
　地域で生活されている障が
いのある方を対象に、生活（く
らし）や就労（はたらく）につい
て抱えている不安や疑問の相
談や作業体験などができる
様々なブースを用意します。
　障がい者雇用をしている企
業の方の講演や、現在働いて
いる障がいのある方のパネ
ル展も行います。

5月26日（日）13:00～16:00（受付12:30～）
区役所5階　特設会場
淀川区地域自立支援協議会、淀川地域障がい者就
業・生活支援センター、淀川区役所
淀川区社会福祉協議会

　淀川区では、中学校の図書館の開館をお手伝いし
てくださる開館ボランティアを募集しています。
　時間は学校との相談
になりますが、短時間
でも可能です。
　未経験の方でも簡単
に出来る内容です。
　あなたの力で中学校
図書館をもっとより良い
ものにしてみませんか？

詳細はHPを
ご確認ください。▶

市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415
保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857　 6885-0537

淀川地域はたらく・
くらしフェスタ

淀川地域はたらく・
くらしフェスタ

申込不要第5回中学
校図書館

大募集中
開館ボランティア
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毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。 配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp　オンラインアンケートはＱＲコードをチェック！！➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想

　干潟に住む多様な動植物とふれあうことで、淀川の自然を守る
ことの大切さを伝えます。また、川の素晴らしさだけでなく洪水
や地震による津波など、川の危険性についても学びましょう。

6月16日（日） 13:30～15:30（集合時間 １２：３０）　
十三干潟（淀川河川敷）　※現地集合、現地解散
区在住の小学生（４年生～6年生）・中学生　 ５０名（申込多数の場合は抽選）　
メールにて。higata2019＠city.osaka.lg.jpあて、『件名（干潟学習会申込）住所・参加者全員の氏名・フリガナ・学年・
年齢・電話番号』をご記入のうえ送信してください。６月３日（月）必着。※抽選結果は６月７日（金）に通知します。
淀川区役所・辻川河川レンジャーアドバイザー・河川Gレンジャー

干潟学習会

市民協働課「干潟学習会」係４階41番　 6308-9734



　軽自動車税の納期限は、５月31日
（金）です。
　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

　淀川警察署と
連携し、地域住
民、防犯協会等
の皆さまと各地
域で防犯活動を
行います。
～重点項目～
①特殊詐欺の被害防止
②子どもや女性を対象とする犯罪の被
害防止

③自動車関連犯罪及びひったくりの被
害防止

市民協働課（防犯）
　　　4階41番　 6308-9743

春の地域安全運動実施！
5月21日（火）～5月30日（木）

　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29、39、49、54年生まれの方
が無料です。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

し布配もで口窓当担（」ドイガ診健保国「
ています）、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

大阪市国保加入者のみなさまへ
平成３１年度保健事業のお知らせ

　大阪市では、犯
罪被害者やその
家族・遺族の方が
被害から回復し、
社会の中で再び
平穏な生活ができるようになっていた
だくために相談窓口を設置しています。
犯罪被害を受けた方等から相談をお受
けし、その方の状況に応じた大阪市の
各種支援施策のご案内や関係機関のご
紹介などを行います。

9：00～17：30
　　　（土日・祝日・年末年始を除く）

市役所４階　市民局人権企画課
市民局人権企画課

　　　 6208-7619　 6202-7073

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

　製造業を営む事業所を対象として、6
月1日現在で「工業統計調査」を全国一
斉に実施します。この調査は、我が国の
製造業の実態を明らかにする統計調査
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、調査へのご回答をお
願いします。

総務課(統計)
　　　5階51番　 6308-9402

「2019年工業統計調査」を
実施します

→

→

　令和元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、本年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。
　給与所得者の方の令和元年度個人
市・府民税は、事業主（会社等）が本年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います。

梅田市税事務所（個人市民税担当）
4797-2953

令和元年度　給与所得等に係る
特別徴収税額の決定通知書の送付

介護保険料の生活困窮軽減
　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
に担当窓口で申請してください。

【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
支払通知書（ハガキ）、源泉徴収票など
世帯収入がわかる資料、健康保険証、世
帯全員の預貯金口座の通帳
【継続申請をされる方】
　平成30年度に軽減を受け、今年度も
引き続き減額を希望される方は、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
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　　　　　　　　　　　　5月の日曜開庁　5月26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



予約不要
9、10、11月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
5月13日、27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 

※詳細はHPをご覧ください。

　案内文書は対象者の方に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

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

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

平成３１年1月１日～31日生まれの方
平成2９年１０月1日～3１日生まれの方
平成28年２月1日～２９日生まれの方

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

※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）

６月８日（土）９：３０～１１：００受付 
　　　６月21日（金）９：３０～１１：００受付

受診券と国民健康保険被保険者証または後期高齢者
医療被保険者証

実施日
区役所2階特定健診 予約不要

５月1３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。

区役所2階結核健診 予約不要
受付日時

乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診
6月8日（土）９：３０～１０：３０受付

胃がん・大腸がん・肺がん検診・歯科健康相談
6月21日（金）９：３０～１０：３０受付

区役所2階 予約要

実施日

実施日

各種がん検診、骨粗しょう症検診

区役所2階 予約不要BCGワクチン接種
５月16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

対 象
受付日時

参加費無料

　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）。
●ピアカウンセリング（年間４０回）

6月14日、7月5日、12日（金）
8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）
6月17日、7月29日、8月26日、11月11日、12月23日（月）

　　　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）2階23番　 6308-9939

開催時間

対象者
実施スタッフ

日 程

令和元年７月～令和2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（金）までに淀川河川事務所の

　　　ホームページ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

謝 礼

　G20大阪サミット開催前に市内全域の清掃活動を行います。
5月24日（金）～6月6日（木）　
区役所や環境事業センターなどで配布中のチラシ裏面
の申込書に必要事項を記入し、5月10日（金）
までに東北環境事業センターへファックス・
郵送または持参してください。
東北環境事業センター

　　　東淀川区上新庄1-2-20
6323-3511　 6370-3951

　たばこは、肺がんをはじめ多く
の疾患の危険因子であり、本人
だけでなく、周囲の人の健康に
も大きく影響を及ぼします。タバ
コと健康について正しい知識を
持ち、禁煙に取り組みましょう。

健康局 6208-9963

実施期間

持 物

持 物

検診
※

5月31日は世界禁煙デーです
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アシナガバチは益虫ですよ アシナガバチは草木の害虫を捕食する益虫です。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。なお、大阪市では、ハチの巣の駆除と撤去
を行っていませんが、ハチの特徴や駆除方法などはお問合せください。　 保健福祉課（健康づくり）2階22番　 6308-9973



日 程

大阪市中央卸売市場の料理教室と
大阪市食品衛生検査所の見学

生活お役立ち講座
「情報整理の必要性」

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

老人福祉センター

　テーマ（味噌）に沿った料理実習と試
食のあと、食品衛生検査所
の見学をします。

６月２１日（金）
１０:00

　　　大阪市中央卸売市場本場
　　　業務管理棟 1階ロビー

14:00終了（予定）現地解散
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）
８３０円（料理の材料費、保険代）

集 合

解 散

日 程

　亡くなった時だけでなく、もしものこと
があった時も役立つエンディング（終活）
ノートを元気なうちに書いておくといい
…と言う話から、基本的な内容と書き方
のさわりを紙芝居の後にお伝えします。

6月20日（木）13：30～15：30
老人福祉センター多目的室
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28日(火)10：00～6月15日
(土)17：00

　　　 本人の電話または来館にて受付

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

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

子育てプラザの
「かえっこバザール！」

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

子ども・子育てプラザ

　もう使わないけど捨てる
のはもったいないし・・・そん
なおもちゃをご持参くださ
い。会場にあるおもちゃと
『かえっこ』できますヨ♪

5月5日（日）13：30～15：30
（最終受付は15：00まで）
18歳までの子ども（就学前のお

出 演

赤ちゃんと絵本を
楽しむ会「ぴよぴよのへや」

〒532-0025　新北野1-10-14
6305-2346　 6305-9129

淀川図書館

参加費無料

　赤ちゃんと一緒
に絵本を楽しむ会
です。ボランティア
さんと一緒に、たく
さんの絵本に出会いましょう。

毎月第2・4水曜日（5月は8・22日）
　　  11：00～11：30

ボランティアグループ「ぴよぴよ
のへや」
おおむね4か月から2歳前までの
乳幼児とその保護者
25組（当日先着順）

出 演

→→

→ →

参加費無料

参加費無料

看護の日イベント

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

　看護の日・看護週
間のイベントとして
健康づくりに役立つ
様々な企画を用意し
ています。

５月１０日（金）９：００～１１：００
健康測定、血糖測定、各種相談（栄
養・介護・お薬・排泄）、リハビリ体
操、血管年齢測定（整理券配付）
当日自由にお越しください。

参加費無料

がん患者サロン
「サロン・ド・Juso」
　がん患者さんとそのご家族の方が気
軽に立ち寄り、今の思いを語りあえる場
としてがん患者サロンを開催いたしま
す。当日自由にお越しください。

５月２9日（水）１４：００～１６：００　
談話会とヨガ教室

参加費無料

みんなで行こう「区民ハイキング」

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

区民センター

　大阪空港　周遊コース
５月２6日（日） 小雨決行

　　　８:３０集合　９:００出発
淀川区役所前
石橋公園→大阪空港周辺へ（約
１１キロ）
区役所→阪急「十三駅」→「石橋
駅」→大阪空港周辺→「豊中駅」
中学生以上 ２００円　小学生 １００円
※切符代・保険代含む
5月5日（日）10:00より、費用を
添えて淀川区民センターまで

麦みそづくり講習会
　無添加の味噌を作ってみませんか？

６月9日・６月１6日（日）
　　　①１１：３０　②１４：３０

どなたでも
１人に１回、約５キロの持ち帰り
各回１２名（申込多数抽選）
３，８００円
往復ハガキで受付　①希望の講
習日・時間(第２希望まで) ②住
所 ③氏名 ④電話番号 ⑤返信表
面にご自分の住所氏名を記入

※グループ申込も可能（⑥参加人数を
記入、①～⑤は同じ）

※５月２4日（金）消印有効

集合場所
行 先

行 程

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

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

第19回地域ふれあいコンサート

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

　「演者♪宴者♪円者♪縁者」をテーマ
に地域の高齢者から子ども、障がい者
や施設におられる方やボランティア団
体などが一堂に集結するイベントです。
世代を超えた交流を地域みんなで盛り
上げましょう。

６月２日（日）１０：００～１5：3０
区民センター1階ホール
どなたでも

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

注 意

横山新聞舗（敬称略）

子さんは必ず保護者同伴で）
※会場内では「かえっこボランティアス
タッフ」が主役です。くれぐれもスタッ
フの意思を尊重してくださいますよ
う、ご協力願います。

５月８日（水）１０:00～５月３１日（金）  
１７:00までに本人の来館のみ受付

7区広報誌「よどマガ！」は毎月122,000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13.9円です。
平成31年4月1日現在の推計　区の人口：181,201人（前月比+280人）　男：89,953人　女：91,248人　区の世帯数：100,702世帯　区の行政面積：12.64k㎡区の統計

広報誌の発行単価
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