
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納期限は、
9月30日(金)です。期限内納付にご協力をお願いします。納期限のお知らせ

1階窓口サービス課のお待ち人数などがHPで確認できます！ ぜひご活用ください。
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後期高齢者医療制度の対象の方に、被保険者証（黄
色）を９月中旬ごろに送付します。被保険者証（黄色）
の配達時に不在の時は郵便局に保管され、お知らせ
が投函されます。９月中に届かない場合や郵便局の保
管期限を過ぎた場合は、担当までお問い合わせくださ
い。なお、現在の被保険者証（水色）は10月1日から使
えなくなりますのでご注意ください。
10月の制度改正により、一定以上の所得の方は、現
役並み所得者（３割負担）を除き、医療費の窓口負担
割合が１割から２割に変更となりますが、２割負担にな
る方は、施行後３年間は外来の月々の負担増加額が
最大3,000円までとなるよう、差額を高額療養費とし
て払戻す配慮措置があります。
２割負担となる方で高額療養費の口座を登録されてい
ない方は、９月下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合
から、事前に口座を登録するための申請書が送付され
る予定ですので、届いた方は提出をお願いします。
g保険年金 1階6番　a4809-9956

後期高齢者医療制度の改正に伴い、
9月に被保険者証（黄色）を送付します

9月6日（火）
東淀川区民会館（東淡路1-4-53）

9月7日（水）・13日（火）
区役所出張所（東淡路4-15-1）

9月8日（木）・9日（金）
かみしんプラザ（大隅1-6-12）

9月1日（木）・2日（金）・15日（木）・16日（金）
東淀川産業会館（豊里2-24-2）

9月21日（水）・22日（木）
井高野福祉会館（北江口2-4-8）

9月の出張申請窓口のお知らせ
９月の開催日及び会場はこちらです。マイナポイ
ントの申込みを希望している方は９月中にマイナ
ンバーカードの申請が必要です。

a４４００-１８５６

出張申請窓口の
予約・お問合せ先【 】 詳しくは

こちら

原則として電話かwebで事前の予約が必要です
が、予約なしでも当日の空き状況次第では受付
可能です。新規申請のみ。顔写真撮影無料。無料
でご自宅へ郵送。

マイナンバーカード

いずれも10：00～16：00開設時間

gマイナンバー 1階4番　a4809-9828

令和５年４月からの保育所（園）・認定こども園（保育
部分）・地域型保育事業の利用（入所）申込書の配布
と受付を実施します。利用希望の方（現在、保留中
の方を含む）は、必ず期間内にお申込みください。

徳蔵寺保育園★ 東中島１‒５‒５ ６３２３‒０６４０ ０～５歳 ７：００～２０：００
あすか保育園 東中島３‒１４－４１ ６３２２‒１４００ ０～５歳 ７：３０～１８：３０
ともしび保育園 東中島６‒６‒８ ６３２５‒１８５１ ０～５歳 ８：００～１９：００
保育園こどものくに 豊新４‒６‒１７ ６３２９‒３８４９ １～５歳 ７：３０～１９：００
グローバルキッズ上新庄園★ 豊新５‒６ー３２ ６１９５ー１７１０ ０～５歳 ７：３０～１９：００
小松幼稚園 小松３‒５‒１５ ６３２０‒１３３１ ３～５歳 ７：３０～１９：００
菅原天満幼稚園 菅原２‒３‒２７ ６３２８‒６０７９ ３～５歳 ７：３０～１８：３０
あすなろ★ 東淡路２‒７‒５ ６３２１‒３２０１ ０～５歳 ７：００～22：００
聖愛園★    ７：００～２０：００
淡路幼稚園 東淡路４‒１２‒２５ ６３２１‒０２７１ ０～５歳 ７：００～１９：００
豊新聖愛園★ 豊新３‒２５‒５ ６３２５‒２４０５ ０～５歳 ７：００～翌７：００
かいせいプチ保育園 上新庄園 小松１‒７‒３２ ４８６２‒６６６１ ０～２歳 ７：３０～１８：３０
瑞光ベビーセンター 小松５‒６‒１ ６３２８‒５６４０ ０～２歳 ７：３０～１８：３０
ことり保育園（R4.10月1日開園予定） 下新庄３－９－５ 調整中 ０～２歳 ７：3０～１９：３０
おひさまルーム崇禅寺園 東中島６‒７‒１４ ６７３２‒９８３０ ０～２歳 ７：3０～１９：００
ぽっかぽか保育園 豊新１‒１‒５ ６３２５‒２２１２ ０～２歳 ８：００～１９：００
ちっちゃなメロンパン保育園下新庄 豊新２ー１３‒１４‒101 ６４５９‒９９０７ ０～２歳 ７：3０～１９：００
アップル保育園東淀川 豊新２‒５‒２７ ６３２６‒１１７９ ０～２歳 ７：００～１９：００
くじら保育園 上新庄園 豊新４‒２‒６ ６７９５‒９２０２ ０～２歳 ７：３０～１９：３０
フェアリールーム 上新庄園 豊新４‒２６‒９-１０２ ６３００‒７３６０ ０～２歳 ８：００～１９：００
こどもなーと保育園 豊新５‒１‒１６‒１C ６３７９‒３６８６ ０～２歳 ７：３０～１８：３０
豊新かめっこ保育園 豊新５‒７‒１０ ７４９３‒１８１１ ０～２歳 ７：３０～１８：３０
おうち保育  だぐまんま 上新庄２‒１１‒２０‒１０２ ６１９５‒７１２２ ０～２歳 ８：００～１８：００
保育アトリエ こどもなーと 瑞光１‒１５‒２５ ７８９８‒７５７６ ０～２歳 ９：００～１７：００
保育アトリエ こどもなーとプラス 瑞光１‒８‒９‒１０１ ７４９３‒０７６３ ０～２歳 ９：００～１７：００
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南江口保育所（公設置民営） 小松５‒６‒３２ ６３２９‒２８６９ ０～５歳 ７：３０～１８：３０
下新庄保育所（公設置民営） 下新庄５‒３‒２２ ６３２９‒５０８０ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
西大道保育所 大桐２‒８‒２‒１００ ６３２９‒８８１０ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
豊里第２保育所（公設置民営） 豊里２‒１‒２６ ６３２８‒０６１６ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
豊里第１保育所 豊里７‒２１‒２３ ６３２８‒５２００ １～５歳 ７：３０～１８：３０
西淡路第２保育所 西淡路５‒１‒１４ ６３２３‒５１６０ ０～５歳 ７：３０～１８：３０
日之出保育所 東中島４‒１１‒２５ ６３２３‒９８００ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
相川保育園★ 相川３‒１１‒２４ ６３４０‒３５９５ ０～５歳 ７：００～１９：００
井高野第２保育園 井高野２‒１‒５７ ６３４０‒５６７８ ０～５歳 ７：３０～１８：３０
井高野第３保育園 井高野３‒１‒５８ ６３４９‒３４５８ ０～５歳 ７：３０～１８：３０

上新庄保育園（R4.11月以降移転予定） 上新庄２‒９‒１１ ６３２７‒２２４８ ０～５歳 ７：００～１９：００
　　　　　　           （移転前） 上新庄２‒５‒５‒１0１
風の子保育園 小松１‒１１‒８ ６３２８‒４０１９ ０～５歳 ７：００～１９：００
風の子ベビーホーム 小松１‒１４‒１２ ６３２８‒５１５１ ０～２歳 ７：００～１９：００
小松保育園　　　　　 小松３‒５‒１５ ６３２０‒１３３１ ０～２歳 ７：３０～１９：００
菅原天満保育園 菅原２‒２‒２1 ６３２８‒６８８２ ０～２歳 ７：３０～１８：３０
菅原保育園 菅原４‒１０‒１５ ６３２９‒２５３６ ０～５歳 ７：００～19：００
大桐保育園 大桐４‒２‒１２ ６３２６‒０５０９ ０～５歳 ７：３０～１９：００
みのり園 大桐５‒１５‒３６ ６３２８‒５５００ ０～５歳 ７：００～１９：００
マザーシップ上新庄保育園 豊里２‒２５‒９ ６３２０‒０００８ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
アートチャイルドケア東淀川 豊里4‒３‒６ ６１６０‒０１２２ ０～５歳 ７：３０～１９：３０
さかえ保育園 東淡路１‒５‒１‒１０１ ６３２３‒３２１１ ０～５歳 ８：００～１９：００
淡路保育園 東淡路４‒１２‒２６ ６３２１‒０７７１ ０～５歳 ７：００～１９：００
グローバルキッズ東淡路園★ 東淡路４‒１４‒１５ ６３２５ー１０６１ ０～５歳 ７：３０～１９：００
徳蔵寺保育園分園こばと★ 東淡路４‒１５‒１ ６７７０‒９３６６ ０～２歳 ８：００～１９：００
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g子育て・教育 2階25番　a4809-9851

10月１日現在で就業構造基本調査を実施します。調
査結果は、国や地方公共団体における各種行政施策
の企画・立案のための基礎資料として活用されます。
調査をお願いする世帯には、９月下旬に顔写真付きの
調査員証を携行した統計調査員が伺い、調査書類を
お配りします。なお、ご不在等の場合は、郵便受け等
に投函させていただきます。
より便利に皆さんにご回答いただくため、パソコンや
スマートフォンを使って、簡単にインターネットで回答
することが可能となっていますので、ご協力をお願い
します。
g地域 1階9番

a4809-9826
b6327-1970

「令和4年就業構造基本調査」を
実施します

詳細は、
大阪市HPを
ご覧ください

原則、生後満６か月（令和５年４月1日現在）
以上の乳幼児
保護者の就労や疾病などにより児童を家
庭で保育できない場合。また、障がい児な
ど集団保育が必要と認められる場合。

対象

利用基準

9月５日（月）～10月17日（月）（日・祝を除く）
第１希望の保育施設
もしくは東淀川区役所・区役所出張所3階
10：00～16：00
（保育施設により異なる場合があります。）

期間
場所

時間

子育て・教育
令和5年度 保育施設利用申込の
受付を行います

※9月9日（金）から行政オンラインシステムにて受付日の予約が可能となります。詳細は申込書をご確認ください。※事前に保育施設の見学をしていただいたうえでお申し込みください。見学方
法等は、各保育施設にお問合せください。※申込書受付時に面接を行います。利用（入所）を希望されるお子様と同伴でお越しください。※保育施設の定員に余裕がないときなどは、保育利用調整
基準に基づく調整により利用（入所）できない場合があります。※利用申込状況は、10月末ごろにHPにて公表を予定しています。※児童が満3歳以上で認定こども園を幼稚園として利用される場
合（1号認定）や幼稚園を希望される場合は、各認定こども園・幼稚園に直接お問合せください。

青少年の健全な成育を図るため、東淀川区の中学生
のみなさんに絵画は「私の区の自慢の場所」、写真は
「音」をテーマに作品を募集し、応募のあった絵画・写
真作品を展示します。
気に入った作品にぜひ投票をお願いします！
投票数の多い作品には賞が授与されます。

９月24日（土）13：00～
10月８日（土）21：00
東淀川区民会館及び
区青少年指導員連絡協議会HP

g子育て・教育 1階12番
a4809-9807

展示・投票期間

展示場所

中学生絵画・写真
コンクールの応募作品を
展示します！ 無料 申込不要

区青少年
指導員連絡
協議会HP

申
込
書
配
布

10月３日（月）～1７日（月）（土・日・祝を除く）
［10月３日（月）～6日（木）・17日（月）］
   東淀川区民ホール
［10月７日（金）～14日（金）］
　区役所3階 301会議室
10：00～17：00（12：00～13：00を除く）

※大阪市行政オンラインシステムでの予約が必要です。

期間
場所

時間

申
込
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付

★：6か月未満申込可


