
３月７日は消防記念日です。地域の火災予防や防災活
動など、災害に強いまちづくりに貢献された方々の表彰
式を行います。同時開催の防災講演会では、防災・減災の
お話しを聞きながら、いつ起きてもおかしくない大災害
に備えて何が必要かを一緒に考えていきましょう！

3月６日（金）１3：3０～１5：００　
淀川消防署 ５階講堂
２００名（先着順）
２月１４日（金）までに必要事項（氏名、電話番号）をメール・
電話または来署にてご応募ください。
※メールでのご応募の場合、件名に
「防災講演会応募」と記載してください。
※淀川消防署で申込む場合は
平日９:００～１７:３０までの
受付となります。

市内在住、在勤、在学の方
淀川消防署予防担当　 ６３０８-１０９６

　　　 pa0015@city.osaka.lg.jp

消防記念日表彰式・防災講演会消防記念日表彰式・防災講演会

防災講演会

プロフィール
大阪市消防局において長年、特
別高度救助隊や警備方面隊を
歴任。消防のスペシャリストで
あり、現在も防災・減災の指導
を中心に業務を行い、経験を活
かした講演活動などを幅広く展
開されています。

たけ むら　 けん いち ろう

続発する自然災害 ～その時に備えて～

竹村 健一郎 さん

応募方法

東淀ごみ焼却工場見学会

大阪広域環境施設組合東淀工場　 6327‐4541　 6327-4555

日々、淀川区で回収されたごみがどのように処理されているの
か、実際に見ることができるイベントです。パッカー車やショベル
カーの体験乗車等もできます。また、「もの」を大切にする意識を
高めるためにフリーマーケットも同時開催します。ぜひこの機会に
焼却工場を見学してみませんか！

１５店程度
営利を目的としない区内在住・在学の方 

※未成年者だけの出店は不可
ご家庭で不要となった品物に限ります。
※飲食物等、出店できない品物もあります。

往復ハガキに、住所・氏名・電話番号・年齢・出品物を
ご記入のうえ 〒533-0003　東淀川区南江口3-16‐6　
大阪広域環境施設組合東淀工場「出店係」へ
送付してください。2月28日（金）必着。
応募多数の場合抽選。

出店無料フリーマーケット出店者募集

3月14日（土） 
　　　   １０：００～１６：００（最終受付は１５：００）

淀川区民の皆さまに親しまれている「よどマ
ガ！」で広告の掲載がいよいよ開始！広告を掲載
して地域の皆さまに広くPRしてみませんか？
広告申込みに関するお問合せは広告代理店

である株式会社ホープまでお願いします。

平均月間アクセス数約10,000件！情報取得
のメインツール「スマートフォン」でもアクセス
できます！
※1枠月額5,000円で1か月単位で掲載できます！
　お気軽にお問合せください！
　（申込締切：掲載開始月の前々月の末日必着）

よどマガ！・淀川区役所ホームページ
広告を掲載しませんか？

政策企画課（広報）5階51番　 6308‐9404

株式会社ホープ　 092-716-1401

よどマガ！に広告を掲載して
みませんか？

詳しくは淀川区役所HPの
募集バナーをクリック！

その１

その2
淀川区役所ホームページバナー広告
令和2年度一斉募集スタート！
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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、区役所HPをチェック！　 市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9417



２月３日（月）～１７日（月）
区役所1階 正面入口付近
区役所では、申込みの受付は
行っておりません。

詳しくは、下記までお問合せください。
大阪市住まい公社　
６８８２-７０２４

市営住宅「申込みのしおり」
配布

　今回は、各学校園の「運営に関する
計画」について最終評価を行います。
学校協議会は傍聴できますので、各学

営運「、おな。いさだくせ合問おに園校
に関する計画」や前回の議事内容、日
程は、各学校園のホームページに掲載
されています。

市民協働課（教育支援）
4階41番　 6308-9415

第３回学校協議会が
開催されます

　医療系を中心とした介護保険サービ
スを利用した場合、負担額が医療費控
除の対象となる場合があります。対象
となる利用者負担は、次のとおりです。
施設サービス及び居宅サービスの
利用者負担額
介護福祉士等による喀痰吸引等が
行なわれたとき

介護サービスの利用者
負担額などの医療費控除

　身体障がい者手帳などの交付を受け
ていない方でも、65歳以上で、寝た
きりまたは認知症の方で、その程度が
身体障がい者手帳などの交付基準に準
ずる場合は、申請により「障がい者控
除対象者認定書」の交付を受けること
ができます。認定書を提示し、所得税
の確定申告や個人市・府民税の申告を

「障がい者控除対象者認定書」を
ご存知ですか

　固定資産税・都市計画税（第４期分）
の納期限は、３月２日（月）です。
市税へのご理解と納期内の納付を

お願いします。
梅田市税事務所　
固定資産税グループ
4797-2957（土地）

2958（家屋）

市税の納期限

　世帯内の後期高齢者医療制度の加
入者全員が１年間（平成３０年８月１日か
ら令和元年７月３１日まで）に支払った医
療保険と介護保険の自己負担額の合計
が、自己負担限度額を超える被保険者
の方は支給申請をすることによりその
超えた金額が支給されます。大阪府後
期高齢者医療広域連合より、３月上旬
に申請勧奨通知を発送しますので書類
が届いた方は、必要事項をご記入・捺
印のうえ、同封の封筒にて返送してく
ださい。

大阪府後期高齢者医療広域連合
給付課　 ４７９０-２０３１

後期高齢者医療高額医療・高額介護
合算制度における平成３０年度分の
申請勧奨通知の発送について

特別障がい者手当・障がい児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活で常

時特別の介護が必要な方に （ア）特別
いが障）イ（ ）上以歳02（当手者いが障

児福祉手当（20歳未満）を支給します。
ただし、3か月以上入院している方
（（ア）のみ）や施設に入所している方は
除きます。
特別児童扶養手当
政令で定める程度の障がいがある

20歳未満の児童を養育している父母
（主として児童の生計を維持するいずれ
か1人）、または父母に代わる方（児童
と同居・監護し、生計を維持している
こと）に支給します。
詳しくはお問合せください。
保健福祉課（保健福祉）
3階32番　 6308-9857

各種福祉手当の支給

　大阪市では、令和2年に実施される
国勢調査をはじめ、今後実施される統
計法に基づく統計調査において、統計
調査員として登録していただける方を
募集しています。
登録には申請が必要ですので、担当

までお問合せください。詳細はHPにも
掲載しています。

総務課（統計）
5階51番　
6308-9402

統計調査員を募集しています

　里親制度とは、親の入院、出産等
さまざまな事情で短期または長期の
間、家庭で暮らせない子どもたちを
家族の一員として迎え入れ、あたた
かい愛情と正しい理解を持って育てて
いただく「子どもたちのための制度」
です。

里親パネル展　
2月19日（水）～3月3日（火）
9:00～ 17:30
※最終日は16:00まで

かく たん

→

→

→

→

配布期間
配布場所

里親パネル展・相談会を開催します
こども相談センター職員に
よる相談会（事前申込不要）
3月3日（火）
13:00～ 16:00
区役所１階 ロビー
里親制度について　

こども相談センター里親子包括支援室
4301-3156

里親パネル展・相談会　
保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9509

おむつ代
いずれも領収証等が必要です。詳し

くはお問合せください。
保健福祉課（介護保険）
３階３１番　 ６３０８-９８５９

することにより税法上の「障がい者控
除」の適用を受けることができます。詳
しくは担当までお問合せください。

保健福祉課（保健福祉）
3階32番　 6308-9857

2月号 No.070

大阪市では、市税に関する事務は市税事務所で行っています。お問合せは市税事務所へお願いします。なお、区役所
でも税証明書の発行や納付書の再発行を行っています。　 個人市・府民税（普通徴収）、固定資産税(土地・家屋)、軽自動車税等については 梅田市税事務所　
4797-2948（代表）　法人市民税、事業所税、個人市・府民税（特別徴収）、固定資産税(償却資産)等については 船場法人市税事務所　 4705-2948（代表）

市税のことは市税事務所へ 5



→

→

→

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

老人福祉センター

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

区民センター

淀川区　区民ギャラリー詳しくは▶▶▶

無料

無料

簡単なあいさつや自己紹介など手話
の基礎を学べます。

4月16日（木）～
令和3年2月18日（木）
毎週木曜日19:00～ 20:30
淀川区民センター
4月9日（木）北区民センター
市内在住・在勤・在学で
高校生以上の初心者の方
35名（申込多数抽選）
テキスト代（DVD付）3,300円　
淀川区聴言障害者協会
往復ハガキに「手話講座申込」と
明記し、住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号・勤務先また
は学校名（区外居住者のみ）を
記入のうえ、
〒532-8501 淀川区十三東2-3-3 
淀川区役所 保健福祉課
「手話養成講座」係まで。
3月19日（木）必着
保健福祉課（保健福祉）3階32番
6308-9857　 6885-0537

手話奉仕員養成講座
初級コース　受講生募集

４月１日（水）～６月２３日（火）の
うち２週間単位
３月２日（月）９:００～９:１５
区役所5階

※申込多数の場合は抽選。受付日以降、
空きがある場合は随時受付。

区役所行事等の公用が優先されます。

政策企画課（広聴）
５階５１番　
６３０８-９６８３

区役所１階　
区民ギャラリー申込み受付

麦みそづくり講習会
3月14日～ 3月29日（土・日）
①11:30～　②14:30～
1人に1回、約5キロの持ち帰り
各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（第3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）
※2月28日（金）消印有効

シニアのためのパソコン教室
午前の部はWindows10、午後の
部はワード2013について学びます。
パソコンはこちらで用意します。

合同開講式

主 管

展示期間

申込受付
申込場所

注 意

食事を自分で作れるようになること
は、自らの健康に気を配り、元気に
暮らしていくことにつながります。
手順ごとにゆっくり説明しながら調
理を進めていきますので、料理が苦
手という方にこそ参加していただきた
い内容です。

２月２１日（金）１０:３０～１３:００
区役所２階 集団検診室・
栄養指導室
栄養のお話とクッキング

男子厨房に入ろう！

未定
区内にお住まいの男性の方
１６名（申込先着順）
４００円
（調理材料費として当日徴収）
エプロン・タオル・三角巾や
バンダナ・筆記用具
２月６日（木）９:００～１７日（月）
17:30まで電話にて。
保健福祉課（健康づくり）
２階２２番　 ６３０８-９８８２

メニュー

今年も淀川区・西淀川区・東淀川
区の３区で、同じ日に淀川河川敷のご
み拾いをします。事前申込不要ですの
で、お気軽にご参加
ください。たくさん
の方のご参加、お
待ちしていま～す！

淀川河川敷クリーン大作戦
～みんなの力で淀川をきれいに！～

学校の授業で分からないところ、苦
手なところなどを一人ひとりの学力に
あわせ、少人数での個別学習指導をし
ます。大学進学などを見据え、将来の
自分の夢をかなえる選択肢を増やしま
しょう！

令和2年4月～令和3年3月　
週１回2時間程度
区内の生活保護受給世帯、児
童扶養手当受給世帯、就学援
助対象世帯、市民税非課税世
帯等の小学生・中学生
51名（申込多数選考）
区民センター など
2月3日（月）～28日（金）までに
区役所3階（学習相談担当）窓口
へお越しください。
保健福祉課（保健福祉）
3階32番　 6308-9857

子ども未来輝き事業　
受講生を募集します！

実施期間

3月8日（日）10:00集合～
11:30終了予定（現地解散）
（雨天でも実施します）
区役所西側 夜間出入口前
軍手、タオル、雨具類
淀川管内河川レンジャー
市民協働課（まちづくり）
４階41番　 6308-9734

集合場所
　海外を含む、市外への転出で納税義
務者が市内に住所、事務所などを有し
ない場合、納税に関する一切の事項を
処理してもらうために、市内に住所等
を有する者のうちから納税管理人を定
めて申告してください。詳しくは大阪
市ホームページをご覧ください。

梅田市税事務所 管理担当　
4797-2948

納税管理人に関するご案内

6
　　　　　　　　　　　　2月の日曜開庁　2月23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

2月号 No.070



とう  つう

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

淀川図書館
〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

参加費無料

〒532-0004 西宮原2-1-3ソーラ新大阪21内
6350-4555

淀川スポーツセンター

→

→→

→

→

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

善意銀行だより
　11月1日から11月30日の間、善意
銀行に12,050円の預託がありました。
ご協力ありがとうございました。

横山新聞舗、匿名（２件）（敬称略）

〒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
「車イスとアイマスク体験」

3月12日（木）13:30～14:30
区内在住60歳以上の方で
センター利用証をお持ちの方
20名（先着順）
2月18日（火）10:00 ～ 3月7日
（土）17:00までに本人の来館ま
たは電話にて。

大人のためのおはなし会

長い間語り継がれてきた昔話には、
誰もの心の琴線にふれる力があるよう
です。さまざまなおはなしを、この機
会にゆったりとお楽しみください。

2月29日（土）14:00～ 15:00
グループ･いっすんぼうし
30名（当日先着順）

ＣＤやストローで、
回して遊ぶおもちゃを作ろう！
―春休みリサイクル工作教室―
いらなくなったＣＤやストローを使っ

て「ビーゴマ」や「ストロートンボ」を作り
ましょう。

3月24日（火）14:00～ 16:00
橋本 優 さん（リサイクル万華鏡
協会所属）
東北環境事業センター
（あれば）不要になったＣＤやスト
ロー
どなたでも（小学生低学年以下
は保護者同伴）
20名（申込先着順）

親子で楽しくＡＢＣ
英語のゲームや絵本を楽しむイベン

トです。親子で英語に触れてみません
か。初めての方も大歓迎です。

3月5日（木）
①8か月～1歳7か月
10:00～ 10:30

②1歳8か月～小学校入学前
11:00～ 11:30

乳幼児とその保護者の方
①15組 ②12組（申込多数抽選）
末藤 明美 さん
（小学校英語活動支援グループＦＵＮ）
2月19日（水）17:00までに
電話または来館にて。

いきいき健康セミナー
２月１８日（火）１４:００～１５:００
「放射線科の検査について」
―骨密度って何だろう？―
診療放射線技師　堀内 承治さん
３０名（当日先着順）

」osuJ・ド・ンロサ「 ンロサ者患んが

がん患者さんとそのご家族の方が気
軽に立ち寄り、今の思いを語り合える
場です。当日自由にお越しください。

2月26日（水）１４:００～１６:００　
談話会、がん性疼痛看護認定
看護師による講演

春休み短期教室逆上がり・とび箱＆
マット大作戦 受講生募集！！
春休みに逆上がり

やとび箱＆マットを体
操の先生と一緒に練
習して、君も春から
ヒーローに！！

認知症サポーター養成講座＆
笑いヨガ
認知症サポーターとは認知症になっ

ても安心して暮らせるまちづくりのた
めに、認知症を正しく理解し、地域で
暮らす認知症の方やその家族を応援す
る人です。認知症を知り、安心して笑
顔で暮らせる街づくりを一緒にしませ
んか。当講座では認知症予防として「笑
いヨガ」の体験もします。受講者にはサ
ポーターの証であるオレンジリングを
差しあげます。

2月29日（土）１４:００～１５:４０
キャラバン・メイト　
岩倉 あや子 さん
（大阪ラフター笑会代表）、他
区内在住・在勤・在学の方 
30名（先着順）
2月5日（水）～ 26日（水）までに
電話または来館にて。

出 演

すえ とう　 あけ　み

演 題

ほり うち  しょう  じ

３月２日（月）、３日（火）、５日（木）、
６日（金）（全4回）
①午前の部（Windows10）
10:00～ 12:00

②午後の部（ワード2013）
※USBメモリーをご持参ください
13:00～ 15:00

区民センター 3階 第2会議室
区内在住60歳以上の方でセン
ター利用証をお持ちの方
各１２名（先着順）
３,５７８円（テキスト代含む）
2月5日（水）10:00～22日（土）
17:00までに本人の来館にて。

日 程 3月4日（水）11:00より電話また
は来館にて。

※2階会場への階段の上り下りに配慮
の必要な方は、事前にご相談ください。

はし もと   まさる

①チャレンジ！逆上がり＜４日間＞
3月25日（水）～28日（土）
9:00～ 10:00（60分）
4,510円（4日分）

②とび箱＆マット大作戦＜４日間＞
3月25日（水）～28日（土）
10:15～ 11:30（75分）
5,610円（4日分） 

①②いずれも
新小学1年生以上の小学生
各15名（申込先着順）
2月16日（日）13:00より参加費
を持参の上、直接来館で。
家族以外の代理申込不可。
※月曜休館
（祝日の場合、翌平日休館）

いわ くら
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予約不要相談無料

7・8月出産予定の
妊婦さんとパートナーの方
2月10日、17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

※HPはこちら

〈相談場所〉 花と緑の相談は…区役所1階特設コーナー　 ひとり親家庭相談は…区役所2階
生活自立相談は…区役所3階　 その他は…区役所4階相談室

相談日 時間・受付など 問合せ先

コーナー相談相談

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

13:00～15:00 ※予約優先
 相続・許認可・届出等の相談
 予約受付:10:00～17:00 

13:00～16:00
※前日までの要予約
不動産の賃貸・売買およびそ
の他様々な内容に関する相談 
予約受付：10:00～16:00

9:00～17:30
面談または電話

2/3・3/2（月）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

2/21(金）

保健福祉課
2階23番
6308-9423

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課5階51番
6308-9683

市民協働課4階41番
6308-9417

専門相談員による相談は希望日時に調整
（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

毎週火・水・木曜日
（祝日を除く）

電話予約制（先着16名）　
相談日当日の9：00から受付
実施時間13：00～17：00
1人（組）30分

2/5（水）・18（火）・
19（水）・25（火）
3/4(水)

※予約のお電話がたいへん混み合いつながりにくい場合がございます。

14:00～15:30 十三公園事務所 
6309-00082/12・3/11（水）

10：00～17：00 要事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

生活自立相談
9:00～17:30
就業や自立支援等の相談
面談、電話またはメール

月～金曜日
（祝日、年末年始
を除く）

生活自立相談窓口
6195-7851　
6195-7852

　 yjiritsushien@lime.ocn.ne.jp

大阪市人権啓発･相談
センター予約専用
6532-7830
6531-0666　　 

　 7830@osaka-jinken.net

法律相談

花と緑の相談

行政書士
相談

不動産相談

ひとり親
家庭相談

人権相談

行政相談

　案内文書は対象者の方に1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

令和元年10月１日～3１日生まれの方
平成30年7月1日～３1日生まれの方
平成28年11月1日～30日生まれの方

※ 間年の区、でジーペムーホ市阪大（。いさだく認確ごに時約予は細詳
がん検診等の日程や取扱医療機関をご覧いただけます）

健診 区役所2階 予約不要BCGワクチン接種
2月20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

区役所2階 予約不要結核健診
2月18日（火）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

※
胃がん・大腸がん・肺がん検診

2月29日（土）9：30～10：30受付
乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診

2月14日（金）9：30～10：30受付

区役所2階各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

2月29日（土）９：３０～１１：００受付
区役所2階特定健診 予約不要

中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

三国小学校南門
（三国本町３-９）

2/18（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

2/14（金）
14：00～14：45

2/25（火）
14：00～15：20

移動図書館

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

2/4（火）・3/3（火）
11：25～12：10

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

2/7（金）
14:10～14:4０

三津屋公園
（三津屋南2-20）

2/21（金）
10：20～11：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

2/1（土）・3/7（土）
10：20～11：50

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

2/12（水）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

2/12（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3）

2/26（水）
13：25～15：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

2月
巡回日

全日本不動産協会
大阪府本部（北支部）
6373-1511

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6643-9903
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