
子育て・教育

日 時 13:30〜15:30

持ち物 母子健康手帳・筆記用具・冊子「わくわく」・
みのりBABYファイル
※Aのみ普段使っている歯ブラシ・手鏡

★Hello！マタニティクラス（妊婦教室）

★妊婦歯科健診

日 時 4月8日（水）・4月22日（水）
5月13日（水）  13:30〜16:00

問合せ 健康相談 2階24番 4809-9968

★助産師による専門相談

保健福祉センター（区役所2階）で
実施します

日 時 4月14日（火）・5月12日（火） 
14:00～15:30

日 時 4月6日（月）・5月11日（月） 
13:20～13:35 ※妊婦教室を受講する方は予約不要

対 象 生後12か月未満 （1歳の誕生日の前日まで）
※標準的な接種期間:生後5～8か月

持ち物 予防接種手帳・母子健康手帳
問合せ 保健企画 2階22番 4809-9882

問合せ 住民情報 1階3・4番 4809-9963

●BCG接種

無料・予約不要

無料・予約不要

無料・予約不要

● 5月11日（月）   Ａ：歯科・栄養（妊婦歯科健診・無料）
● 5月18日（月）   Ｂ：子育て準備
● 5月25日（月）   Ｃ：お産にむけて

抱っこやオムツの替え方などの育児体験ができます。

妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。

無料・要予約

手続き
住民票の窓口が大変混み合います
4月は窓口が大変混み合い、特に月曜日などの休み明
けは1時間以上お待ちいただく場合があります。住民票
の異動手続きや各種証明書の請求は、区役所出張所
（東淡路4-15-1）でも受け付けできます。
また、住民票の写しなどの証明書のみであ
れば、全国のコンビニ、大阪市サービスカ
ウンター、東淀川井高野郵便局などでも
取得可能です。ただし、コンビニ交付のご
利用にはマイナンバーカードが必要です。 
詳しくはホームページをご確認ください。

問合せ・申込 保険年金 1階6番 4809-9956

国民健康保険料決定通知書を
点字文書にして同封します
視覚障がいのある世帯主の方に、国民健康保険料
決定通知書に記載の保険料年額や月額等の主な内
容を点字文書にして同封します。ご希望の方は、下記
までお申し込みください。申込時に「住所」「氏名」「生
年月日」をお伺いします。

令和元年度のスポーツ活動・文化活動などで顕著な
成果をあげた区内の児童・生徒が2月15日に表彰を
受けました。 （学年等は当時のものです）

問合せ 子育て・教育 1階12番 4809-9850

問合せ ①②子育て・教育 2階25番 4809-9856
③～⑦ 障がい者 2階27番 4809-9845

問合せ 子育て・教育 1階12番
4809-9850

問合せ 子育て・教育 1階12番 4809-9850

区役所内の生涯学習・教育、青少年に
関する窓口を1階に移動しました
これまで区役所2階25番窓口で取り扱っていた子育て・
教育担当の業務のうち、生涯学習・教育、青少年健全育
成など、教育・青少年に関する業務を正面玄関左側の1
階12番窓口に移動しました。保育所入所や児童手当等
の手続きは、引き続き2階25番窓口で受け付けます。

今月から児童扶養手当など
各種手当額を改定します
令和元年平均の全国消費者物価指数に基づき、令和2年
4月分からの各種手当額を改定します。詳しくは各窓口へ
お問い合わせください。現在、児童扶養手当を受給中の方
は、4月末までに改定後手当額のお知らせを送付します。
※5月の振り込み分のうち一部については、変更前の金額になります。

開かれた学校運営をめざして
「学校協議会」
保護者や地域住民等が連携し学校の運営に参加す
るとともに、保護者等の意向を反映するため、すべて
の学校園に必ず学校協議会が置かれています。
年3回学校協議会が開かれ、4~5月に開催される本
年度1回目の協議会では、「運営に関する計画（1年
間の運営計画や各校が実施する学力・体力向上の
ための工夫点）」などについて話し合います。どなたで
も傍聴できますので、開催日時や手続きなどは各学
校にお問い合わせください。

▲戸籍・住民票
　等の請求

▲コンビニ交付

詳しくはこちら▶

大阪市立校園児童生徒表彰受賞！

③特別児童扶養手当（1級）

④特別児童扶養手当（2級）

⑤特別障がい者手当

⑥障がい児福祉手当

⑦経過的福祉手当

52,200円      →      52,500円

34,770円      →      34,970円

27,200円      →      27,350円

14,790円      →      14,880円

14,790円      →      14,880円

各 種 手 当 変 更 前 変 更 後
42,910円      →      43,160円①児童扶養手当（全部支給）

②児童扶養手当（一部支給）
42,900円～

10,120円
43,150円～

10,180円→

　※戸籍全部（個人）事項証明書は
　　窓口と同じ金額です。

★コンビニ交付は区役所の窓口
　よりも手数料が100円お得です！

対 象 ひとりでお座りできる子以上の親子

無料・申込不要

日 時 4月21日（火） 10:15～11:00
場 所 東淀川区子ども・子育てプラザ 

軽運動室

親子イベント「3Ｂ体操」
「3Ｂ体操」を通して親子で楽しく体を動かしましょう。

なし定員・一時保育

問合せ 子ども・子育てプラザ（区役所4階）

6327-5650

※人数が多いと制限
　する場合があります。

市長・教育長表彰

教育長表彰
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今まで支えてくれた人
へ感謝の気持ちを恩
返 しで きるよう、また、
最後の試合なので力
を出し切れるように試
合をしました。２連覇で
きるようこれからも稽
古に臨みたいです。

第49回全国中学校剣道大会 
団体戦女子 優勝 新東淀中学校 剣道部
後列左から 和田那奈さん、矢部夏光さん、松村彩未さん、
宮脇櫻さん、宮本倖芽さん、二上愛実さん、田中小春さん

第13回 ＪＫＪＯ全日本ジュニア 
空手道選手権大会  
小学1年男子 準優勝 

なかぎし あ    る     と

啓発小学校 中岸愛琉斗さん

第41回全国ＪＯＣジュニア 
オリンピックカップ春季水泳競技大会
10歳以下 女子50ｍ平泳ぎ 第2位

ないとう   ゆ   い

豊里小学校 内藤優衣さん

左から
男子小学4年生の部 第3位 大道南小学校 岡本晴希さん

女子小学3年生の部 第3位 同校 中島雛さん

男子小学2年生の部 第3位 同校 岡本凛太郎さん

第37回全日本拳法少年個人選手権

豊新小学校 朝飛雄斗さん

第37回全日本拳法少年個人選手権 
男子小学１年生の部 優勝 

第29回全日本ドッジボール選手権全国大会 第3位
後列左から 東淡路小学校 内藤英さん、堀田楓太さん、川原拓真さん、
山内和哉さん、西村勇輝さん、吉田愛彩さん、山内小春さん、
菅原小学校 大山かこさん、東淡路小学校 津野陽晴さん

前列左から 菅原小学校 神村優輝さん、西山寛汰さん、
西淡路小学校 荻野拓夢さん、東淡路小学校 小西友貴さん、
菅原小学校 西山壮一郎さん、東淡路小学校 谷後翔平さん、
橋本善さん、桃原陸さん

窓口状況が確認できます2 1階窓口サービス課のお待ち人数などがホームページで確認できます！ぜひご活用ください。

納期限のお知らせ 納付には口座振替・自動払込が便利です広報

令和2年4月  No.287
納期限は、 4月30日　です木★固定資産税・都市計画税（第1期分）、介護保険料の


