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令和4年3月 No.310住吉区LINE
子育て情報届けます！

住吉区Instagram
「すみよしの魅力」再発見 ※ab特に記載のないものは

　市外局番「06」です。

くらし・お知らせ

国民健康保険の届出は１４日以内に
　退職などで国保に加入するときや、就職などで国保
から脱退するときは、届出が必要です。
　加入の届出が遅れた場合は、加入するべき時から
の保険料を遡って納める必要があります。（最長２年
間分）。なお、届出前の医療費は全額自己負担になる
場合があります。
　また、脱退の届出をせずにそのまま国保で受診する
と、後日、医療費を大阪市に返還していただく必要が
あります。
c保険年金課 ２階22番窓口

a６６９４-９９５６ b６６９２-４４２３

障がいのある方の交通乗車証・
タクシー給付券

　更新交付申請書を期日までに提出した人に、令和
４年４月から利用できる交通乗車証またはタクシー給
付券を、３月下旬から順次、簡易書留で対象者に送付
します。
　窓口での交付を希望している人には、案内を送付し
ますので、２階26番窓口に障がい者手帳をお持ちくだ
さい。
c保健福祉課 ２階27番窓口

a６６９４-９８５９ b６６９４-９６９２

インターネット上の人権への
配慮について

　インターネットを利用したコミュニケーションには、お
互いの人権を尊重することが重要です。インターネット
への記事掲載の際は、次の事項に注意しましょう。
●人権やプライバシーを侵害する内容はありませんか？
●誹謗・中傷に結びつく内容はありませんか？
●差別を助長、または誘発するおそれはありませんか？
c教育文化課 3階34番窓口

a6694-9989 b6692-5535

住吉区民のみなさんへ お知らせ情報 区役所にご来庁の際は、マスクの着用・消毒などにご協力ください。

募集

子育てミニコラム

　一般的に、1歳前後になると「ママ」、「パパ」など言葉を話せるようになり、1歳半ぐらいになると話せる
単語が5つくらい出てくると言われています。ただ、言葉の成長は個人差が大きい部分でもあるので、目
安どおりでないからといって心配する必要はありません。
　言葉が出るためには色々な準備や段階があります。赤ちゃんが泣くことも言葉を話すための下準備で
す。大人が見ているものを同じように見ようとしたり、行動をまねることは学びの第一歩です。大人の言葉
がわかるようになり、自我も成長してくると、指差しで自分の欲しいものや、したいことを伝えたり、体を
使って気持ちを伝えたりするようになります。そして、言葉で伝えられないことが
もどかしく感じるようになると、言葉を話すまであと少しです。
　ボールをコロコロと転がし合うといった遊びも、会話やコミュニケー
ションの形を学ぶ機会です。お子さんと一緒に色々な体験をする中で
の声掛けを大切にしてあげると、お子さんの中で「まねして言ってみよ
う」、「こう答えたらどんな反応するかな？」と言った意欲が出てきます。
　もし、2歳頃になっても言葉がなかなか出てこず、不安になった場合は、
いつでもご相談ください。

c「はぐあっぷ」保健福祉課 １階19番窓口　a６６９４-９９６８ b６６９４-６１２５

ことばはいつごろから出るの？

c保健福祉課 1階19番窓口　
a６６９４-９９７３ b６６９４-６１２５

　無責任なエサやりは指導・罰金の対象になる場合があります。
目撃された人は、実際にエサやりを行っていた場所や時間等の
情報の提供にご協力をお願いします。

ハト・カラスへのエサやりはやめましょうハト・カラスへのエサやりはやめましょう!ハト・カラスへのエサやりはやめましょう!
我孫子1～2丁目
我孫子東1～2丁目
（主に我孫子中学校外周）
長居東3～4丁目
苅田2丁目

●
●

●
●

特に情報が欲しい地域

税に関するお知らせ

■個人市･府民税の申告期限は３月15日（火）
cあべの市税事務所 個人市民税担当

a4396-2953

　感染症拡大防止のた
め、送付または電子によ
る申告にご協力お願い
します。

確定申告個人市･府民税

c住吉税務署　a6672-1321

納税は便利な振替納税（口座引落し）
をご利用ください。

※振替納税を初めて利用される方は法定納期限までに
振替依頼書のご提出をお願いします。

■確定申告について

詳しくはこちら

３月15日（火）

３月31日（木）

4月21日（木）

4月26日（火）

税 目 申告期限及び
法定納期限

振 替 日
振替納税を
ご利用の方（ )

申告所得税及び
復興特別所得税
消費税及び
地方消費税
（個人事業者）

夜間学級で勉強しませんか
や　  かん    がっ   きゅう べん きょう

　義務教育の年齢（満15歳）を超えており、実質的に
中学校を卒業していないなどの理由で、入学を希望す
る人に対して、夜間に中学校教育を行います。
（高齢者や外国籍の人も入学できます。）

4月28日（木）まで

c大阪市立天王寺中学校夜間学級
a6771-2757 b6775-5693
大阪市教育委員会総務課　
a6208-9076 b6202-7052

入学受付
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ガソリンスタンドでガソリンを
携行缶で購入される方へ

　大阪市消防局は市内のガソリンスタンドに対しガソ
リンの小分け販売について、過去に販売実績のない
新規のお客様等に対してガソリンの小分け販売を控
えていただくよう、依頼しています。
購入する際の注意点
●ガソリンスタンドの従
業員に依頼する必
要があります。

●容器は性能試験を
クリアした、「試験
確認済証」や「認定品」等の表示のある金属製容
器を必ず使用してください。

●本人確認を行うことのできる書類（運転免許証、マイ
ナンバーカード等）の提示及び具体的な使用目的
を伝える必要があります。

c住吉消防署
a6695‐0119 b6695-4001

差替え
予定

３月27日（日）･４月３日（日）は
区役所を開庁します

■取扱業務①
●出生・婚姻などの戸籍の届出
●転入・転出などの届出
●印鑑登録・外国人住民登録
●戸籍謄抄本・住民票の写し・印鑑登録証明書
などの発行
※マイナンバーカード（個人番号カード）の受取は、混雑が
予想されますので、住民登録担当まで必ずお問い合わ
せのうえ、ご来庁ください

c住民情報課 1階13～16番窓口
a6694-9963・9961  b6692-5535

■取扱業務②
●国民健康保険、国民年金の各種届出など
（住民異動に伴うものに限る）
c保険年金課 2階2122番窓口

a6694-9946・9956  b6692-4423

開庁時間 9:00～17:30

我孫子町地区のバリアフリーマップを
公開しています

　大阪市では、障がいのある人や高齢の人、小さなお
子さんを連れた人に安心して外出いただけるようバリ
アフリーマップを作成しています。
　我孫子町地区における主要な経路、生活関連施
設、鉄道駅のバリアフリー等に関する情報を取りまとめ
た「我孫子町地区バリアフリーマップ」を公開していま
すのでご活用ください。

c計画調整局 計画部 都市計画課
a6208-7856 b6231-3751

我孫子町地区 
基本構想策定
エリア図

我孫子町地区
駅周辺拡大図

「住吉区車いすトイレマップ」を
更新しました

　高齢者や障がいのある人
などが、車いすでも利用でき
るトイレを記載したマップを登
録事業所等の増加により更
新しました。
　区役所・地域自立支援協
議会での配架やホームペー
ジにて公開しています。

c住吉区障がい者基幹相談支援センター
自立生活センター・まいど
a6609-3133 b6609-3210
保健福祉課 2階26番窓口
a6694-9857 b6694-9692

詳しくは
こちら

制作
住吉区地域自立支援協議会 令和 4年 2月現在

住吉区

三

４月１日（金）から資源ごみ・容器包装
プラスチックの収集を民間委託

　委託業者の収集車両には、大阪市から受託している
ことを表示し、作業員は受託者である腕章をつけます。
なお、収集曜日については変わりません。

c西南環境事業センター
a6685‐1271 b6685-1282

※住吉区では、古紙・衣類の分別率アップに
　取り組んでいます。ご協力をお願いします。

本人確認をさせて
いただきます。

使用の目的は
なんですか？


