
市民協働課（まちづくり）4階41番　 ６３０８-９７３４／ＮＰО連絡会（代表 森 氏）　 ０９０-３６２９-２６３９

　淀川区にお住いの外国人の方に淀川区のことを
もっと好きになってもらうために、日本の文化である

夢さんが睡眠を守るLINEスタンプになりました！
LINEを切り上げて寝たいときにピッタリ！
夢さんと一緒に良い睡眠ライフを！

6月10日（日）14：00～16：30（受付13：30～）
淀川区民センター　大ホール
ゆかた着用体験・盆踊り体験
区内在住・在勤の外国人の方
ゆかた着用体験：女性３０名　男性１０名
盆踊り体験：無料
ゆかたレンタルを希望される方のみ
洗濯代として５００円が必要です。
市民協働課まで電話にてお申込みください
淀川区役所　 ＮＰО連絡会

空家の管理は大丈夫ですか？空家の管理は大丈夫ですか？

　適正な管理ができていない
と建物の倒壊や植物の繁茂、害
虫の発生、不法投棄などさまざ
まな原因で近隣住民の方に危
害を加えることがあります。

空家を
お持ちの方

　管理者があいまいにならな
いように、相続登記などの手続
きについてご家族で事前によ
く話し合いをしておきましょう。

今後、空家発生の
恐れがある方

相続時に、空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除）があります。
詳細については東淀川税務署におたずねください。

ゆかたを着て盆踊りをしませんか？

淀川区役所では相談窓口を設置しています。
相続や登記、不動産、利活用など各種相談窓口をご案内いたします。

LINEスタンプの購入方法
❶LINEスタンプショップ内で「がんこおやじ夢さん」と検索
「クリエーターズ」欄に表示されます。
❷QRコードを読み込んで購入
※LINEスタンプを購入して使用する際は
LINEアカウントが必要です。
120円（50ラインコイン）

政策企画課（広聴）５階５１番　 ６３０８-９６８３／東淀川税務署　 ６３０3-1141

市民協働課（教育支援）4階41番　 6308-9415
がんこおやじ　夢さん
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私たちといっしょに
楽しく盆踊りを
おどりましょう！
たくさんの方のご参加
お待ちしています！

はんも
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「学校園支援ボランティア（学ボラ）」大募集！
淀川区内の市立小中学校・幼稚園では学校園支援ボランティア（学ボラ）を募集しています。あなたのできることを、あなたのペースでお手伝
いください！募集中のボランティアや申込み方法等詳細は、HPをチェック！　 市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9417

トピックス
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参加費無料



　製造業を営む事業所を対象として、
「平成30年工業統計調査」を全国一斉
に実施します。この調査は、日本の製造
業の実態を明らかにするものです。5月
初旬以降に、顔写真付きの調査員証を
携行した統計調査員が訪問して、調査
票を配布します。回答方法は、インター
ネットによるオンライン回答と、ご記入
いただいた調査票を後日統計調査員に
お渡しいただく方法があります。調査結
果は、地域産業活性化政策や中小企業
対策等、各種施策の基礎資料となります
ので、調査へのご協力をお願いします。

総務課（統計担当）5階51番
6308-9402

→

→

工業統計調査を実施

　大阪市消防局では、市民の皆様や市
内事業所、各種団体の方を対象にした、
心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法を習得
する講習を開催しています。大切な人
や家族を守るため、正しい知識と技術を
習得しましょう。※日程等の詳細につい
てはホームページをご確認ください。

淀川消防署（救急担当）
6308‐0119

救急に関する講習会

大阪市国保加入者のみなさまへ
平成３０年度保健事業のお知らせです

　大阪市国保では、高血圧症や糖尿病な
どの生活習慣病の予防に向け、40歳以上
の方（年度内に40歳になる方を含む）を
対象に、無料で受診できる「特定健診」を
実施しています。対象となる方には、４月
末頃に緑色の封筒で「受診券」を送付して
います。
　また、特定健診のほか、30歳以上の方
を対象に「１日人間ドック」を実施していま
す。健診料は30～39歳の方が14,000
円、40～74歳の方が10,000円、昭和53、
48、38、28年生まれの方は無料です。40
歳以上の方が１日人間ドックを受診する場
合は、特定健診の「受診券」が必要です。
　そのほか、18歳以上の方を対象に「健
康づくり支援事業」を実施しています。詳
しくは「受診券」に同封しています「国保健
診ガイド」、または大阪市ホームページを
ご覧ください。

窓口サービス課（保険年金）
4階43番　 6308-9956

介護保険料の軽減制度
軽減の適用開始は、原則申請月からで

す。保険料の納付が困難な方は、早めに
担当窓口にて申請してください。
【対象となる方】
世帯全員が市民税非課税で、次の１～４全

てに該当する方（生活保護受給者は除く）。
１．世帯年収の合計が１人世帯１５０万円、２
人世帯１９８万円、３人世帯２４６万円以
下であること。（以降、世帯人員が１人
増えるごとに48万円を加算した額）

※年収には、遺族年金・障がい年金などあら
ゆる収入が含まれます。介護保険料や介
護サービス利用料などは控除できます。

2．扶養を受けていないこと。
3．活用できる資産を有しないこと。
※世帯の預貯金額等の合計が３５０万円未満
（世帯員が１人増えるごとに１００万円加算）。
4．介護保険料を滞納していないこと。
【申請に必要なもの】
　介護保険被保険者証、印かん、年金振
込通知書（ハガキ）、源泉徴収票など世帯
収入がわかる書類、健康保険証、世帯全
員の預貯金口座の通帳

（仮）明の守みくに園
淀川区新高３
生後３か月から就学前
月～金 ７：００～１９：００、
土 ７：００～１８：００

後日説明会を開催します。詳細は区
ホームページ及び保育園のホームペー
ジでお知らせします。

保健福祉課（子育て支援）
         2階23番　 6308-9423

平成３０年７月に新しい
保育施設がオープンします

　県費負担教職員の給与負担事務等が
道府県から政令指定都市へ事務移譲さ
れることに伴う財政措置として、平成30
年度分より個人市民税・府民税の所得
割の税率が市民税は6％から8％へ、府
民税は4％から2％へ変更になります。
 変更前、変更後とも市民税と府民税の
税率合計は10％であるため、税額に変
更はありません。
　また、分離課税（退職所得を除く）に係
る税率の割合及び税額控除等の割合に
ついても変更となります。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

個人市民税・府民税所得割の
税率の内訳が変更されます

　平成30年度の給与所得等に係る市
民税・府民税特別徴収税額の決定通知
書を、平成30年５月中旬から事業主（会
社等）を通じて、給与所得者の方に送付
します。
　給与所得者の方の平成30年度個人
市・府民税は、事業主（会社等）が平成30
年６月から翌年５月までの毎月の給与か
ら差し引き、大阪市へ納めることになり
ます。この制度を特別徴収といいます。
　なお、地方税法の規定により、事業
主（会社等）は、原則、特別徴収義務者
として、給与所得者の個人市・府民税を
特別徴収していただくことになってお
ります。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

平成30年度　給与所得等に係る
特別徴収税額の決定通知書の送付

【継続申請をされる方】
　平成29年度に軽減を受け、今年度も
引き続き軽減を希望される方は、５月末
までに申請書を提出してください。

保健福祉課（介護保険）
　　　３階３１番　 ６３０８-９８５９

　軽自動車税の納期限は、5月31日
（木）です。市税へのご理解と納期内の
納付をお願いします。身体障がい者、知
的障がい者及び精神障がい者等の方
で軽自動車税の免除を受ける場合は、
納期限までに市税事務所で手続きを
行ってください。

梅田市税事務所（軽自動車税担当）
4797-2954

市税の納期限

施設名
開設場所

開所時間

そ せい

あき　　 もり
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5月の日曜開庁 5月27日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　 6308-9963／転入･転出などの届出、戸籍謄抄本・住民票の写しなどの証明書発行など

6308-9956／住民異動に伴う国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療の各種申請・届出など

日曜開庁のお知らせ

5月号 No.049

お知らせ



5月１7日（木） 14:00～15:00
標準的な接種期間（生後５か月～８か月）

※生後１２か月未満（１歳の誕生日前日）まで接種可能。
母子健康手帳・予防接種手帳

受付日時

持参物

5月１4日（月）１０：００～１１：００
15歳以上

妊娠中および妊娠の可能性のある方はご遠慮ください。

受付日時

区役所2階

対 象

対 象

結核健診

3か月児健診

乳がん検診（マンモグラフィ）・骨量検査
5月16日（水）、６月８日（金）
９：３０～１０：３０受付

1歳6か月児健診
3歳児健診

　案内文書は対象の方に4月中頃に送付しています（対象者
の範囲を変更している場合あり）。案内文書が届いていない
場合や日程の変更を希望される方はご連絡ください。

乳幼児健診 区役所2階

区役所2階

健診 予約不要

予約不要

検索淀川区　健診

保健福祉課（健康づくり）
2階22番 6308-9882

問合せ

BCGワクチン接種

各種がん検診、骨粗しょう症検診

平成30年1月１日～3１日生まれの方
平成28年10月1日～31日生まれの方
平成2７年2月1日～28日生まれの方

7月4日（水）～9月25日（火）のうち2週間単位
6月1日（金）9:00～9:30
※申込多数の場合、9：30から抽選
※受付日以降、日程に空きがある場合は随時受付
区役所行事等の公用が優先となります。詳細はＨＰをご
覧ください。
政策企画課（広聴）5階51番　 6308-9683

　ご自宅や会社で緑のカーテンづくりに挑戦してみませんか？
参加者には、ゴーヤの苗をプレゼント!

６月11日（月）10:00～12:00
区役所５階会議室
区内在住・在勤の方
４０名（申込多数抽選）
[氏名（ふりがな）・住所・電話番号・緑のカーテン講習会希
望]と記入して、往復ハガキにて。２名で参加の場合は、も
う１名の名前を明記してください。５月３１日（木）必着。
〒５３２-８５０１　淀川区十三東２-３-３　淀川区役所市民協働課
市民協働課（まちづくり）４階４１番　 6308-9409

予約不要

無 料

参加費無料

５月14日（月）１0：0０～１1：0０
6月7日（木）１4：３０～１5：30

区役所2階

区役所2階

風しん抗体検査

9、10、11月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
5月14日、28日（月）13:30～15:30
保健福祉センター（区役所2階）
保健福祉課（健康相談）2階21番 6308-9968 

妊婦教室

区役所１階 区民ギャラリー申込み受付

ひろげよう！つなげよう！みんなでチャレンジ！
「緑のカーテン」講習会

あて先

展示期間
申込受付

　淀川区では、個別にカウンセラー（臨床心理士）と1対1で相
談できるピアカウンセリングや楽しく遊べる親子講座を実施し
ています。一時保育あり（若干名）。

参加費無料参加費無料１人で悩まないで！
発達が気になるお子さまを育てる保護者の方へ

予約要 ※

予約要 ※

※詳細は予約時にご確認ください。
（大阪市ホームページで、区の年間がん検診等の日程や取扱
医療機関をご覧いただけます）

→

→

実施日

実施日

淀川区 区民ギャラリー　検索

平成３０年７月～平成３１年６月（１年間）
淀川に行き、見たこと・感じたことを月１回以上レポート報告
区内の淀川近辺在住の２０歳以上で、インターネット環境

をお持ちの方　 若干名　 月４，５００円程度
5月31日（木）までにホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/index.html
からお申込みください。
淀川河川事務所管理課　 072-843-2861

河川愛護モニター募集
活動期間
活動内容
応募資格

募集人数 謝 礼

●ピアカウンセリング（年間４０回）
5月11日、18日、6月1日、15日、22日、29日（金）
7月以降の開催日についてはお問合せください。
日程により異なります（50分間）

●親子講座（後半は保護者の意見交換会）
8月10日、9月21日、11月9日、12月21日、1月18日（金）10：30～12：00

区役所会議室
区内在住で０～１８歳までのお子様を育てる保護者の方
社会福祉法人北摂杉の子会所属の専門スタッフ
事前予約制（先着順）詳細はHPをご確認ください。
保健福祉課（子育て支援室）2階23番　 6308-9939

日 程

開催時間

対象者
実施スタッフ

＊詳細はHPをご覧ください。

6

5月号 No.049

アシナガバチは益虫ですよ 昨年度、淀川区内で約100件のハチの相談があり、そのほとんどがアシナガバチでした。アシナガバチ
は草木の害虫を捕食する益虫で、刺激しない限り襲いませんので、できる限りそのままにしてあげましょう。駆除が必要な場合、暗くなってからスプレー
式殺虫剤を巣に噴射し駆除してください。　 保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9973

え き ちゅう

募集



つどいの広場の日
～臨時開催します♪～

　ボランティアグループが週替わりで、
楽しい絵本の読み聞か
せや紙芝居、ストーリー
テリングなどをします。
第2・3土曜のお手伝いを
してくださるボランティ
アも募集中です。
　詳細はお問合せください。

毎月第1・2・3土曜日
（5月は5,12，19日）15：00～15：30

50名（当日先着順）

健康太極拳
　大人気の健康太極拳です。
呼吸法でリラックス!

５月24日（木）13:30～15:00
区内在住60歳以上で、センター
利用証をお持ちの方
20名（先着順）
５月7日（月）10：00～
５月22日（火）17：00
本人の電話または来館にて受付。

看護の日
～つなぎ、ともに生きる～

参加費無料

参加費無料事前申込不要

参加費無料

参加費無料

参加費無料

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

　 看「、と」日の護看「
護週間」にちなみ、
健康づくりに役立つ
様々な企画を用意し
ています。当日自由
にお越しください。

５月１１日（金）９：３０～１１：３０
健康測定、血糖測定、各種相談、
リハビリ体操、認知症・排泄・誤嚥
について

いきいき健康セミナー
５月21日（月）14：0０～１5：0０

横山新聞舗、三国社会福祉協議会（敬称略）

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9118　 6304-9190

老人福祉センター

　「三津屋・元今里」を歩き、淀川区の歴
史と今を再発見しませんか？

５月１９日（土）13：00～15：30
阪急十三駅西改札前
１５名（先着順）
５００円（資料代と保険料込み）
５月7日（月）～５月１６日（水）
費用を添えて淀川区民センター
まで。

〒532-0022　野中南2-1-5
6304-9120　 6304-7304

区民センター
〒532-0025　新北野1-10-14
6305-2346　 6305-9129 

淀川図書館

おたのしみ会まち歩き
～淀川区の街道と水道を歩く～

〒532-0033　新高1-11-19
6395-6420　 6395-6420

子ども・子育てプラザ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生活お役立ち講座
「血圧と腎臓について」
　血圧サージってな～に？

５月31日（木）13:30～15:30
区内在住60歳以上で、センター
利用証をお持ちの方
３０名（先着順）
５月7日（月）10：00～
５月26日（土）17：00
本人の電話または来館にて受付。

よし

ご   えん

おか なり

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900　 6394-2978

淀川区社会福祉協議会

善意銀行だより
　2月１日から2月28日の間、善意銀行に
１４，０００円の預託がありました。ご協力
ありがとうございました。

　子育て中の親子が
遊んだり交流できる
「つどいの広場」を、
通常より時間延長し
て開催します。

5月28日（月）9：30～16：00
子ども・子育てプラザ2F
軽運動場
市内在住の乳幼児とその保護者
当日直接ご来館ください。

→

→

集 合

参加費無料

参加費無料

「昨今話題のドーピングについて」
―ぜん息・風邪薬にもご注意を―
薬剤師　岡 良成
30名（当日先着順）

演 題

母と子のきずなコンサート
実行委員会（代表 佐々木氏）
０９０-４９００-５２８５

　
　「母の日」を前に、親
子のきずなを深める
きっかけとしませんか？

５月１２日（土）11:00～14:00
淀川区民センター　大ホール
童謡・アニメ曲コンサート、
工作教室、紙芝居、親子で缶
バッジ製作、バルーンアート
など
乳幼児～小学生低学年の子ど
もたちとその保護者
母と子のきずなコンサート実
行委員会
淀川区役所

母と子のきずなコンサート

7区広報誌「よどマガ！」は毎月123,000部を発行し、5月号１部あたりの発行単価（配布費用を含む）は約14.6円です。
平成30年4月1日現在の推計　区の人口：180,141人（前月比+512人）　男：89,330人　女：90,811人　区の世帯数：98,919世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価

5月号 No.049

施設だより
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