広報

東住吉

令和元年9月 No.280

令和2年4月からの保育所・認定こども園等の入所申込を受付します
令和2年4月から保育所・認定こども園
（保育部分）
・小規模保育施設に入所を希望される方の受付を行います。
すでに平成31年度の入所申込みを行い、現在待機中の方もあらためて申込みが必要です。

東住吉区管内の保育施設一覧
施設名

公立

所在地

鷹合保育所

開所時間
（★1）
7：30〜18：30
7：30〜19：30

鷹合1-5-16

矢田教育の森保育所 矢田5-2-12

公設置民営 矢田第3保育所

7：30〜19：30
7：00〜19：00
7：00〜19：00

矢田2-11-18

育和白鷺学園

杭全3-9-17

育和白鷺学園今林園 今林2-11-6

私立

今川学園

今川3-5-8

北田辺保育園

北田辺3-6-4

新生保育園

南田辺3-4-26

めばえ保育園

西今川1-6-2

第2めばえ保育園

西今川1-5-28

太陽保育園

鷹合2-11-25

天宗東住吉園

住道矢田2-12-21

めぐむ保育園

山坂1-3-14

矢田北保育園

照ヶ丘矢田2-17-4

7：00〜19：00
7：00〜19：00

城南学園保育園
育和学園幼稚園

西今川1-19-2

今川幼稚園

田辺6-6-13

認定
勝山愛和第四幼稚園 桑津5-15-1
こども園
さつき幼稚園
西今川2-4-12

06-6719-2697
06-6754-2897
06-6713-0277
06-6713-0915

7：30〜19：00
7：00〜19：00

06-6797-0700

7：30〜18：30
7：30〜19：00

育和学園生長幼稚園 山坂4-16-16

06-6699-9869

06-6696-5525

7：00〜19：00
8：00〜19：00

照ヶ丘矢田2-23-13

入所可能年齢（★2）
0〜5歳
06-6692-0053
0〜5歳

7：30〜18：30
7：00〜19：00
7：00〜19：00
7：00〜19：00

7：30〜18：30
7：30〜19：30

東田辺コティ保育園 東田辺3-16-5

問合せ

06-6696-3891

7：40〜18：40
7：30〜18：30

06-6713-1558
06-6692-1625
06-6629-6755
06-6702-2610
06-6692-1900
06-6702-9261
06-6692-3204
06-6622-3897
06-6714-1455
06-6702-3780
06-6698-7700

すまいる保育園杭全 杭全1-16-4 カサコルベ2階
小規模
アップル保育園東住吉 中野3-6-15 サンソレイユ中野2階
保育施設
アップル保育園東田辺 東田辺1-13-4（東住吉区役所内） 7：00〜19：00

06-6796-7367

矢田3-2-18

湯里保育園

中野4-14-6

ひよこルーム

南田辺3-4-8

アップル保育園中野 中野3-6-15 サンソレイユ中野1階

06-6705-0595

7：30〜18：30
7：30〜19：30
7：00〜19：00

06-6696-5525

7：00〜19：00

06-6769-1170

06-6797-1170
06-4399-1170

市民向け無料相談
相談名

日 時

弁護士による
法律相談 ※1

予約要

司法書士による
法律相談 ※2

予約要

0〜5歳
2ヶ月〜5歳
0〜5歳
2ヶ月〜3歳
2ヶ月〜5歳
2ヶ月〜5歳
0〜5歳
3ヶ月〜5歳
0〜5歳
0〜5歳
0〜5歳

06-6713-0552 10ヶ月〜5歳

7：30〜18：30
7：30〜18：30

プール幼稚園

0〜5歳
0〜5歳
0〜5歳

3〜5歳
0〜5歳
3〜5歳
3〜5歳
3〜5歳
0〜5歳
0〜2歳
0〜2歳
0〜2歳

入所基準／保護者が就労や疾病などの理由により、家庭で児童の保
育ができない場合、障がい児などで集団保育が必要と認
められる場合
・祝 は除く）
配付期間／9月6日 〜10月15日 （
配付場所／各保育所等保育施設、保健福祉課、矢田出張所
※大阪市ホームページからもダウンロードできます。

受付期間／10月1日 〜15日 （
受付場所／東住吉区役所

※受付会場は受付期間中、区役所2階保健福祉課等にて掲示する予
定です。
※他市区の保育所
（園）
等保育施設を希望される方は、他市区での申
込受付期間中にお住まいの区の保健福祉課へお申込みください。

★1 土曜日は開所時間が異なる場合がありますので、あらかじめ保育所
（園）
等保
育施設に直接お問合せください。
★2 年齢は令和2年4月1日現在、0歳児は原則として生後6か月以上からです。入
所可能年齢は変更となる場合があります。また、一部の私立保育園ではそれ以
前から受け入れしています。
※各保育施設では年齢別に定員があり、
これを上回る申込みがあった場合は、入所
できないことがあります。
※必ず事前に希望する保育施設の見学を行ってください。見学については、各保育
施設へお問合せください。
※各保育施設における保育内容には、違いがありますので、ご理解いただいたうえ
で、お申込みください。
※保育を必要としない場合
（1号認定）
の認定こども園の申込については、各園にお
問合せください。
※申込み状況は10月末頃に、大阪市こども青少年局ホームページで公表予定です。

なお、区 役 所では「
、利 用 者 支 援 専 門 員
（ 保 育コンシェルジュ）
」
を
配置し、保育施設の保育資源やサービスの利用相談、情報提供を
行っていますので、お気軽にご相談ください。

0〜2歳
0〜2歳

保健福祉課
（福祉）
2階28番

ご利用は市内在住の方に限ります

申込方法、場所など

9月3日・10日・17日・24日、 場所／区役所 5階53番窓口
10月1日 13:00〜17：00 申込方法／当日9:00から電話で 先着順 に
（最終時間枠は16：30〜）
予約受付します。
★1名
（組）
30分以内。
9月5日・19日、10月3日
★予約頂けるのは、
13：00〜16：00
1枠
（30分単位）
です。
（最終時間枠は15：30〜）

税務相談 ※3

9月11日、10月9日
13:00〜16：00（受付は15：30まで）

行政相談 ※4

9月12日、10月10日
13:00〜15:00（受付は14：30まで）

不動産相談 ※5

9月18日、10月16日
場所／区役所 5階53番窓口
13:00〜16:00（受付は15：00まで）

就労相談 ※6

9月13日、10月11日
13:30〜16:00（受付は15：30まで）

予約・問合せ
政策推進課
（広聴広報）
5階53番窓口
06-4399-9683
※電話が混み合い、つな
がりにくくなる場合が
あります。

先着順

予約は不要です。
直接窓口へお越しください。

行政書士による
9月26日、10月24日
相続遺言帰化相談 ※7 13:00〜15:00（受付は14：45まで）

ナイター法律相談

9月26日
18:00〜21:00
（受付は20:00まで）

受付開始(17:30予定）
までに
来場された方で抽選
場所／中央区民センター
(中央区久太郎町1-2-27）
定員／40組

大阪市総合コールセンター
「なにわコール」
【問合せ専用】 06-4301-7285

9月22日
①9:30〜13:30
②13:00〜17:00

場所／①都島区役所（都島区中野町2-16-20） 9月19日 ・20日
②東成区役所（東成区大今里西2-8-4） 9:30〜12:00
定員／各会場16組 先着順
【予約専用】 06-6208-8805

予約要

9月18日 ・10月2日
13:00〜16:00

場所／大阪国際交流センター内
インフォメーションセンター
(天王寺区上本町8-2-6）
定員／各回4組

【予約専用】
06-6772-1127
【問合せ】
06-4301-7285

ひとり親家庭相談 予約要 毎週 ・ ・ （祝日除く）
（離婚前相談もしています） 9:15〜17:30

場所／区役所 2階28番窓口

保健福祉課
（子育て支援）
2階28番窓口
06-4399-9838

人権擁護委員 秘密厳守
9月20日
による特設人権相談所
13:30〜16:00
（お気軽にご相談ください。）

場所／区役所 5階 相談室
（5階54番窓口へお越しください）

大阪第一人権擁護委員協議会
06-6942-1489
06-6943-7406

外国籍住民
法律相談

※1・
・
・土地・建物、金銭貸借、
相続・遺言、離婚・親権などの相談 ※2・
・
・不動産登記、相続登記、成年後見などの相談
※3・
・
・一般的な税務相談 ※4・
・
・国の行政などへの相談 ※5・
・
・不動産に関する一般的な相談
※6・
・
・就労に関する助言や情報の提供 ※7・
・
・遺言書や遺産分割協議書、内容証明郵便の作成などに関する相談

2

06-4399-9856

お知らせコーナー
国民年金基金のご案内
国民年金基金は、国民年金の年金を上乗せする公的
な制度です。国民年金の第1号被保険者
（自営業者など
の人）
で保険料を納めている20歳以上60歳未満の方
や、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入されて
いる方、海外居住されていて国民年金に任意加入され
ている方が加入できます。掛金は、年末調整や確定申告
の際、社会保険料として全額が所得から控除されます。
また、受け取る年金にも公的年金等控除が適用される
など、
税制面で優遇措置があります。
申し込み方法など詳しくは、全国国民年金基金 大
阪支部まで。
全国国民年金基金 大阪支部
0120-65-4192
〜 （祝日を除く）
9:00〜17:00

家庭と仕事の両立を目指す方の

予約要

日曜法律相談

・祝 は除く）

就職をサポートします

ハローワーク阿倍野マザーズコーナーでは、専任ス
タッフによるきめ細やかな職業相談・職業紹介を行っ
ており、家庭と仕事の両立を希望する方の就職サポー
トをしています。
また、仕事のご相談
だけでなく、就職に向
けてのセミナーや就職
面接会も実施しており
ます。

授乳室・おむつ替え完備、
キッズスペースもありますので、
お子さま連れでも安心してご利用できます。

お気軽にご利用ください。
ご利用時間／月曜日〜金曜日１０
：
００〜１８
：
３０
（祝日・年末年始除く）
場所／あべのルシアス８階
（オフィス棟）
（阿倍野区阿倍野筋１-５-１）
ハローワーク阿倍野 マザーズコーナー
06-6631-1675

（３輪・４輪以上）
の燃費性能等に応じて、軽自動車
（３輪・４輪以上）
【軽自動車税の制度改正について】 令和元年10月1日以降、軽自動車の取得者に課されている自動車取得税(府税)は廃止となり、軽自動車
の取得の際に納めて頂く軽自動車税の環境性能割が導入されます。納税方法は、
自動車取得税
（府税）
と同様、軽自動車
（３輪・４輪以上）
の取得の際に販売店等を通じて、大阪府に納めて頂くことになります。
あべの市税事務所 市民税等グループ
（軽自動車税担当）
06-4396-2954
06-4396-2905

