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締切

申込み

問合せ

住宅での火災原因ランキング

視覚障がいのある世帯主の方
（希望者）
に、国民
健康保険料決定通知書に記載の保険料年額や月
額等の主な内容を点字文書にして同封します。
ご希望の方は、電話でお申込みください。お聞き
する事項は、住所、氏名、生年月日です。一度お申
込みいただければ、毎年のお申込みは不要です。
なお、転居等により世帯主の変更や居住区の変更
があった場合は、再度お申込みいただく必要があ
ります。
 窓口サービス課
（保険年金） 窓口⑧番
☎６６８２-９９５６

住宅での事故で、重症化しやすい事故ランキング

令和４年度分の個人市・府民税の
給与所得等に係る特別徴収税額決定
通知書を、令和４年５月中旬から事
業主
（会社等）を通じて、給与所得者 詳しくは
（従業員等）の方に送付します。なお、 こちら
３月16日
（水）以降に所得税または個人市・府民
税の申告をされた方は通知書に申告内容が反映
されていない場合がありますが、７月以降に変
更決定通知書を送付します。
あべの市税事務所 個人市民税担当
☎4396-2953
平日9：00～17：30
（金曜日は9：00～19：00）

令和４年度 課税
（所得）
証明書の
発行開始について
令和４年度
（令和３年分所得）の課
税
（所得）証明書は、６月１日
（水）か
ら発行できます。会社等にお勤めで
個人市・府民税の全額が給与から差 詳しくは
し引き
（特別徴収）される方は５月20 こちら
日
（金）
から発行できます。
＜ご注意＞

・コンビニエンスストアでの発行は６月１日
（水）
からです。
・会社等からの給与支払報告書の提出や所得税
または個人市・府民税の申告がない場合などは
発行できないことがあります。また、３月16日
（水）以降に申告された場合は発行時期が遅れ
ることがあります。
あべの市税事務所 個人市民税担当
☎4396-2953
平日9：00～17：30
（金曜日は9：00～19：00）

あなたの目で、大和川を
見守ってみませんか
国土交通省では、河川をやさしく
見守ってくださる河川愛護モニター
を募集します。
対象とする河川は大和川・石川・曽 詳しくは
我川・佐保川
（いずれも国土交通省管 こちら
理区間）
です。
委嘱期間：
2022年７月１日
（金）
～2023年６月３０日
（金）
応募期間：
2022年５月６日
（金）
～2022年５月２７日
（金）
活動内容：月２回、
設定されたモニター区間を巡
回し、
その結果を報告する。
謝
礼：月額４，
５８０円
（予定）
（支払額は3.063％
源泉徴収された額となります。）
国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所
管理課 河川愛護モニター募集係 
☎07２-９７1-1381
（内線3３2）

4

その他

（今月のお知らせ）

すすめましょう！火災予防対策・事故予防対策

国民健康保険料決定通知書に記載の
保険料年額や月額等の主な内容を
点字文書にして同封します

令和４年度分 個人市・府民税の特別
徴収税額決定通知書を送付します

Ｅメール

1位

2位

3位

4位

たばこ

ストーブ

電気配線

こんろ

1位

2位

3位

4位

溺水

のど詰め・窒息

転倒・転落

やけど

恐ろしい
火災・事故を
未然に防ぎ
ましょう！

火災・事故を発生させないよう、今一度、ご自宅に潜む危険を再認識しましょう！
リーフレットをご希望の方は、住之江消防署まで。
住之江消防署 予防担当 ☎６６８５-０１１９

市税の納期限のお知らせ
軽自動車税（種別割）の納期限は、５月31日
（火）です。
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
等の方で、軽自動車税
（種別割）
の免除の申請を
される場合は、納期限までに市税事務所で手続き
を行ってください。なお、新型コロナウイルス感染
症の影響により、期限までに手続きを行うことが
困難な場合は市税事務所までご相談ください。
あべの市税事務所 軽自動車税担当
☎4396-2954
平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00）

後期高齢者医療保険料率が
改定されました
令和４年度・５年度の後期高齢者医療の保険料
率が改定されました。
被保険者均等割額は５４，
４６１円、所得割率は
１１．１２％となります。また、保険料の年間限度額が
６６万円となりました。保険料額は、
７月にお知らせ
します。
（参考）
大阪市における、後期高齢者医療制度被保
険者数は、約３３万人
 窓口サービス課
（保険年金） 窓口⑧番
☎６６８２-９９５６

法人市民税・事業所税申告書の
提出について
７月31日
（日）
（予定）
まで船場法人市税事務所分
室がある大阪府新別館に、新型コロナワクチンの
接種会場が設けられていますので、受付窓口周辺
の混雑が見込まれます。
できる限り窓口への来所をお控えい
ただき、電子申告
（eLTAX
（エルタック
ス）
）
のご利用や郵便または信書便での 詳しくは
こちら
提出をお願いします。
船場法人市税事務所
法人市民税・事業所税グループ
☎4705-2933
（法人市民税）
・2934
（事業所税）

平日9：00～17：30 I4705-2905

BBQ
お好きな
食材だけを
持ち込んで！

手軽に

信太山

BBQに必要な
機材・消耗品は
すべてセット！

4月号のクイズの答え

どうやって
事故を
防ぐの？

電話で「還付金」
それ

詐欺やで！
住之江警察署

大阪市国保加入者の皆さまへ
令和４年度保健事業のお知らせです。
大阪市国保では、高血圧症や糖尿病などの生
活習慣病の予防に向け、40歳以上の方（年度内に
40歳になる方を含む）を対象に、無料で受診でき
る「特定健診」を実施しています。対象となる方
には、４月末頃に緑色の封筒で「受診券」を送付
しています。
また、特定健診のほか、30歳以上の方を対象
に「１日人間ドック」を実施しています。健診料
は30～39歳 の 方 が14,000円、40～74歳 の 方 が
10,000円、昭和32・42・52・57年生まれの方が無
料です。40歳以上の方が１日人間ドックを受診
する場合は、特定健診の「受診券」が必要です。
そのほか、18歳以上の方を対象に「健康づくり支
援事業」を実施しています。詳しくは
「受診券」に同封の「国保健診ガイド」
（各区役所の窓口でも配布）または大
阪市ホームページをご覧ください。 詳しくは
こちら
特定健診受診券：
窓口サービス課（保険年金） 窓口⑧番
☎6682-9956
健診内容・健診場所：
保健福祉課（健康支援） 窓口㉛番
☎6682-9882
１日人間ドックなどその他保健事業：
福祉局生活福祉部保険年金課（保健事業）

☎6208-9876

火おこしなどお困りでしたら、
スタッフまで。
片付けしなくても大丈夫。
木のペンダント作り、
クラフト体験もできます！
基本料金 3,000円／日
（燃料・機材セット）
詳しくは
こちら
利用料金 大学生以上 1,200円／人
４歳～高校生 600円／人
※４歳未満無料
大阪市立信太山青少年野外活動センター・キャンプ場
〒594-0022 和泉市黒鳥町1656
☎0725-41-2921 I0725-41-2963

問題：ペットボトルの正しい捨て方は？

※分別にご協力ください。

ペットボトルは中身を出してさっと洗い、キャップを外してラベルをはがし、資源ごみでお出しください。
（外したキャップとはがしたラベルは容器包装プラスチックでお出しください。）
多数のお申込みありがとうございました。当選者には、今月中に賞品を発送します。
一気にたためる
西南環境事業センター ☎6685-1271
（８:30～17:00
（月～土曜、祝日含む）
）
エコバッグ
【住之江区の人口】118,008 人（男性 56,672 人／女性 61,336 人）【住之江区の世帯数】59,840 世帯（令和４年４月１日現在推計）

