも、何気ない日
常の行動の中で大人が子どもを危険にさらして
しまうこともあります。普段なにげなくやって
いることにも大きな危険が潜んでいます。
例えば・・・子どもを自転車に乗せたままその

◆ ブックスタート（電話で随時予約）…
6月19日（水）10：30～11：00

・

4

◆お
 もちゃ病院
（おもちゃドクターによるおもちゃの修理）
…
6月23日（日）13:00～16:00 (受付は15:30まで）
◆ 簡単工作
「七夕飾りを作ろう」…
6月26日（水）10:00～11:30
（受付は11:15まで）

☎・I 6674-5405 〒559-0006

浜口西3-4-22【休館日：月曜・祝日】

◆ 親子リトミック遊び… 6月5日・7月3日（水）
※10：00～10：45 無料 当日35組
◆ 児童「エアホッケー大会」…
6月8日（土）14：45～1５：45 無料 20人
◆ 親子エアロビクス…
6月12日（水）※10：00～1０：45 無料 当日35組
★ ふれあい遊び（電話予約可）…
（初回優先）
7月19日
（金）
※10：０0～11：０0 無料 10組
★ 児童リサイクル工作「万華鏡」…

7月２５日（木）１３：３０～１５：００ 無料 16人
★ 子どものほめ方・叱り方講座…

7月２7日（土）１0：0０～１1：3０ 無料 20人
★ 印 の申込みは6月12日
（水）
9：30より子ども・子育てプラザ
で受付スタート！
※４月より実施時間を変更しています。（※印）

6月15日
（土）
14：45～15：45

子ども子育てプラザ

 健福祉課 窓口③番
保
☎6682-9878・9880（子育て支援室）

要申込・定員あり（対象はお問合せください）

◆ 絵本の読み聞かせ…
6月6日・7月4日（木）※10：30～11：00

◆ 児童
「卓球教室」
…

場を離れる！（結構よく見かけます。何かの拍
子に倒れたら大怪我につながります）・歯ブラ
シ（お箸）を加えたまま歩く！（転んで、のどに
ささるという事故が多いです）・靴下をはいた
まま室内を走る！（床はすべりやすいので、転
んで頭を打ったり怪我をします）
・リュックサッ
クを背負ったまま遊具で遊ぶ！（首にからまる
と窒息し、非常に危険です。フードや水筒のひも
も危ないですよ）。他にもいろいろありますが、
とにかく常に危険が潜んでいると意識するこ
とが一番ですよね。危険なことの多くは大人が
気をつけることで防ぐことができます。大人み
んなで、子どもを危険なことから守っていきま
しょう！

子 ど も 子 育 て プ ラ ザ
◆ 子育て何でも相談
～助産師さんによる子育て相談～…
6月15日（土）10：30～11：30
（受付は11：15まで）

◆すくすく成長測定の日
～子どもの発達記録を残しましょう～…
6月15日（土）10：30～11：30
（受付は11：15まで）

『子どものまわりは危険がいっぱい』

子育てに関するご相談は、お気軽に子育て支援室をご利用ください

◆外
 国にルーツを持つ子どもの
日本語・学習支援♪ハロハロ♪…
6月8日・15日・22日（土）※13：30～15：30

◆ 南港出前講座「親子あそび」
～ ATC ママのフォレストパークにて～…
6月14日
（金）
※10：30～11：15

検索

子育て支援室の

子 育 て 情 報
無料

納付

 政局税務部収税課 収納管理グループ
財
☎6208-7786 I6202-6953
※問合せ可能日時 平日9:00～17:30

 祉局弘済院管理課
福
（経営企画グループ）  ☎6871-2298
健康局総務部総務課
（病院機構支援グループ）
 ☎6208-9897

母親教室

市税

住之江

子ども子育てプラザ

検索

【住之江区の人口】120,790 人【住之江区の世帯数】58,594 世帯（令和元年５月１日現在推計）

