
市民協働課（防犯）4階41番　 6308-9743

市民協働課（教育支援）４階41番　 6308-9415

新小学1年生に防犯グッズをプレゼント！

マタニティウェア・
ベビー服・子ども服の
リユースをしています

ご不要になったマタニティウェア等をご提供いただき、
区役所や環境事業センターで展示し、必要とされる市民
の方に無料で提供しています。皆さまからのご提供をお
待ちしております。

汚れがなく、リユースできるものであれば
少量でも受付します。
※事前に洗濯などをお願いします。

淀川区の宝である子どもたちを何とか守りたいという思いから、
淀川区内防犯協力企業のみなさま､チーム
のご協力によるアニマル防犯ホイッスルと、デザイン学校との連携
で作成したかわいい安全マップ付下じきを、新小学1年生のみんな
にプレゼント！

一人であそびません
知らない人についていきません
つれて行かれそうになったら大声をだして
たすけを求め、「こども110番の家」へ
にげこみます
だれとどこであそぶか、いつ帰るかを
家の人に言ってから出かけます
お友だちがつれて行かれそうになったら、
すぐに大人の人に知らせます

東北環境事業センター（東淀川区上新庄1-2-20）　 6323-3511

アニマル防犯ホイッスル▶▶▶
知らない人に声をかけられたりしたと
きに、このアニマル防犯ホイッスル
を吹いて周りの人に知らせましょう！

◀◀◀安全マップ付下じき
セーフティ－よどがわのメンバーが
各地域をパトロールして作った安全
マップ付下じき！通学路の安全に
ついておうちの人とお話ししよう！

生涯学習ルームは、小学校の特別教室など地域のみ
なさんにとって身近な場所で自主的な学習や交流ができ

な近身るきで加参がでま」人大「らか」もど子「。すで場る
講座を数多く実施しています。

令和２年度
生涯学習ルーム開講します！

※詳細については６月号に最新情報を掲載します♪

区内各小学校（特別教室など）
英会話・書道・絵画・和太鼓・太極拳・料理・パソコン・
ニュースポーツ・お茶・お花・読み語り・コーラス
など、地域によって様々な内容を用意して実施予定！

講座内容

マタニティウェア・ベビー服・子ども服以外の衣類。
ベビー用品(ベビーカー・ベビーベッドなど)、おもちゃ。
傷みや汚れなどでリユースに向かないもの。

電話申込みによる受付
東北環境事業センターへの電話申込みにより、
職員がご家庭まで引き取りに伺います。
東北環境事業センター窓口での持込み受付
月～土8:30～17:00 ）く除を始年末年（。すまいてし付受も日祝※
淀川区役所窓口での持込み受付
月～金（祝日除く）9:00～17:30 
市民協働課（地域安全対策）4階　 6308-9734

学校の先生から受け取って安心して登校しようね！！

セーフティーよどがわからみんなへのお願い

みんなに守ってほしい
お約束が５つ！

みんなの学校ごとに
安全マップがあるよ！

安心して
登校してね！！

１
2

3

4

5

５つの約束
まもろうね！

ホイッスルには
ストラップが
ついてるよ！

おもて うら
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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



　市立学校園で開催される学校協議
会。４、５月に開催される第１回目の会
議では、１年間の計画案について話し
合います。学校協議会は傍聴できます
ので、各学校園にお問合せください。
日程など詳細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１回学校協議会が
開催されます

令和２年・３年度の後期高齢者医療の
保険料率が改定されました。大阪府内
の被保険者均等割額は５４,１１１円、所得
割率は１０.５２％となります。お一人おひ
とりの保険料額は７月にお知らせします。

窓口サービス課（保険）
4階43番　 6308-9956

後期高齢者医療保険料率の
改定

本市では、国民健康保険料決定通知
書の送付封筒に点字表示を行うことで、
視覚障がいのある世帯主の方にも封筒
内の書類が分かるようにしています。
今後、視覚障がいのある世帯主の方（希
望者）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、担当へお電話でお申

し込みください。申込時に住所、氏名、
生年月日をお聞きします。

窓口サービス課（保険）
4階43番　 6308-9956

国民健康保険料決定通知書
の主な記載内容を点字文書
にして同封します

介護保険料決定通知書を送付します
介護保険の第１号被保険者の方(市

内在住65歳以上の方）で、口座振替ま
たは納付書で保険料を納付いただいて
いる方（普通徴収の方）には、介護保険

６５歳以上（介護保険第１号
被保険者）の方へ

　固定資産税・都市計画税（第1期分）
の納期限は、４月30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。

固定資産税・都市計画税（土地・
家屋）については、梅田市税事
務所 固定資産税グループ
4797-2957(土地)、

2958(家屋)
固定資産税（償却資産）につい
ては、船場法人市税事務所 固
定資産税（償却資産）グループ
4705-2941

市税の納期限

→

→

●特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定

●児童扶養手当の支給月額が変わります

料決定通知書を４月中旬に送付します。
なお、年金から納付いただいている方
（特別徴収の方）には、保険料決定通知
書を７月中旬に送付します。
介護保険料が変更となる見込みです
公費による保険料の軽減強化により、
令和２年度は第１段階から第４段階の介
護保険料が変更となる見込みです。

保健福祉課（介護保険）
３階３１番　 ６３０８-９８５９

令和2年4月分から手当月額が次のとおり改定されます。

令和2年4月分から改定されます。

※現在児童扶養手当を受給中の方については、4月末頃に改定後手当額のお知らせを送付します。

保健福祉課（保健福祉）3階32番　 6308-9857　 6885-0537

保健福祉課（子育て支援）2階23番　 6308-9423

各種手当の支給月額が変わります！

児童数

児童1人目

児童2人目

児童3人目以降

摘要
全部支給
一部支給

一部支給
全部支給

一部支給
全部支給

43,160円
43,150円～10,180円

10,180円～  5,100円
10,190円

6,100円～  3,060円
6,110円

42,910円
42,900円～10,120円

10,130円～  5,070円
10,140円

6,070円～  3,040円
6,080円

改定前 改定後
➡
➡
➡
➡
➡
➡

①特別児童扶養手当（1級）
手当名

②特別児童扶養手当（2級）
③特別障がい者手当
④障がい児福祉手当
⑤経過的福祉手当

改定前
52,500円
改定後

34,970円
27,350円
14,880円
14,880円

52,200円
34,770円
27,200円
14,790円
14,790円

③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体または精神に
重度の障がいがあるため、日常生活において常時介
護を必要とする状態の方に支給される手当です。

20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を
監護している父もしくは母または養育者に支給される
手当です。

説　明
➡
➡
➡
➡
➡

4月号 No.072

　　　　　　　　　　　　4月の日曜開庁　4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
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無料

→

→

毎年好評の「花づくり養成講座」を
今年も５月より開講します。
種から育てる花づくりを一から学ん

で最後にミニ寄せ植えを作ります。お
子さま連れで受講の方も大歓迎！お花
に興味のある方、花づくりの基礎から
学んでみませんか？

第1回　5月15日（金）14:00～
「まずは種まきから始めよう！」
第2回　5月29日（金）14:00～
「育った苗はどうするの？」
第3回　6月11日（木）14:00～
「鉢上げしてみよう！」

ミニ寄せ植えを作ろう！
花づくり養成講座
参加者大募集！

統合失調症の方とその家族を応援し
ます。一緒に一歩踏み出してみませんか。
地域生活向上教室
生活リズムを整え、仲間づくりや安心

できる生活をめざして実施しています。
統合失調症で治療中の方
毎月第4火曜日 9:30～ 11:30
区役所2階 集団検診室
コミュニケーションの訓練・レク
リエーション・グループミー
ティング・運動・料理など

統合失調症家族教室
日頃の悩みや思いをお話してみませ
んか。家族の情報交換の場です。

統合失調症の方のご家族
毎月第4火曜日 14:00～16:00
区役所2階 集団検診室
精神科医、精神保健福祉士の
講話、家族交流会

いずれも詳細についてはお問合
せください。
保健福祉課（健康相談）
2階21番　 6308-9968

統合失調症の方と
家族のための教室

よどマガ！に広告を掲載しませんか？
発行部数122,000部！淀川区民の皆さま

に親しまれている「よどマガ！」に広告を掲載
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。
株式会社ホープ　
092-716-1401

淀川区役所ホームページバナー広告募集！
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｣
から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

政策企画課（広報）
5階51番　 6308-9404

よどマガ！＆ホームページ
バナー広告大募集！

講座内容

詳しくは淀川区役所HPの
募集バナーをクリック！

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

区民センター

カラーコーディネート教室
色のルールを学び、おしゃれを楽しみましょう。

5月14日～6月11日までの木曜日
10:00～ 11:00 ≪計5回≫
3,000円（材料費別途1,000円程度
15名（先着順）
４月6日（月）10:00より、来館ま
たは電話にて。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みんなで行こう「区民ハイキング」
こもれびの森から箕面大滝コース

５月２４日（日） 小雨決行
８:0０集合　8:4０出発
淀川区役所前
区役所→阪急「十三駅」→
「箕面駅」→「こもれびの森」→
「箕面大滝」→
「箕面駅（解散予定）｣
（約７キロ
中学生以上5００円　
小学生１００円　※切符代含む
４月６日（月）10:00より、費用を
添えて淀川区民センターまで。

集合場所
行 程

◀

子
様
の
年
昨

大阪弁護士会所属の弁護士による専
門相談を実施します。
未成年の子どもがいる父母が対象で、

養育費の取り決めについてのご相談や、
離婚に際して弁護士に一度話を聞いて
みたいといった場合に利用できます。費
用は無料。秘密は厳守いたします。

4月28日（火）
14:00～ 17:00
1人（組）45分
4月21日（火）9:00から

）名4着先（。付受てに話電
保健福祉課（子育て支援）
2階23番　 6308-9423

弁護士による
「離婚・養育費」無料相談

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

第4回　7月3日（金）14:00～
「育てた苗でミニ寄せ植えを作ろう！」

区役所会議室
区内在住または在勤の方

※お子さま連れ歓迎。キッズスペース
）んせまりあは児託（。り有

50名（申込多数抽選）
４月６日（月）～４月30日（木）まで
にＦＡＸ、メールまたは電話にて

）着必日03（。いさだくみ込申お
【記載事項】
「R2花づくり養成講座参加希望」
参加者氏名　 住所、電話番号
お持ちの方はメールアドレス

市民協働課（まちづくり）　4階41番
6308-9734　 6885-0535
tl0002@city.osaka.lg.jp

宛 先

6
津波避難ビルの登録にご協力ください！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淀川区では、区民の命を守るため、津波避難ビルの指定を進めています。
新しく津波避難ビルにご登録いただける方を募集しています。ご協力いただける方は担当までご連絡ください。

市民協働課（防災）4階41番　 6308-9743

4月号 No.072



〒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

→

→

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

子ども・子育てプラザ

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

※2階会場への階段の上り下り等に配慮
の必要な方は、事前にご相談ください。

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

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

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、今の思いを語り合える
場としてがん患者サロンを開催します。
当日自由にお越しください。

4月22日（水）１４:００～１６:００
談話会

おたのしみ会
児童・幼児向けの絵本や紙芝居、ス

トーリーテリングを楽しむ会です。ボラ
ンティアさんと一緒に、楽しい時間を
過ごしましょう。

4月18日・5月2日・9日（土
15:00～ 15:30
50人（当日先着順）
第1土曜日「なにわ語り部の会」、
第2土曜日「おはなしグーチョキ
パー」、第3土曜日「おはなしパ
ンジー」

子ども読書の日記念事業
「むかーし昔、あったとさ」
素話（ストーリーテリング）、パネル

シアターなどで、むかしばなしを楽し
む1時間です。大人も子どもも一緒に、
長い間語りつがれてきたむかしばなし
の世界にふれてみませんか。

5月6日（水・振替休日）
14:00～ 15:00
30人（当日先着順）
グループ・いっすんぼうし

ボウリング大会
練習にはプロボウラーのワンポイン

トアドバイスあり！大会は男女別で行い
ます。

練習日：5月12日（火）
　　　大　会：5月19日（火）

12:00～ 14:00（両日共）
神崎川ダイドーボウル
区内在住60歳以上でセンター
利用証をお持ちの方
40名（先着順）
1,760円（ゲーム代・保険代）
靴代は別途かかります。
※２日分の費用です
4月14日（火）10:00～30日（木
17:00までに本人の来館のみ受付。
神崎川ダイドーボウル

「ファミリー・サポート・センター事業」のご案内
ファミリー・サポート・センター事業
は、子育てを援助してほしい人（依頼
会員）と、子育てを援助したい人（提供
会員）が互いに信頼関係を築きながら、
子どもを預けたり、預かったりする子
育て援助活動です。
※会員になるには登録が必要です。
【主な活動内容】
保育所・幼稚園・習い事等へ送り迎え
保護者の病気や急用時の預かり
育児負担軽減のためのリフレッシュ
時の預かり　など

【会員登録の条件】
依頼会員：区内在住で、おおむね3か

月から10歳未満のお子さ
んがいる方

提供会員：区内在住で、自宅でお子さ
んを預かることができる方
（19歳以上）

※提供会員として活動するためには、
　講座（24時間）の受講が必要です。
【利用料金】
1時間あたり800円～ 900円
※詳しくは、ファミリー・サポート・セ
ンター淀川支部にお尋ねください。

ファミリー・サポート・センター淀川支部
（淀川区子ども・子育てプラザ内
6395-6425

いきいき健康セミナー

「長引く痛みとの付き合い方」
－痛みのセルフケア－
がん性疼痛看護認定看護師　
中村 巳保子 さん
３０名
（当日先着順）

4月21日（火）１４:００～１５:００

日 程

演 題

出 演

出 演

参加費無料

参加費無料

参加費無料

善意銀行だより
　1月1日から1月31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。

横山新聞舗（敬称略）

なか むら     み　 ほ　 こ

とう  つう

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）

4/21（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

4/10（金）
14：00～14：45

4/28（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） 

4/3（金）・5/8（金）
14:10～14:4０

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

4/4（土）・5/2（土）
10：20～11：50

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

4/17（金）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

4/7（火）・5/1（金）
11:25～12:10

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

4/23（木）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

4/15（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

4/22（水）
13：25～15：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

4月
巡回日

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

老人福祉センター

介護予防運動鍼灸ケア教室
（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）
元気なうちからの介護予防が大切です。

5月2日～7月25日までの

（5月30日、6月6日除く）
①午前の回 10:30～ 12:15
②午後の回 13:30～ 15:00
履正社医療スポーツ専門学校
区内在住60歳以上でセンター
利用証をお持ちの方
各15名（先着順）
330円（保険代）
4月7日（火）10:00～ 24日（金
17:00までに本人の来館のみ受付。
履正社医療スポーツ専門学校

日 程

長引く痛みとの
付き合い方

4月号 No.072

４月は｢犬・猫を正しく飼う運動｣強調月間です
市内では犬に関する苦情や、猫に関する苦情が多く寄せられています。このほとんどの苦情原因は飼主のモラルに関するものです。
住み良い町にするために、飼主の方は愛情と責任をもって終生飼いましょう。　 保健福祉課2階22番　 6308-9973 7



予約要

相談無料

①10・11月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
②11・12月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
①5月11日・25日（月）　②6月8日（月） 13:30～15:30
20名（5月25日は40名）、各回先着順

※HPはこちら

①は4月１日（水）から、
②5月1日（金）から電話・窓口にて受付。
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

〈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

4/6・5/18（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

4/17（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 ※4/28は先着8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

4/8（水）・14（火）・
15（水）・28（火）
5/12（火）
※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　 6309-00084/8・5/13（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

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
場所 中央区役所・阿倍野区役所（各先着16名）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 4/23（木）・24（金） 9:30～12:00
※予約専用 6208-8805
場所 北区民センター（先着32名）
実施時間 18:30～21:00
受付方法 受付開始時（18:00予定）に順番を抽選、
抽選後空きがある場合は先着順（20:00まで）

4/26（日）

大阪市総合コールセンター（なにわコール）
4301-7285　 6373-3302

日曜法律相談

5/28（木）ナイター法律相談

　案内文書は対象者の方に3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12月１日～31日生まれの方
平成３０年9月1日～30日生まれの方
平成2９年1月1日～31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
4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

受付日時

区役所2階 予約不要結核健診
4月1６日（木）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

※
乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診

4月３０日（木）９：３０～１０：３０受付
5月２２日（金）９：３０～１０：３０受付

胃がん・大腸がん・肺がん検診
5月6日（水・休）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

5月6日（水・休）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

区役所2階特定健診 予約不要

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

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

今年度から予約が必要になりました！

※4月の開催はありません。

3月の乳幼児健診中止に伴い、混雑が予想されますので、ご了承願います。
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淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

淀川区
子育て情報誌
「ゆめキッズ」
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