
3個人市･府民税
申告期限の延長 あべの市税事務所 個人市民税担当

問合せ受付延長期間
４月15日（木）まで
※土日祝除く

受付会場 あべの市税事務所
※送付または大阪市行政オンラインシステムによる申告にご協力ください。
※３月16日（火）以降に申告した場合は、令和３年度分の個人市・府民税
の決定・通知や課税（所得）証明書の発行時期が遅れることがあります。 4396-2953 4396-2905

　からすは5月～６
月頃にヒナを育てま
す。この時期、巣に
近づくと、大きな声
で鳴き続けたり、威

嚇行動を取ることがあります。このような
からすを見かけたら、慌てずにその場か
ら離れましょう。
　また、迷惑だからといって、からすを捕
獲したり、卵やヒナを捕ることは禁止さ
れています。どうしても被害の軽減が図
れない場合は、捕獲許可について動物
愛護相談室（　6978‐7710）にご相
談ください。

　国民健康保険の被保険者で、概ね１
年以内に起きた災害や失業などの「特
別の理由」により、医療費（一部負担金）
の支払いにお困りのときは、申請により
減免や徴収の猶予（適用は原則として
申請日以降）を受けることができます。
　まずはお問い合わせください。

募 集

詳しくはホームページをご覧ください。

4月16日（金）、17日（土）、18日（日） 13：30～16：00と き

住吉区役所南側（区役所駐車場出口付近）ところ

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）

く ら し 保育施設での一時預かり事業

　「一時預かり事業」は、就労や通院、
介護、リフレッシュなど一時的にご家庭
での保育が困難な場合にお子さんを
お預かりする制度です。

　大阪市消防局では、市民の皆さまに
安全・安心を感じていただくため、消防
力や消防活動の一部を、迫力ある映像
で配信しています。各職員が日々の災
害に備える姿をぜひご覧ください。

6694‐9857 6694‐9692
保健福祉課 2階●26 番窓口問合せ

6694‐9857 6694‐9692
保健福祉課 2階●26 番窓口
問合せ

からすに関するお知らせ

　大阪市が収集する普通ごみなど、概
ね５世帯以上で利用されているごみの
持ち出し場所に対して、からすによるご
みの散乱を防止するための「からすネッ
ト」を、無償で貸し出しています。
　貸し出しにあたっては、申請が必要
で、「からすネット」を適正に管理してい
ただくことなどの条件があります。
　また、4月1日からは、既に貸し出し
を受けているごみの持ち出し場所につ
いても、補修できない破損がある場合
など要件を満たしている場合は、「から
すネット」の再貸し出しができることに
なりました。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。

　区民のみなさんから広く意見をいた
だくため、４月２６日（月）までパブリック
コメントを実施しています。
　案は、区役所１階区民情報コーナー
およびホームページでご覧いただけま
す。ご意見は、送付・FAX・電子メール・
持参でお寄せください。

「住吉区地域福祉ビジョン」
　共に生き共に支えあい、誰もが自
分らしく安心して暮らせる地域、さら
にみんなが生活を共に楽しむ地域
を、地域の住民や行政をはじめ、地
域に関わる全ての人の力で作り上げ
ていくという地域福祉の理念の実現
をめざし、平成２９年に策定しました。

　今後、パブリックコメントで市民のみ
なさんからいただいた意見を踏まえな
がら次期「住吉区地域福祉ビジョン」を
策定していきます。

6685-1271
6685-1282

環境局西南環境事業センター問合せ

6694-9973
6694-6125

保健福祉課 1階●19 番窓口問合せ

保険年金課からのお知らせ
■国民健康保険一部負担金減免制度

■からす被害を受けないために

■からすネット（防鳥用ネット）の
　貸し出し

介護保険のお知らせ
■令和３年度から介護保険料を変更

内 容 経済的な理由によって必要な
医療を受ける機会を制限される
ことのないよう、無料または低額
な料金で診療を行う事業です。

減免の内容
一部負担金の10割（全額）を免除しま
す。また、減免の期間は3か月までを標
準とします。ただし、必要に応じ最大6か
月まで延長することができます。

※実施医療機関（市内45機
関）によって対象者の条件や
減免される金額が異なります。
詳しくは各医療機関に直接ご
相談ください。

低所得などで生計困難な人対 象

医療機関などで支払う医療費の自己負担額
対象となる一部負担金

■無料低額診療事業

６６９４-９９５６ ６６９２-４４２３
保険年金課 2階●22 番窓口問合せ

6694-9859 6694-9692
保健福祉課 2階●27 番窓口

7777-4765
介護保険料コールセンター問合せ

6694-9973 6694-6125保健福祉課 1階●19 番窓口問合せ

塾代助成カードについて

～区内在住の中学生向け～
「すみよし学習クラブ」受講生

「住吉区地域福祉ビジョン
（改定案）」パブリックコメント

18歳以上（専門的な資格は不要）要 件
•学校行事や委員会活動時の支援
•学力向上やＩＴなどの学習支援
•英語等語学（通訳含む）の支援
•障がいのある児童・生徒の学習支援
•学校図書館での読書環境の充実  など

内 容

学校園支援ボランティア

☆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は定期テストや入試前に理・社も対応
☆映像授業の配信で自宅学習もサポート

　区内の市立小・中学校、幼稚園で活動
していただけるボランティアを募集します。

０１２０-５５５-２０２（９：００～２３：００）
家庭教師のトライ大阪校

6452-5273
（12：00～20：00）※日・祝除く

大阪市塾代助成事業運営事務局

申込み・問合せ

6695-0119
6695-4001

住吉消防署からのお知らせ

問合せ 住吉消防署地域担当

令和3年 大阪市消防局広報動画

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

※必ず「大阪市のすみよし学習クラブ」
とお伝えください。

　市税の納付には安全・確実・便利な
口座振替・自動払込（Webでの申込
み可）をご利用ください。

　６５歳以上の人（介護保険第１号被保
険者）の介護保険料は、３年ごとに介護
保険事業計画に基づき設定しています。
　詳しくは、「介護保険料決定通知書」
でご確認いただくか、コールセンターに
お問い合わせください。
■介護保険料決定通知書の送付
●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

※４月16日（金）～30日（金）
　平日9：00～17：30

固定資産税・都市計画税（第１期分）
納期限は４月30日（金）

〈区内一時預かり事業施設〉
●四恩るり保育園（苅田4-3-15）
　　6692-5071
●藤こども園（山之内元町6-2）
　　6697-2131
●浅香東保育園（浅香東1-1-38）
　　6697-5987
　※4月1日より開設
大阪市の事業内容・施設一覧等

※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。
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、
　中止になる場合があります。
　詳しくはホームページをご覧ください。

費 用 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。

注意事項 飼い犬は首輪などが外れないように
し、制御できる人がお越しください。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。

狂犬病予防集合注射会場のご案内4月は「犬猫を正しく飼う運動」
強調月間です 　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。
　現在の日本では狂犬病の発生はありませんが、周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、
令和2年にフィリピンからの帰国者による輸入感染事例もあります。侵入に備えた対策が重要です。
　犬の登録と予防注射は確実に行いましょう。

申込不要

　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。

対 象 生後91日以上の犬
【登録済みの場合】
案内通知書を持参
【未登録の場合】
会場で予防注射と同時に登録

少しリフレッシュをしたい

急用ができて、
子どもの面倒を見れない

6694-9964 6692-5535
教育文化課 3階●34 番窓口問合せ

tu0012@city.osaka.lg.jp
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