※

広報

特に記載のないものは市外局番「06」です。

くらし
令和３年４月に小・中学校へ
入学される人へ
学校選択制希望調査票の提出
８月下旬に入学予定者全員に
「学校
案内」
・
「希望調査票」
を送付します。
入学を希望する学校を選択し、10月
30日（金）
までに
「希望調査票」
を送付
または窓口へご提出ください。
〜個別相談会（申込不要）〜
学校選択制度に関する疑問やお悩み
について、
ご相談ください。
9月7日（月）
・8日（火）
9：30〜17：00
ところ 住吉区役所４階 第３会議室
とき

対 象 前年の所得について未申告

の人がいる世帯
内 容 国民健康保険料の軽減・減免
の判定は、世帯全員の所得に
よって行います。
税の申告が不要な場合でも、
国民健康保険料にかかる所
得の申告をしてください。

※所得の不明な人がいる場合は、軽減・減免
を受けられません。

●

問合せ 保険年金課 2階 22 番窓口

6694-9956

6692-4423

高額介護合算療養費制度
のお知らせ

「障がいがある」
「就学に不安を感
じている」など、就学に向けての相談
がある場合、通学区域（もしくは在籍
中）の小学校にご相談ください。
特別支援学校（府立支援学校）の
見学も、学校を通じて申込可能です。

外国籍の子どもの入学手続
８月中旬に「入学のご案内」を送付しま
す。大阪市立の小・中学校への入学を希望
する場合は、9月30日（水）までに「入学申
請書」を送付または窓口へご提出ください。

●

問合せ 教育文化課 3階 34 番窓口

6692-5535

各種手当の現況届の提出
【提出期間（土日祝は除く）】
①児童扶養手当
8月3日（月）
〜8月31日（月）
②特別児童扶養手当
8月12日（水）
〜9月11日（金）
③特別障がい者手当・障がい児福祉
手当・福祉手当（送付可能）
8月12日（水）
〜9月11日（金）

※②③の受付は、8月12日（水）からです。
※来庁の際には、
マスクの着用にご協力を
お願いします。
※提出がない場合は、手当の支給が停止さ
れますのでご注意ください。

●

問合せ 保健福祉課 2階 26 番窓口

6694-9692

府税 個人事業税の納付
納付書は第１期分及び第２期分を
まとめて送付します。
※年間の税額が１万円以下の場合は、
第２期分の納付書はありません。
納期限

８月31日（第1期分）、11月30日（第2期分）
納付方法

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、府税事務所にて
新型コロナウイルス感染症の影
響により、納税が困難な場合に
は納税の猶予制度があります。
問合せ なにわ南府税事務所

6775-1414（代表）

個人市・府民税（普通徴収分）
第２期分の納期限は８月31日（月）
問合せ あべの市税事務所 個人市民税担当

4396-2953

〜健康づくり功労者 健康局長表彰〜

長きにわたり健康づくりの推進に携わってこられた
功績を称え、表彰されました。
住吉区健康づくり推進協議会
「かきつばたの会」会長

●

6694-9840

※トレーニング場については利用できます。
問合せ 経済戦略局スポーツ施設担当

6469-3898

住吉消防署からのお知らせ
「新型コロナウイルス対策にひそむ火災リスク」

4396-2905

区内在住の中学生向け

幼稚園や保育所（園）への入所・
入園を検討されている人向けに、保
育施設等の情報をお届けする
「子育
て情報フェア」。
これまで区民センターで開催して
いましたが、新型コロナウイルス感染
症の拡大を防ぐため、今回は区ホー
ムページ上で紹介することとなりまし
た。
（8月下旬予定）
また、各保育施設等の情報（特色
等）
を掲載した情報誌を作成し、区役
所や関係施設で配架する予定です。

●

問合せ 保健福祉課 2階 26 番窓口

6694-9857

6694-9692

新型コロナウイルス感染症の拡大等に伴う「納税のご相談」
新型コロナウイルス感染症の拡大等の事情により、納期限までに納付が
困難な場合は、納税を猶予する制度があります。
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※詳しくはお問い合わせください。

問合せ 大阪市立文の里中学校夜間学級
といあわ

へいじつ

イ ベ ント

無料

無料
子育て講座
「子どもとのかかわりを楽しもう！」

「すみよし学習クラブ」
夏期体験会（英語・数学）
と き （受付：８月18日（火）
まで 申込必須 ）

８月25日（火）19：00〜/20：15〜
８月28日（金）19：00〜/20：15〜

各コマ約10名（初めての人対象）
※１人１コマ
（70分）限り

すみよし学習クラブ開講中

定員あり

☆国・数・英の３教科を学べる
☆中３は定期テスト・入試前に
理・社も対応可
☆週２コマ受講可（１コマ70分）
ところ・曜日・時間

①遠里小野小学校：火・金
②我 孫 子 中 学 校：月・木
１コマ目19：00〜・２コマ目20：15〜
③墨 江 丘 中 学 校：火・金
１コマ目18：30〜・２コマ目19：45〜
カード使用可）

すみちゃん子育て情報フェア

さと ちゅう がっ こう

（阿倍野区美章園）

募集

受講料 月１万円
（大阪市塾代助成

緊急事態宣言の解除により、営業
を自粛されていた飲食店などが再開
される中、
この時期だからこそ気をつ
けていただきたい火災があります。新
型コロナウイルス対策にひそむ火災
リスクを大阪市消防局YouTubeに
て紹介しています。
問合せ 住吉消防署地域担当
6695-0119
6695-4001

ふみ

文の里中学校夜間学級

６６２１-０７９０（平日13：00〜19：00）

定員

天井改修に伴い、令和2年10月1日
から令和3年3月31日まで休館します。

けい こ

6692-5535

ところ 遠里小野小学校

住吉屋内プール休館
のお知らせ

6469-3869

だ

問合せ 地域課 3階 36 番窓口

を利用する世帯

月〜当年7月）の医療保険及
び介護保険に支払った自己
負担額の合計が著しく高額と
なった場合、申請により自己
負担限度額を超える額（上限
あり）が支給されます。
問合せ 保険年金課 2階●
22 番窓口
6694-9956
6692-4423

わ

和田 勍子さん

「令和２年７月豪雨災害義援金」の受付
募 金 箱を設 置し、被 災 地への
義援金を受け付けています。
受付場所 住吉区役所 １階北側玄関
36 番窓口
入口付近・●
受付時間 9：00〜17：30
（土日祝を除く）

内 容 同一世帯内で、
1年間（前年8

8月11日（火）〜17日（月）は特設会場
を開設（住吉区役所4階大会議室）

6694-9857

おめでとうございます！

対 象 医療保険と介護保険の両方

就学相談
（申込要）

6694-9964

「国民健康保険料のための
所得申告書」の提出
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問合せ •申込みについて

家庭教師のトライ大阪校
０１２０-５５５-２０２
（９：００〜２３：００）

※「大阪市住吉区のすみよし学習クラ
ブについて」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）

「子どもの発達相談室あおいとり」
の藤川典子さんと一緒に、子どもへの
関わり方のコツを学び、楽しい親子の
関係作りについて考えてみませんか？
と き ８月22日
（土）10：00〜12：00
ところ 住吉区役所４階大会議室
対 象 保護者・子育て支援に関わる人・

関心のある人

※新型コロナウイルス感染症防止の観点から
お子様連れでのご来場はご遠慮ください。
定 員 30名
（先着順）

申込み 電話・FAX・窓口にて

●

問合せ 保健福祉課 1階 19 番窓口

6694-9882

6694-6125

健康づくりひろげる講座
いきいき百歳体操や認知症予防につ
いて一緒に学び、介護予防に取り組み
ませんか？

9月9日（水）
・16日（水）
・30日（水）
・
10月7日（水）13：30〜15：30
ところ 住吉区役所1階 ほか
とき

対 象 区内在住の人
定 員 20名程度
（先着順）
申込み ８月１７日
（月）
〜２８日（金）

電話・窓口にて

●

問合せ 保健福祉課 1階 19 番窓口

6694-9968

6694-6125

子育てミニコラム

〜乳幼児のマスク着用について〜
乳幼児のマスク着用に関して、
（社団）日本小児科医会より見解が
出されていますのでご紹介します。
「2歳未満の子どもにマスクは不要、むしろ危険」です。
その理由として、
マスクは呼吸をしにくくさせ、呼吸や心臓への負担になる
マスクそのものや嘔吐物による窒息のリスクが高まる
マスクによって熱がこもり熱中症のリスクが高まる
顔色や口唇の色、表情の変化など、体調異変への気づきが遅れる など

感染予防方法は、石鹸での手洗いが最も有効です。
外から帰った時や食事前は必ず行ってください。
問合せ

子育て世代包括支援センター「はぐあっぷ」
19 番窓口 ６６９４-9968
保健福祉課 1階●

問合せ •市税の納税や猶予について

あべの市税事務所 収納対策担当

4396-2949

•法人市民税や事業所税等の納税や猶予について

船場法人市税事務所 収納対策担当

4705-2949

6694-6125
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