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空家の所有者には管理責任があります空家の所有者には管理責任があります住んでいるうちに
対策を！

問合せ 市民協働課 1階⑧番 ☎6915-9848

問合せ 保健福祉課（高齢者支援） 1階⑩番 ☎6915-9859

　心当たりがないのに「介護保険資格者証」が送付されたり、認定訪問調査の日程調整
の連絡があった場合は、大阪市認定事務センタ－（☎4392-1700）または下記の問合せ
までご相談ください。

　「大阪市の委託を受けている」などと偽って突然訪問し、「無料で住宅改修が
できる」と言って認定申請を勧めたり、介護保険認定の有無や受診している医
療機関などを聞き出して、知らないうちに無断で認定申請を行い、その後、住
宅改修工事を強要する悪質な事案が鶴見区で発生しています。

管理不全が続くと罰則もあります！

特定空家等になる前に家の状態をチェック

行政による指導の流れ
 

※特定空家等とは、次の4つの状態の
いずれかに該当する空家等のことです。

　空家対策推進の必要性を考え「空家等対策の推進に関する特別措
置法」が施行されました。この法律には、所有者が空家を適切に管理す
る責務が定められています。管理不全な状態が続くと、法律に基づく
「特定空家等(※)」として市が指導を行うことがあります。

□ 外壁
外壁材の異常(穴・サビ など)

□ 軒裏
軒材の異常(シミ・汚れ など)

□ 土台
基礎・土台の異常
(ヒビ・腐朽 など)

□ 家の周り
雑草や樹木の繁茂・害虫などの
発生・ごみの不法投棄 など

□ 窓・ドア
ガラスの割れ・建付けの
異常・開閉の不良 など

□ 屋根
屋根材の異常 
(ズレ・割れ・はがれ など)

□ 家の中
雨もり・床の傾き・カビの
大量発生・異臭 など

区役所の各種無料相談も
ぜひご利用ください

　住宅は、居住者の移転や世代交代などで空家になるこ
とがあります。また、相続をきっかけとして空家となる場
合が多くあります。スムーズに引き継ぐために、住んでい
るときから権利関係の確認や登記の変更、相続などの対
策を早めに準備しておきましょう。

不要な改修工事をしてしまうと、
将来、本当に工事が必要になった
ときに工事ができなくなります。

安易に個人情報などを伝えると
勝手に「認定申請」されていることがあります！

空家等の適切な管理に必要な情報提供、助言をします。

情報提供・助言等 (法第12条)
1

空家等の適切な管理に必要な措置を取るよう助言または指導をします。

助言・指導 (法第14条第1項)
2

指導を受けて改善されない場合、固定資産税の住宅用地の特例から除外となります。

勧告 (法第14条第2項)
3

命令に違反した場合、50万円以下の過料に処されることがあります。

命令 (法第14条第3項)
4

命令が履行されない場合、市が代執行することがあります。また、その際の費用は所有者か
ら徴収します。

行政代執行 (法第14条第9項)
5

　空家は、亡くなった方や以前の所有者の名義のまま
になっている場合があります。建物・土地の登記が現在
の所有者になっているか確認し、登記手続きを行ってく
ださい。

●登記を確認

　相続に関して、相続人同士の権利問題や名義変更手
続きなどが必要となります。それぞれの悩みに応じて、
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してく
ださい。

●専門家に相談

●そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
●そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

1か月後

8か月後

●要介護認定申請をする意思がないときはハッキリと断りましょう。
●介護保険被保険者証を見せる（渡す）など、安易に個人情報を教え
ないようにしましょう。

業者などの訪問や電話があった場合は……

認定調査員が来たら
大げさに身体の不調を
訴えるように言われた

介護業者風の方に住所等の
個人情報と主治医のことを
ついつい伝えてしまった

悪質な住宅改修業者にご注意ください！

介護保険の住宅改修の利用限度額は原則20万円です。

予約制
4ページ参照

ご注意！

その後

その後

　児童手当を受給している方に「現況届」をお送りしま
す。必要事項にご記入いただき、6月中に下記まで提
出してください。なお、添付書類が必要な方は現況届
に記載していますので、現況届と一緒にご提出をお願
いします。
　現況届を提出されなかった場合、令和3年10月以
降に支給される手当が停止されます。また、そのまま
2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります
のでご注意ください。
※感染症予防のため、郵送での提出にご協力ください。

児童手当の現況届を
ご提出ください

問合せ 保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番 
☎6915-9107

　大阪府では、6月を「就職差別撤廃月間」と定め、
啓発事業に取り組んでいます。月間中は「就職差別
110番」を開設し、電話・メールでの相談を受付。採
用面接時等の差別について関係機関の紹介等を行
います。

6月は「就職差別撤廃月間」です
《しない　させない　就職差別》

問合せ 大阪府商工労働部雇用推進室 ☎6210-9518
 　 rodokankyo-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

各種無料相談日のお知らせ6月 大阪市民対象

問合せ ❶

❷

❸

総務課（政策推進）
4階41番
☎6915-9683

❹ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❺ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❻ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番 ☎６９１５-９９６８
❼ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
　 大阪第一人権擁護委員協議会 ☎6942-1489

鶴見区役所3階
相談室　

❺
ごみの出し方・予約方法
【毎月第３火曜日】
保存食品の寄付受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付は14時以降に
　お持ち込みください。

6月15日（火）１４時～１６時　　　　　　

鶴見区役所
１階ロビー

❹ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】

当日会場にて受付次回は9月8日（水）の
予定です

中止

❸
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

6月１6日（水）１３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制
6月8日（火）１３時～１６時

当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

6月11日（金）
     25日（金）１３時～１７時

法律相談
【毎月第2・第4金曜日】

予約制

●不動産相談・司法書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。
※マスク着用の徹
底をお願いしま
す。

❽ 日曜法律相談 6月27日（日）
北区役所・住吉区役所予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）までお問い合わせください。

な  に  わコール

令和3年度の国民健康保険料について令和3年度の国民健康保険料について
保険料の決定

保険料の改定

　令和3年度（令和3年4月から令和4年3月）国民健康保険料の決定通知書を、区役所から6月中旬に送付しま
す。6月中に届かない場合はご連絡ください。
　前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困
りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合があります。

　被保険者間の負担の公平性の観点から、大阪府内の市町村にお住まいで「同じ所得、同じ世帯構成」で
あれば、「同じ保険料額」となるよう、令和6年度には「府内統一保険料率」とします。

※1：介護分保険料は、被保険者の中に40歳～64歳の方（介護保険第2号被保険者）がいる世帯にのみにかかります。
※2：算定基礎所得は、前年中総所得金額等ー43万円となります。
◎世帯の所得割は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者）ごとに計算した所得割の合計額となります。

令和3年度国民健康保険料（年額）
後期高齢者支援金分保険料医療分保険料 介護分保険料※1

平等割保険料（世帯あたり） 27,807円 9,508円 2,509円

所得割保険料 算定基礎所得金額※2

×8.22%
算定基礎所得金額※2

×2.90%
算定基礎所得金額※2

×2.60%
最高限度額 63万円 19万円 17万円

均等割保険料（被保険者あたり） 被保険者数
×25,273円

被保険者数
×8,642円

介護保険第2号被保険者数
×14,612円

問合せ 窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 ☎6915-9956

❻ 鶴見区役所1階
⑪番窓口

予約制こころの相談
（精神科医）

6月11日（金）

     25日（金）
14時～15時30分

14時30分～16時

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話
（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

❼ 人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

当日会場にて受付
港区役所
東淀川区役所
旭区役所
阿倍野区役所

13時30分～16時
6月18日（金）

　小・中学校で使用する教
科書をより多くの方に知っ
ていただくため、教科書
（見本）を展示します。ぜひ
手にとってご覧ください。

小・中学校の教科書を
ご覧いただけます

問合せ

期間
時間
場所

6月11日（金）～7月14日（水） ※開庁日のみ
9時～17時30分（金曜日のみ9時～19時）
区役所 4階43番窓口付近

教科書に関すること
大阪市教育委員会事務局指導部
☎6208-9186　FAX6202-7055
問合せ可能時間
月～金曜日 9時～17時30分

教科書の展示場所などに関すること
総務課（教育担当） 4階43番
☎6915-9734

しゃかい

さん
すう

こくご

●負担限度額認定　
●特定負担限度額認定
●高額介護サービス費受領委任払い承認
●社会福祉法人等による利用者負担軽減　
●境界層処置
問合せ 保健福祉課（高齢者支援） 1階⑩番 

☎6915-9859

〈更新申請が必要な主な内容〉

　介護保険施設などへの入所や
短期入所（ショートステイ）を利用
した場合の食費・居住費の負担軽
減の認定証及び社会福祉法人等
による利用者負担軽減の確認証
の有効期限は7月31日（土）まで
です。更新される方は6月30日
（水）までに申請手続きをお願い
します。

介護保険利用者
「負担限度額認定」等の
更新手続きをお忘れなく

人権擁護委員による特設人権相談所

★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期となる場合があります。
   お申込みの際にホームページまたは電話でご確認ください。


