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くらし
2019年工業統計調査を
実施します
製造業を営む事業所を対象として、
全国一斉に実施します。
5月初旬以降に顔写真付きの調査
員証を携行した統計調査員が伺いま
す。回答方法は、
インターネットによる
オンライン回答と記入した調査票を後
日統計調査員に渡す方法があります。
調査結果は、地域産業活性化政策
や中小企業対策等、各種施策の基礎
資料となります。調査へのご理解・ご
協力をお願いします。

●

問合せ 総務課 3階 33 番窓口

6694-9626

6692-5535

2019年国民生活基礎調査
を実施します
5月から7月にかけて、世帯の構成
や所得、医療保険、公的年金の加入
状況など、生活の基礎的な事項を調
査します。
調査対象は、無作為に抽出されま
す。対象世帯には、顔写真付きの調
査員証を携 行した調 査員が伺いま
す。調査へのご理解・ご協力をお願
いします。
問合せ 大阪市保健所保健医療対策課

6647-0685

6647-0804

軽自動車税の納期限は
5月31日
（金）
です
身体障がい者、知的障がい者およ
び精神障がい者等の人で軽自動車
税の免除を受ける場合は、納期限ま
でに市税事務所で手続きを行ってく
ださい。

大阪市国民健康保険に
加入している人へ
生 活 習 慣 病の発 症や重 症 化 防 止
のための健康支援事業です。

■ 特定健診
4 0 歳 以 上の人（ 令 和 2 年 3月3 1日ま
でに40歳になる人を含む）が対象。
4月末に「受診券」を送付しています。
■1日人間ドック
30歳以上の人を対象に有料で実施。
※昭和29・39・49・54年生まれの人
は無料。
※40歳以上の人が受診する場合は
特定健診の「受診券」が必要。

自動車税の納期限は
5月31日
（金）
です
納税通知書裏面に記載の金融機
関、大阪府内の郵便局、
コンビニエン
スストア等、府税事務所で納付するこ
とができます。
問合せ 大阪府自動車税コールセンター
０５７０-０２０１５６

注意

詳しくは、国 保 健 診ガイドまたは市
ホームページをご覧ください。
問合せ

受診券について

22 番窓口
保険年金課 2階 ●
6694-9956
6692-4423

とき

5月10日（金）11：00〜（雨天中止）

ところ 住吉区役所北側駐輪場

（南住吉3-15-55）
と き 5月21日
（火）11：00〜（雨天決行）

（長居3丁目）
ところ 長居商店街

19 番窓口
保健福祉課 1階 ●
６６９４-９８８２ ６６９４-６１２５

とき

5月24日
（金）
〜6月6日
（木）

問合せ

36 番窓口
地域課 3階 ●
6694-9840
6692-5535

（〒559-0023 住之江区泉１-１-111）

集

6685-1271
6685-1282
（月〜土 ８
：
３０〜１７
：
００）

「住吉区夏休み英語体験デイ」
のボランティアをしてみませんか

イベント・講座
住之江下水処理場 無料・申込不要

「ばらの一般公開」

企画ミーティングへの参加
当日のボランティアスタッフ など
詳しくは、区ホームページをご覧ください。

福祉局保険年金課保健事業グループ
６２０８-９８７６ ６２０２-４１５６

募集人数 10人程度

麻しん・風しんが大流行！
予防接種を受けましょう！

（金）
１７
：
３０までに、
募集期間 5月31日

麻しん（はしか）は感染力がインフル
エンザの約６〜１４倍と極めて強く、感染
すると90％以上の人が発病し、重篤な
合併症を引き起こすこともあります。
風しんは、妊婦が妊娠初期にかかる
と、出生時に先天性風しん症候群の子ど
もが生まれてくる可能性が高くなります。
麻しん・風しんは、特別な治療法がな
く対処療法が中心となります。予防接
種が最大の予防方法です。

●

問合せ 保健福祉課 1階 19 番窓口

6694-9882・9968
６６９４-６１２５

電話・FAX・送付・窓口にて
〈イベント開催日程〉
と き 8月4日
（日）10：00〜12：30（予定）
ところ 住吉区民センター図書館棟2階
問合せ

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
（〒558-8501 住吉区南住吉3-15-55）
６６９４-９９６４ ６６９２-５５３５

学習会を開催しよう！

住吉区社会教育関連学習会等
助成事業
区内で、人権・生涯学習などの社会
教育に関する活動を行っている団体・
グループが、社会教育に関する学習会
を実施する場合に、講師謝礼等の一部
を助成する事業です。

令和2年

住吉区成人式

令和2年１月12日（13：00開式）

日曜日に開催します！

問合せ

用ごみ袋をお届けします。）

業務内容

その他の保健事業について

対象

Ｇ２０大阪サミット開催前にみんなでまち
（クリーンＵＰ作戦
をきれいに清掃しましょう！

どで配布中の参加募集チラシ
裏面の申込書に必要事項を記
入し、
５月10日
（金）
までに、西南
環境事業センターにFAX、送付
または持参。
問合せ 環境局西南環境事業センター

※装着数量は150個（当日先着順・無料）
※自転車でお越しの人に装着します。

募

Ｇ２０大阪サミット
クリーンＵＰ 作戦の
参加者募集

申込み 区役所や環境事業センターな

子どもたちに楽しみながら英語を学ん
でもらうための英語体験イベントを開催
します。子どもたちと英語を使った交流
ができるサポーターを募集しています。

健診内容・場所について

詳しくは、区ホームページをご覧ください。

募集期間 5月7日
（火）
〜12月27日
（金）

平成11（1999）年４月２日〜
平成12（2000）年４月１日に
生まれた人

条件
問合せ

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
6694-9743 6692-5535

7月〜令和2年2月末までに行う
学習会であることなど

34 番窓口
教育文化課 3階 ●
６６９４-９７４３ ６６９２-５５３５

植樹しているばらの一般公開と処理
場施設の見学会を開催します。
一般公開
5月14日
（火）
〜20日
（月）
10：00〜16：00
施設見学会
※当日現地で、申込受付をします
5月17日
（金）
・20日
（月）
両日とも4回実施
ところ 住之江下水処理場
（住之江区泉1-1-189）
問合せ 建設局南部方面管理事務所
6686-1240
6686-1341
とき

ひふみ号による 無料・申込不要
「花と緑の講習会」
植物や緑に興味のある人、庭木や草
花でお悩みの人もお越しください。
とき

6月5日
（水）14：00〜15：30

ところ おりおの南公園（遠里小野7丁目）
定員

30人程度

問合せ 建設局長居公園事務所

6691-7200

6691-6976

悪質な事業者にご注意を！介護保険住宅改修のトラブルが急増しています。

自宅を訪問し

①「区役所の方からきました」
②「介護保険で手すりをつけませんか？」
③「無料で住宅改修ができます」

①

②

ちょっと考える

③

などと言葉巧みに介護保険の要介護（要支援）
認定を進めたり、個人情報を聞いてきたり、必要
のない工事を強制します。
相談窓口

要介護（要支援）の認定申請や心当たりのない通知が来た場合など
大阪市認定事務センター
4392-1700
悪質業者の通報や訪問販売による契約解除（クーリングオフ）のことなど
大阪市消費者センター
6614-0999

02

自転車の前かごに、ひったくり防止
カバーを装着します。

■ その他
1 8 歳 以 上の人を対 象に「 健 康づくり
支援事業」を実施。

問合せ

あべの市税事務所 市民税等グループ
4396-2954
4396-2905

5月の防犯キャンペーン

住吉区のいろんな情報発信中！

対策は？

介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20
万円です。
（うち、
１割〜3割が自己負担）
先に不要な工事をしてしまうと、本当に必要に
なった時に工事ができなくなる場合があります。

★「いらん！必要ない！
！」
いらん！
いらないと思ったものはハッキリと断りましょう
★「相談する」
住宅改修をするときには、必ず事前に家族や
ケアマネージャー、地域包括支援センターなどに
相談しましょう。
★「ほかの見積りも見てから」
複数の業者から見積りを取りましょう。

●

問合せ 保健福祉課 2階 27 番窓口

６６９４-９８５９

イベント・地域情報

子育て情報

歴史・文化情報

Twitter

LINE

facebook

６６９４-９６９２

