広報すみよし No.287

くらし
令和2・3年度後期高齢者
医療保険料率の改定について

あべの市税事務所からのお知らせ

令和2年4月分から児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障がい者手当等
■ 固定資産税・都市計画税（第1期分）
の支給月額が変わり
ます。
の納期限は4月30日（木）です
問合せ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について

大阪府内の被保険者均等割額は
５４，
１１１円、所得割率は１０．
５２％と
なります。各個人の保険料額は７月に
お知らせします。
問合せ 保険年金課 2階 ●
22 番窓口
６６９４-９９５６ ６６９２-４４２３

国民健康保険料決定通知書の
点字表記について
対 象 視覚障がいのある世帯主

（希望者のみ）

内 容 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
してお知らせします。
申込み 電 話にて
（ 住 所・氏 名・生 年
月日をお聞きします。）
問合せ 保険年金課 2階 ●
22 番窓口
６６９４-９９5６ ６６９２-４４２３

■ 消費税率の引き上げに伴う
介護保険料の軽減について

各停留所の新しい時刻表
は、Osaka Metroのホーム
ページをご覧ください。
問合せ

Osaka Metro・シティバス案内コール
6582-1400
6585-6466

②児童扶養手当
（一部支給）

■ 個人市・府民税申告期限の延長について

新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、次のとお
り申告の受付を延長しました。

受付延長期間 ４月16日
（木）まで ※土日祝除く

受付会場 あべの市税事務所
※郵送による申告書提出にご協力ください。
※３月17日
（火）以降に提出された場合、個人市民
税・府民税の課税が、第１期（６月末納期限）に
間に合わない場合があります。ご了承ください。

問合せ あべの市税事務所 個人市民税担当
（〒545-8533 阿倍野区旭町1-2-7
あべのメディックス７階）

4396-2953

第11回特別弔慰金
対 象 戦没者の死亡当時のご遺族

で、令和２年４月１日時点におい
て「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援
護法による遺族年金」を受け
ていない人（1名）
※請求にあたっては、遺族の順
位や範囲が定められています。

請求期限 令和５年３月31日
（金）
まで

●

問合せ 地域課 3階 36 番窓口

6694-9845

募

6692-5535

集

住吉区ホームページバナー広告
募集月 令和２年5月〜令和3年4月
※1カ月単位で申込みいただけます。
広告料 月5,000円/1枠

アクセス件数 約9,000件/月
※参考データであり、
アクセス件数
を保証するものではありません。

●

問合せ 政策推進課 3階 35 番窓口

6694-9842

4月は「犬猫を正しく飼う運動」
強調月間です

動物が多くの人々に
愛され、人間社会の中
で共 存できるように、
次のことを守りましょう。

フン尿は飼主が責任をもって必ず処理
しましょう。普段から自宅で排便・排尿さ
せ散歩に行くように習慣づけましょう。
交通事故や虐待、感染症等から守るた
めにも、放し飼いはやめましょう。
鳴き声や臭い等で周囲に迷惑をかけな
いようにしましょう。
生まれてくる動物を育てる見込みがな
い場合は、不妊・去勢手術をしましょう。
飼っている動物を捨てることは犯罪です。
愛情と責任をもって終生飼いましょう。

02

船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）担当
4705-2941
船場法人市税事務所 収納管理担当
4705-2931

令和２年度は第１段階から第４段階の
介護保険料が減額となる見込みです。
問合せ 保健福祉課 2階 ●
27 番窓口
6694-9859
6694-9692

4/1から「いまざとライナー・大阪
シティバス」のダイヤを一部変更

①児童扶養手当
（全部支給）

口座振替・自動払込について

■ 介護保険料決定通知書の
送付について

住吉区のいろんな情報発信中！

各種手当

あべの市税事務所
固定資産税（土地・家屋）担当
4396-2957（土地）
・2958（家屋）
固定資産税（償却資産）
について

介護保険料のお知らせ
（６５歳以上の人）

口座振替または納付書で保険料を
納付している人（普通徴収）
➡4月中旬に送付
年金から保険料が差し引かれる人
（特別徴収）
➡7月中旬に送付

各種手当額の改定について

変更前

変更後

4万2910円

4万3160円

1万140円

1万190円

6080円

6110円

4万2900円〜1万120円

4万3150円〜1万180円

1万130円〜5070円

1万180円〜5100円

6070円〜3040円

6100円〜3060円

③ 特別児童扶養手当（1級）

5万2200円

5万2500円

④ 特別児童扶養手当（2級）

3万4770円

3万4970円

⑤ 特別障がい者手当

2万7200円

2万7350円

⑥ 障がい児福祉手当

1万4790円

1万4880円

⑦ 経過的福祉手当

1万4790円

1万4880円

児童1人目
児童2人目（加算額）
児童3人目以降（加算額）
児童1人目
児童2人目（加算額）
児童3人目以降（加算額）

各手当受給者への通知については、①、②、⑤〜⑦は令和2年4月下旬頃、
③、④は令和2年7月下旬頃に通知します。

●

問合せ 保健福祉課 2階 26 番窓口

〜区内在住の中学生向け〜
「すみよし学習クラブ」受講生
令和２年度から３か所で実施！
☆１人の講師につき生徒５人以下の
少人数制
☆実施教科は国・数・英の３教科
☆中３は定期テスト・入試前に理・社も
対応
☆映像授業の配信で自宅学習も
サポート

※必ず「大阪市住吉区のすみよし
学習クラブ」とお伝えください。

塾代助成カードについて

大阪市塾代助成事業運営事務局
6452-5273
（12：00〜20：00）
※日・祝除く

6692-5535

6694-9692

すくすく！
！すみよしっ子
「広報すみよし８月号」の表紙の写真を大募集！

応募方法 １歳半までの子どもの写真と名前

（ふりがな）
・子どもへのメッセージ
（20字程度）
・保護者の連絡先・
件名に「８月号掲載希望」を記載
し、
メールで問合せ先へ。

※原稿の添削あり、名前はフルネーム掲載。
応募締切 ５月29日
（金）
掲載予定数 20名程度（多数抽選。紙面の

構成により、増減あり。）

場所・曜日・時間

遠里小野小学校：火・金
我 孫 子 中 学 校：月・木
【時間割】
１コマ目19：00〜20：10
２コマ目20：15〜21：25
墨 江 丘 中 学 校：火・金
【時間割】
１コマ目18：30〜19：40
２コマ目19：45〜20：55
定 員 各校30名程度
受講料 月１万円 ※週２コマ受講可
（大阪市塾代助成カード使用可）
申込み 家庭教師のトライ大阪校
問合せ
０１２０-５５５-２０２
（９：００〜２３：００）

6694‐9857

※抽選にもれた場合は、
９月号以降
に順次掲載予定。
※区役所は応募写真を無償で使用
する権利を有し、他紙との2重投
稿と当落の問合せは不可。

●

問合せ 政策推進課 3階 35 番窓口

6694-9842

6692-5535

tu0010@city.osaka.lg.jp

インタビュー

セレッソ大阪
清武選手・柿谷選手

日本サッカー界トップ選手として
活躍中のお2人に、経験談や今後
の抱負につい
て語っていた
だきました。
詳しくは⬇

（2月5日 表敬訪問時）

狂犬病予防集合注射会場のご案内

申込不要

飼い犬の登録（終生１回）
と狂犬病予防注射（毎年１回）、鑑札・注射済票の装着
は、狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。確実に行いましょう。
とき

4月17日
（金）
、
18日
（土）
、
19日
（日）
13：30〜16：00
※雨天決行、午前11時時点で大阪管区
気象台が大阪市内に
「特別警報」
「暴
風警報」
を発表している場合は中止。

ところ 住吉区役所南側

［登録済みの場合］
案内通知書をお持ちください。
［未登録の場合］
会場で予防注射と同時に登録してください。

制御できる人
注意事項 飼い犬は首輪などが外れないようにし、

（区役所駐車場出口付近）

費用

対 象 生後91日以上の犬

がお越しください。飼い犬の体調やアレルギーの有無
により注射が打てないことがあります。

一頭につき注射料金 ：2750円
注射済票交付手数料： 550円

※未登録犬は登録手数料が別途3000円必
要です。
※注射料金（2750円）
と注射済票交付手数料
（550円）
は、別々に用意してください。

その他 市委託動物病院でも登録・注射済票交付

の手続きができます。詳しくは、大阪市ホー
ムページをご覧ください。
※注射料金が左記料金と異なる場合がありますのでご注意ください。

●

問合せ 保健福祉課 1階 19 番窓口

様々な情報をお届け

広報紙を配信中

住吉区ホームページ

マチイロ

QRコード
ダミー

6694-9973

子育てサポート情報
WEB版はぐあっぷ

6694-6125

