インフォメーション

令和３年 
経済センサス ―活動調査
６月１日現在で全ての事業所・企
業を対象に調査を行います。５月下
旬に調査員が訪問し、調査票を配布
しますので調査への協力をお願いし
ます（インターネットでの回答をお

申し込みはいずれも当日直
接。

男女共同参画審議会

安全・安心

◦市役所１階総合案内で
「個人向け・事業者向け支援一

続

市総合教育会議

き

▽日時 ５月 日（月）午後３
時
▽場所 市役所議会棟５階第二
委員会室
問 教育政策総務課
（☎８１３・
００７０）

環境保全審議会

健康・福祉

▽日時 ５月 日（月）午前 時
▽場所 市役所議会棟４階第一
委員会室
問 環境総務課（☎８２１・４
０５５）

税・保険・年金

人

戦傷病者などが４月１日時点で増
加恩給などを受け、第５款症以上の
障害の状態にあることなどが支給条

戦傷病者などの妻に対する 
特別給付金

手

すすめしています）
。
調査の結果は、国や地方公共団体
における行政施策の立案や民間企業
における経営計画の策定など、社会
経済の発展を支える基礎資料として
広く活用されます。調査内容は、法
律により統計以外の目的に使用する
ことは固く禁じられています。
問 総務課統計担当（☎８２４・１
１８１）

りますので、事前に担当課などに確認してください。

を把握し、今後の市政運営の参考と
するため行った「第五次総合計画後
期基本計画達成状況調査」の結果が
まとまりました。協力ありがとうご
ざいました。
調査結果報告書は、市民情報コー
ナー、各シティ・ステーション、市
立中央図書館臨時図書室、東・駅前
図書館又は市ホームページ「企画一
課」で見ることができます。
問 企画一課（☎８２５・２０１６）

◦広報誌に掲載されているイベントや講座などは、感染防止対策を講じた上で実

▽日時 ５月 日（火）午前
時
▽場所 市役所議会棟５階第二
委員会室
▽定員 ５人（先着順）
問 人権・男女共同参画課（☎
８２５・２１６８）

市からのお知らせ

インフォメーション

日曜日、
祝日のときは、
翌平日）
から可能です

※イベントなどの申し込みについて申込開始日

の記 載 がないものは、原 則 、
１日
（１日 が 土・

（公共機関・団体、市民情報ひろばは除く）
。

市からの
お知らせ
市民公益活動災害補償制度
市民活動を安心して行ってもらう
ため、公益活動中に起きた事故によ
るけがなどの傷害や賠償責任を負っ
たときに、市が契約した保険で補償
します。事故などが発生したときは
市へ報告してください。
▽対象 市民５人以上の団体によ
る、自主的で営利を目的としない、
日帰りで行う市民公益活動（地域社
会活動、青少年健全育成活動、社会
福祉・社会奉仕活動など）
※市への事前登録は不要です。
問 各団体の担当課又は市民活動振
興室（☎８２５・２１２０）

断的に積極的に進めるため、４月に
「子育て・教育総合支援本部」と「市
民サービス・働き方改革本部」を設
置しました。
∧子育て・教育総合支援本部∨
子育てや就学前の教育などを担当
する部門で組織します。子育てと教
育の支援についての施策を総合的・
計画的に推進します。
∧市民サービス・働き方改革本部∨
企画及び人事を担当する部門で組
織します。市民サービス改革と職員
の働き方改革についての課題などに
取り組みます。
※両本部のほか、市では２軸化事業
本部を設置し、
京阪沿線の「京阪軸」
と学研都市線の「学研都市軸」のま
ちづくりを進めています。
問 総務課（☎８２５・２１９５）

ＮＰＯ支援寄付金の募集
「ふるさと納税」で市内のＮＰＯ
法人などを応援することができま
す。寄付者は税制上の優遇措置を受
けることができます。
※①ふるさと寄付金記念品贈呈の対
象外です②詳しくは市ホームページ
「市民活動振興室」を見てください。
問 市民活動振興室（☎８２５・２
１２０ )

第五次総合計画後期基本計画
達成状況調査の結果

政

二つの本部を設置

平成 年度～令和２年度の５年間
を計画期間とする第五次総合計画後
期基本計画に基づく施策の達成状況

市

市の重要課題である「子育てと教
育の総合支援」及び「市民サービス
改革と職員の働き方改革」を部局横

アウトドア・
スポーツ

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば


新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化する中で、低所得のひとり
親世帯に生活の支援を行うために支
給します。
▽対象
歳に達する日以後の最初
の３月 日までの児童（障害のある
児童は 歳未満）を養育しているひ
とり親のうち①令和３年４月分の児
童扶養手当を受給した人②公的年金
などを受けていることにより児童扶
養手当の支給が受けられない人③新
型コロナウイルス感染症の影響を受
けて家計が急変するなど、収入が児

低所得の子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯）



件です。
▽給付額 戦傷病者などの障害の程度
や受給権取得時期によって異なります
※対象者には国から請求書などが送
付されます。
申込・問 令和６年４月１日（月）
までに直接窓口又は郵送で福祉総務
課（〒 ―８５６６池田西町 番５
号、☎８３８・０１７１）

障害基礎年金受給者に対する
児童扶養手当制度の見直し



了後に給付金を支給します。
▽給付額 雇用保険受給①無資格者
…費用の６割（上限あり）②有資格
者…一般教育訓練給付
（費用の２割、
上限あり）の受給者に対して、費用
の６割（上限あり）との差額
∧高等職業訓練促進給付金∨
看護師などの資格を取得するため
に、６か月以上養成機関などで修学
する人に修学期間中（最長 か月）
、
給付金を支給します。
▽給付額 ①市民税非課税世帯…月
額 万円②課税世帯…７万５００円
※①最後の１年間は月額４万円増額
します②修了したときは、修了支援
給付金∧市民税非課税世帯（ ５万
円）
・課税世帯（２万５０００円）∨
を支給します。
申請・問 直接、
こどもを守る課（☎
８３８・０１５５）
ひとり親の障害基礎年金受給者
は、障害基礎年金の額が児童扶養手
当の額を上回る場合、児童扶養手当
の支給が停止されていましたが、３
月分から、児童扶養手当の額が障害
基礎年金の子の加算部分の額を上回
るとき、その差額を児童扶養手当と
して受給できるようになります。
※①児童扶養手当には支給要件があ
ります②３月１日時点で支給要件を
満たしている人は、６月 日（水）
までに申請すれば３月分の手当から
受給できます③既に児童扶養手当受
給資格者の認定を受けている人は、
手続き不要です。
申請・問 電話で、こどもを守る課
（☎８１２・２２１０）

母子家庭等自立支援給付金

子育て・教育

ひとり親家庭の母又は父の就業を
支援するために行っています。
∧自立支援教育訓練給付金∨
教育訓練給付（雇用保険制度）の
指定講座などを受講する人に講座修
権
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市ホームページでも
公開しています

さい。
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広報ねやがわ
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施します。今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合があ
10

※広報ねやがわに掲載している情報は、４月16日時点です。
10

◦電話での予約や郵送など、非接触での各種手続きなどに、協力をお願いします。
11

覧」
を配布しています。ご利用のときはお声掛けくだ
24

31

新型コロナウイルス感染拡大防止のために
委員会など

インフォメーション

童扶養手当を受けられる水準となっ
ている人
▽支給額 児童一人当たり５万円
※①は申請不要∧５月 日（火）振
込予定∨、②③は申請が必要です。
詳しくは市ホームページ「こどもを
守る課」を見てください。
申請・問 ５月６日～令和４年２月
日に申請書（こどもを守る課で配
布又は市ホームページ「こどもを守
る課」からダウンロード）を直接、
こどもを守る課
（☎８１２・２２１６）

く らしの情 報

クーリング・オフ制度がないため、
一方的に解約することはできませ
ん。通信販売会社のホームページに
記載されている条件（解約・返品な
ど）に従うことになります。注文前
に表示をしっかり確認することが大
切です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、まずは電話で相談してください。
∧特別講座∨
５月 日（火）午後１時 分～３
時、市立池の里市民交流センター多
目的室６、テーマ「キャッシュレス
時代のお金の守り方」
、
市民 人（申
込順）
、受講無料。
申込 ５月６日（木）午前９時から
電話で市立消費生活センター☎８２
８・０４２８）
※
※
問 市立消費生活センター（☎８２
８・０３９７）

食用油の回収
５月 日（金）午後１時～３時、
市立消費生活センター。
※業務用油は回収しません。容器は
持ち帰ってください。
問 「市消費者協会」
・前田（☎８２
２・１９９７）

募集情報
会計年度任用職員を募集
▽職種など ①保育士②留守家庭児
童会での子どもたちの生活指導

ファミリー・サポート・センター

午前10時～正午 安全・事故
保育の心

こどもの世話

てリフレッシュ館２階（☎・ＦＡＸ
８
３９・８８１７ )

提供会員の募集
子どもの短時間預かりや保育所
などへの送迎など、空いた時間に
地域の子育てを支援する会員組織
です。
提供会員養成講習会の日程は左
の表のとおり、リラット３階セミ
ナールーム、市内又は近隣に在住
し、子どもが好きで健康な人。
※①２年以内に全ての講習を受講
する必要があります②講習会は年
２回あります。
◎一時保育を行います∧定員各２
人（申込順、新規の人優先）∨。
申込・問 直接、ファミリー・サ
ポート・センター∧リラット子育

申請・問 申請書を直接窓口又は郵
送で環境総務課（〒 ―０８５５寝
屋南一丁目２番１号市クリーンセン
ター６階☎８２４・０９１１）

ゴーヤの苗を無料配布

アウトドア・
スポーツ

ファミリー・サポート・センター活動例

談

子育て中の人を対象にハローワーク
のスタッフによる就労相談を行います。
▽日時 ５月 日・ 日、いずれも
金曜日午前９時 分～午後１時（１
人 分程度）
▽場所 リラット（市立子育てリフレッ
シュ館）３階ミーティングルーム２
※相談無料
（予約が必要）
、
完全個室、
子ども連れ可。
申込・問 開催日の前々日までに市
公式アプリ「各種予約」又は電話で
市立産業振興センター（☎８２８・
０７５１）

出張マザーズコーナー

相

問 環境総務課（☎８２１・４０５５）

※６月４日（金）
・９日（水）は日時・内容を変更する
ことがあります。

５月は消費者月間 
「＂消費＂で築く新しい日常」
新型コロナウイルス感染症の影響
で私たちの行動様式は大きく変化し
ました。消費者の不安な気持ちにつ
け込む悪質商法や、消費行動の変化
によってトラブルになるケースが発
生しています。
トラブルに巻き込まれないために
は正確な情報収集が大切です。国民
生活センターのホームページで相談
事例やアドバイスなどを掲載してい
ますので活用してください。
∧通信販売にはクーリング・オフ制
度がありません∨
在宅時間が多くなったことや「新
しい生活様式」の推進により、通信
販売の利用が増えています。初めて
インターネット通販を利用する人は
特に注意が必要です。通信販売には

します。申込方法や採用予定職種
など、詳しくは、決定次第、市ホー
ムページ「 人事室 」でお知らせし
ます。
問 人事室（☎８２５・２１９８）

環 境・ま ち づ く り


窓の外側にゴーヤを植え、グリー
ンカーテンを作りませんか。グリー
ン カ ー テンは 建 物 の 室 温 上 昇 を 抑
え、暑い夏に省エネ効果があります。
▽配布日時・場所 左の表のとおり
▽配布数 １人５株まで（なくなり
次第終了。持ち帰り用の袋が必要）
※グリーンカーテンに協力してもら
える市内事業所にも苗を配布しま
す。
詳しくは問い合わせてください。

東コミュニティセンター

ひょうたんなどの苗を
無料配布
５月 日（月）午前 時 分～午
後５時、南寝屋川公園管理棟、ひょ
うたん・おもちゃカボチャ約２００
株（先着順、１人２株まで、種類は
選べません）
。
問 南寝屋川公園管理事務所（☎８
２４・６２６２）



午後２時～３時

６月・７月中のいずれか2時間

ＮＰＯ何でも相談

公共機関・団体
市民情報ひろば

日（水）午後２時～４時、
文化・交流

５月

28

生ごみ処理機購入費用の
一部補助

西南コミュニティセンター
子育て・教育

14

▽勤務日時 ①月～土曜日の午前８
時 分～午後５時（週 時間 分）
②月～金曜日の午後１時 分～６時
分
（長期休暇などの変則勤務あり）
▽時給 ①１２９５円②資格あり
（保育士・教員免許など）…１１７
５円・資格なし…１０９７円
▽手当 ①年間１か月分（６月・
月各０・５か月分）
※在職期間に応じて支給します。詳
しくは問い合わせてください。
※
※
※登録後に面接を行い、採用者を決
定します。
申込 ①履歴書と本人確認書類の写
しを直接窓口又は郵送で人事室（〒
―８５５５本町１番１号）②直接、
青少年課
問 ①保育課（☎８１２・２５５２）
②青少年課（☎８１３・００７５）

午前10時～11時

午前９時30分
救命救急
～午後０時30分
22日（火）
身体の発達と病
午後２時～４時
気

50



権

市役所本庁舎ピロティ
５月22日（土） 午前10時～正午

自然資料施設運営スタッフを
募集

人

西コミュニティセンター

30

購入前に補助金の交付申請をして
ください。
▽対象 市内で継続して使用できる
市内在住の人など
▽補助金額 購入価格（税抜）の２
分の１の額（１台当たりの限度額２
万円）
、１００円未満は切り捨て
▽ 申 請 書 の 配 布 市 ク リ ー ン セン
ター、
市役所本庁総合案内、
各シティ・
ステーション又は市ホームページ「環
境総務課」からダウンロード
※①補助金は１世帯に付き５年間に
１台まで（機器破損による買い替え
は可）②予算額を超えたときは受付
を終了します
健康・福祉

午後２時～３時

25

税・保険・年金

中央図書館臨時図書室内自然体験
学習室での体験活動をサポートする
運営スタッフ（ボランティア）を募
集しています。子どもたちへの自然
体験の提供や工作活動に興味がある
人はぜひ応募してください。
申込・問 直接窓口又は電話で市自
然資料施設運営スタッフの会（市立
中央図書館臨時図書室内☎８３９ ･
６８８２）

市職員を募集

安全・安心

東北コミュニティセンター

20
広報ねやがわ
令和３年５月号
広報ねやがわ
令和３年５月号

21

午前10時～11時

５月21日（金）

南コミュニティセンター

午後１時～３時

19

572

午後２時～３時

５月20日（木）

西北コミュニティセンター

ゴーヤのグリーンカーテン

日 時
内 容
午前９時30分
活動を円滑にすす
～午後０時30分 めるために
６月４日（金）
午後１時30分
こどもの遊び
～３時30分
午前９時30分
こどもの栄養と食
～午後０時30分 生活
９日（水）
午後１時30分 小児看護の基礎
～２時30分 知識
心 の 発 達とその
午前10時～正午
問題①
15日（火）
心 の 発 達とその
午後１時～３時
問題②
午前10時～11時

５月19日（水）

18日（金）

40

提供会員養成講習会
所
場
時
日

12

20

30

30

令和３年度職員採用試験を実施
市からのお知らせ

ゴーヤの苗の配布

9

11

37

30

28

10

28

45

30

572

インフォメーション

から直接窓口又は電話で市立市民活
動センター（☎８１２・１１１６）

安全・安心
災

文化・交流

公共機関・団体
市民情報ひろば

22
広報ねやがわ
令和３年５月号

オンライン相談

防
５月は宅地防災月間

６月１日（火）

宅地災害が起きると家屋や家財、
時には人命にも被害を及ぼすこと
があります。宅地災害を防止するた
めに自宅の周辺を点検し、石垣や
よう壁に亀裂などが入ったり、割
れ目から地下水が染み出たりして
いないか、排水のための溝に泥な
どが詰まっていないかなどを確認
し、早急に適切な処置をしておき
ましょう。
問 府審査指導課（☎ ・６２１０・
９７２２）又は市審査指導課（☎８
２５・２７９８）

６月７日（月）



市民税・府民税税額決定・納税
通知書（年金特別徴収）

枚方寝屋川消防組合からの
お知らせ

市民税・府民税の税額決定・納税通知書

○軽自動車税
○国民健康保険料
∧納付方法∨
〇納付書…取扱金融機関に加えコン
ビニエンスストアでも納付可
〇口座振替…納期限日に自動で口座
から引き落として納付する便利で安
全な方法（取扱金融機関の窓口で手
続きが必要です。一部金融機関は市
役所などでキャッシュカードによる
手続きが可能）
〇ラインペイ…スマートフォンの「ＬＩ
ＮＥ」アプリを利用して納付書のバー
コードを読み取り納付する方法です

６月１日（火）

∧普通救命講習会∨
５月 日（土）午後１時～４時、
寝屋川消防署、ＡＥＤの使用方法や
心肺蘇生法などの知識と技術を習
得、寝屋川市・枚方市に在住・在職・
在学の人 人（先着順）
、受講無料。
申込・問 ５月 日～ 日の午前９
時～午後５時に電話で寝屋川消防署
警備課（☎８５２・９９６６）
∧甲種防火管理新規講習∨
６月 日（水）午前 時～午後４

送日などは下の表のとおりです。徴
収方法が給与特別徴収のみの人は、
５月 日（火）から課税（所得）証
明書を交付します。
※①証明書コンビニ交付サービスで
の交付は、徴収方法によらず６月１
日
（火）
から開始です②３月 日
（火）
以降に所得税及び復興特別所得税の
確定申告や市・府民税の申告をした
ときは、通知書又は課税（所得）証
明書に申告内容が反映されていない
可能性があります。
問 市民サービス部市民税担当（☎
８１３・１１１４）

市税などの便利な納付方法

アウトドア・
スポーツ

多様な納付方法を用意していま
す。便利な納付方法を利用してくだ
さい。
∧納付できる市税など∨
○市民税・府民税（普通徴収）
○固定資産税・都市計画税

子育て・教育

６月１日（火）

06

21

10

市立市民活動センター、ＮＰＯ法人の
設立手続きや会計処理、団体運営のア
ドバイスなど、定員４団体（申込順）
。
申込・問 ５月 日（金）までに直
接窓口又は電話で市立市民活動セン
ター（☎８１２・１１１６）



権

市民税・府民税税額決定・納税
通知書（普通徴収）

18

29

15

16

内容などは左の表のとおりです。
子育てや市税の納付などの相談を、
市役所に行かなくてもできます。詳
しくは市ホームページ「情報化推進
課」を見てください。
※相談内容については、各担当課に
問い合わせてください。
問 情報化推進課（☎８２５・２１
１４）

か所に設置している屋外拡声スピー
カーから放送します。
▽日時 ５月 日（ 水 ）午前 時
頃
※災害などが発生したときは行いま
せん。
問 防災課（☎８２５・２１９４）

税・保険・
年金
産前産後期間の 
国民年金保険料が免除されます
▽免除期間 出産予定日又は出産日
が属する月の前月から４か月間（多
胎妊娠のときは、出産予定日又は出
産日が属する月の３か月前から６か
月間）
※出産とは、妊娠 日（４か月）以
上の出産をいいます（死産・流産・
早産を含みます）
。
▽対象者 国民年金第１号被保険者で
出産日が平成 年２月１日以降の人
届出 直接、市民サービス部戸籍・
住基担当
問 枚方年金事務所（☎８４６・５
０１１又は市民サービス部戸籍・住
基担当（☎８１３・１２１１）

税のお知 らせ
市民税・府民税の納税通知書を
送付します
市民税・府民税の納税通知書の発
人

課税（所得）証明書交
付開始日

青少年課
（☎813・0075）

健康・福祉

発送日

青少年の友人関係やひきこも
り、就労などについての相談

税・保険・年金

納税通知書の種類

総合教育研修センター
（☎822・2126）

パソコントラブル相談

安全・安心

緊急情報の周知に活用する全国瞬
時警報システム
（Ｊアラート）
を使っ
た自動放送訓練を行います。市内
市からのお知らせ

16

幼小中学校園の教育などについ
ての相談

85

18

産業振興室
（☎828・0751）
電話予約
経営についての相談

11

（☎838・0374）

５月 日（火）午後２時〜４時、
市立市民活動センター、パソコン機器
の故障・トラブル、
定員 人（申込順）
、
パソコンを持って来てください。
申込・問 ５月 日（月）午前 時

時 分・ 日（木）午前 時～午後
５時、いずれも枚方寝屋川消防組合
消防本部、寝屋川市・枚方市に在住
又は在職の人で防火管理の資格を必
要とし、適切に業務を遂行できる人
人
（申込順）
、
受講料４０００円
（テ
キスト代など、初日に納付）
。
申込・問 ５月 日～ 日の午前９
時～５時 分に枚方寝屋川消防組合
ホームページの応募フォーム又は申
込書（ 枚方寝屋川消防組合ホーム
ページからダウンロードできます）
に必要事項を記入し、直接又はＦＡ
Ｘで枚方寝屋川消防組合予防指導課
（☎８５２・９９１２、ＦＡＸ
８００・
３０００）
※
※
※①詳しくは枚方寝屋川消防組合
ホームページを見てください②車で
の来場は控えてください。

５月 日（水） 
全国一斉情報伝達訓練

災害発生時の新型コロナウイルス
感染症対策として、避難所で活用す
る消毒液などの衛生管理用品や防災
用ベッドなどを購入するとともに、
各避難所に配備しきれない衛生管理
用品などの備蓄物資を保管するため、
防災備蓄センターを設置しました。
問 防災課（☎８２５・２１９４）

防災備蓄センターを設置

28

談

19

障害についての相談（障害手帳の
障害福祉課
申請、日常生活用具などに関する
市 公 式 ア プ リ （☎838・0382）
相談）
「もっと寝屋川」
妊娠期からの子育てについての相 ※電話予約も可 子育て支援課

52

広報ねやがわ
令和３年５月号

23

15

19

31

高齢介護室
（☎838・0372）

10

在宅介護についての総合相談

10

14

17

市民サービス部医療助成
担当
（☎812・2363）

24

子ども医療費、ひとり親家庭医
療費などの助成制度についての
相談

10

市民サービス部各担当
（☎824・1181）

25

担当課
主な内容
予約方法
婚姻、死亡、転入・転出、国民健
康保険、後期高齢者医療保険、 市公式LINE
市税などについての手続き・相 ※電話予約も可
談

17

オンライン相談

30

50

インフォメーション

23
33
34

65

11
12
21

〇クレジットカード…パソコンなど
で市のホームページにアクセスし、
専用サイトで納付番号やクレジット
カード情報などを入力して納付する
方法です（手数料がかかります）
〇ペイジー…ペイジー対応のＡＴＭ
で納付する方法とパソコンなどから
インターネットバンキングを利用し
て納付する方法があります
※納期限が過ぎたものは利用できま
せん。納税証明書が早急に必要なと
きは、市役所や金融機関、コンビニ
で支払った領収書を持って来てくだ
さい。詳しくは市ホームページ「市
民サービス部徴収・納付担当」を見
てください。
問 市民サービス部徴収・納付担当
（☎８１３・１１３６）

32

各 種 保 険・医 療 制 度

31

非自発的失業者の 
国民健康保険料の軽減

倒産やリストラなどで失業した人
（非自発的失業者）の国民健康保険
料を軽減することができます。
▽対象 離職日に 歳未満の人で雇
用保険の特定受給資格者又は特定理
由離職者のうち、離職理由コードが
次のいずれかの人
〇特定受給資格者… ・ ・ ・
・ ・
〇特定理由離職者… ・ ・
▽軽減の期間 離職日翌日の属する
月から、その月の属する年度の翌年
22

７割

16,233円

【基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得
者など※①の数－１）】を超えないとき

５割

27,055円

【基礎控除額（43万円）＋28万５,000円×（被
保険者数）＋10万円×（給与所得者など※①の
数－１）】を超えないとき

２割

43,288円

【基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険
者数）＋10万円×（給与所得者など※①の数－
１）】を超えないとき

※①次のいずれかを満たす人㋐給与などの収入金額が55万円を超える人㋑65歳
未満かつ公的年金などの収入金額が60万円を超える人㋒65歳以上かつ公的年
金などの収入金額が125万円を超える人②基礎控除額などの数値は、今後の税
法改正などによって変動することがあります③軽減判定するときの総所得金
額などには、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は
適用されません④当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以
上の人は、公的年金などの所得金額から15万円を控除して軽減判定します⑤
世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得は軽減判定の対象所得
に含まれます。

納期限のお知らせ

度末まで
▽必要書類 雇用保険受給資格者
証・本人確認書類・認め印
問 市民サービス部国民健康保険担
当（☎８１３・１１８２）

所得の判定区分（同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等の合計額）

令和３年度 
後期高齢者医療保険料

軽減後の均等割額
（年額）

∧保険料の軽減措置∨
▽均等割額の軽減 世帯の所得水準
に応じて保険料の均等割額が軽減さ
れますが、これまで７・ 割と７割
だった軽減を段階的に見直し、令和
３年度は７割の軽減です（左の表の
とおり）
。
※詳しくは問い合わせてください。
問 府後期高齢者医療広域連合資格
管理課（☎ ・４７９０・２０２８）
又は市市民サービス部後期高齢者医
療担当（☎８１３・１１９０）

軽減
割合

∧保険料の納入∨
７月に令和３年度の後期高齢者医
療保険料額の決定通知書及び納入通
知書を送付します。

均等割額の軽減

06

75

～５月31日（月）までに納めましょう～

★固定資産税・都市計画税（徴収・納付担当）

★軽自動車税（種別割、徴収・納付担当）

……………………………………………全期・第1期

………………………………………… 令和３年度分

★保育所保育料（保育課）………………… 5月分

★留守家庭児童会保育料（青少年課）………… 5月分

＜口座振替が便利です＞

納期限に自動で口座から引き落として納めることができます。申し込みは、指定金融機関などでの手続きと
各窓口やシティ・ステーションなどで手続きできます。納め忘れがなくなりますので利用してください。手続き
方法など詳しくは、各課へ問い合わせてください。
広報ねやがわ
令和３年５月号

24

