
大阪市では、犯罪被害者やその家族・
遺族が被害から回復し、社会の中で再
び平穏な生活ができるようになってい

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

現在、児童手当を受給している方に
「現況届」をお送りしますので、６月中に
担当までご提出ください。
現況届を提出されない場合は、令和

２年６月分（令和２年１０月支払い分）以
降の手当の支給が停止されます。また、
そのまま２年が経過すると、時効となり
受給権がなくなりますので、ご注意く
ださい。

保健福祉課（保健福祉）
3階32番 6308-9857

児童手当の現況届の
提出について

医療の高度化や高齢化の進展などに
より、年々、医療費が増加しているため、
その伸びに合わせて改定する必要があ

療医の者入加は険保康健民国（。すまり
等にかかる費用を国等からの公費２分
の１、加入者の保険料２分の１でまかな
うことが原則とされています。）
令和元年度において、府の算定では
大幅な保険料率改定が必要となり、一
般会計からの繰入により激変緩和措置
を講じて負担を抑えているため、府内
の保険料が統一される令和６年度に向
けて、段階的に解消していく必要があ

国民健康保険料の改定

現在、小学校で使われている教科書
と、採択の対象となった教科書を展示
します。今年は中学校教科書の採択年
です。候補の教科書が勢揃いします。
ぜひご覧ください。

6月1日（月）～30日（火）
区役所の開庁時間
区役所１階ロビー
教科書の展示のみで、貸し出し
は行いません。
教育委員会事務局指導部　
6208-8174

市民協働課（教育支援）
４階41番　 6308-9417

教科書（見本）を展示します
～教科書センター実施中～

令和2年度分から、大阪府内統一の
基準・運用に合わせるため、退職、倒産、
廃業、営業不振等にかかる減免の取り
扱いが一部変更となります。詳しくは
お問合せください。
【令和元年度分まで】 
減免事由該当者の前年中所得と今年

中の見込所得をもとに、減免率・減免
額を算出します。
【令和2年度分から】
減免事由該当者を含むその世帯の

国保加入者の前年中所得と今年中の世
帯見込所得をもとに、減免率・減免額
を算出します。

窓口サービス課（保険管理）
４階４4番　 6308-9946

国民健康保険料の減免

※介護分保険料は、被保険者の中に４０歳～６４歳の方（介護保
険第２号被保険者）がいる世帯にのみにかかります。
※算定基礎所得は、前年中総所得金額等－３３万円となります。
※世帯の所得割は、被保険者（介護分保険料の所得割は介護保
険第２号被保険者）ごとに計算した所得割の合計額となります。

国民健康保険料の決定通知書を送付します
令和2年度（令和2年4月から令和3年3月）国民健
康保険料の決定通知書を、お住まいの区役所から
6月中旬に送付します。6月中に届かない場合はご連
絡ください。
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職

や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのに
お困りの方は、保険料の軽減・減免ができる場合が
あります。詳しくは担当までお問合せください。
令和2年度の国民健康保険料は次の表により計算

した金額が年間保険料となります。

窓口サービス課（保険年金）4階43番　 6308-9956

ります。
令和２年度は、府の算定による医療
費等の伸び約３％に激変緩和措置を段
階的に解消するための約１％を加え、
約４％改定します。

窓口サービス課（保険年金）
４階４３番　 6308-9956

展示期間
展示時間
展示場所
ご注意

令和2年度の国民健康保険料について

めたの援支等者害被罪犯「、めたくだた
の総合相談窓口」を設置しています。
犯罪被害者等からの相談をお受けし
て、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
介などを行っています。
犯罪被害にあわれてお困りの方や、
身近な方が犯罪被害にあわれて支援を
必要とされている場合は、ぜひご相談
ください。

市民局人権企画課（市役所4階
6208-7489
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配布期間 7月1日(水)～14日(火)　配布場所 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。　※募集時期については新型コロナウイルス
感染拡大のため変更等となる場合がございます。　 大阪市住まい公社　 ６８８２‐７０２４

市営住宅「申込みのしおり」配布
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絵本に関するイベントの企画運営に
関心のある方、絵本展「ものがたりの
ちから」の実行委員として、絵本の魅
力や区の自然、歴史を子どもたちに伝
えていきませんか？

18歳以上で区内在住、在勤の方
10名程度　※応募者多数の場
合は、申込書により選考
7月1日（水）～31日（金）

絵本展「ものがたりのちから」の
実行委員を募集します

淀川区　ものがたりのちから

応募資格

申込書（ホームページまたは市
民協働課にて配布）に必要事項
を記入のうえ送付または窓口に
てお申し込みください。

市民協働課（教育支援）
４階４１番　
６３０８-９４１５

受付期間

募集人数

無料

建物の外観の特徴を活かした改修
や、まちなみに配慮した整備等、建物
の「修景」に関することならどんなこと
でもお気軽にご相談ください。

9:00～12:15、13:00～17:30
（土日祝、年末年始除く）
都市整備局まちなみ環境グループ
6208-9631　 6202-7064

建物の修景のご相談を
お受けしています

「野菜を食べよう」大阪市HP→

「野菜ＴＡＢＥ店」
大阪市HP↓

保健福祉課（健康づくり）２階22番　 6308-9882

健康づくりと生活習慣病予防のために、
食生活について振り返ってみませんか？

１人前およそ120ｇの野菜を食べることが
できる飲食店「やさいTABE店」の登録制度が
始まります。

６月１０日（水）～２３日（火）1階区民ギャラリーにて

野菜を食べて元気になろう！
～６月は食育月間・毎月１９日は食育の日～

こんな方は野菜不足の傾向があります！

外食で野菜をたくさん食べるには？

外食が多い
食事を抜きがち
品数が少ない
食事に時間をかけない

市民協働課（まちづくり）４階41番　 6308-9734

６月はプライド月間です！LGBTの人々への理解を深
め、ジェンダーの平等の実現に向けて考える１カ月です。
ここでの「プライド」とは「誇り」。自分のセクシュアリティ
を恥じず、自信を持つことを意味しています。
淀川区HPでは来庁者への接遇をモチーフとした啓発
動画をYouTubeで公開中です。このプライド月間に
ぜひご視聴ください！
そして、居場所づくり・つながりづくりのために始めた

LGBTコミュニティスペースも７年目。日程・場所は特設
ＨＰよりご確認ください。

プライド月間＆
ＬＧＢＴ啓発動画を公開中！

啓発動画はコチラ

特設ＨＰはコチラ

「マイナンバーカード作りたいけど、
作り方が分からない…。」マイナンバー
カードの申請や交付・更新など、分か
らないことがあればお電話ください！
 

月～木・日曜開庁日 
９:００～１７:３０／
金 ９:００～１９:００
（年末年始を除く）

マイナンバーカード専用
ダイヤル始めました

大阪市民の
野菜摂取量は
平均250g！

めざせ350g

野菜を
食べよ

大阪市　市税　納付

令和２年度の個人市・府民税の納税
通知書を６月上旬に送付します。第１期
分の納期限は、６月30日（火）です。
なお、新型コロナウイルス感染症の
拡大等により、個人市民税・府民税の
申告及び所得税の確定申告書の提出に
ついて、4月17日（金）以降も受け付け
ています。3月17日（火）以降に申告書
を提出された場合は、納税通知書の送
付が遅れる場合がございますので、ご

個人市・府民税の
納税通知書を送付します

理解いただきますようお願いします。
ご不明な点がございましたら、令和２年
１月１日現在お住まいの区を担当する市
税事務所へお問合せください。

梅田市税事務所
　　　市民税等グループ

4797-2953
（月～木 9:00～ 17:30 ／
金 9:00～ 19:00））

６３０８-９９５７

6
　　　　　　　　　　　　6月の日曜開庁　6月28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

6月号 No.074



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

淀川図書館

参加費無料

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

〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会

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）

6/16（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

6/12（金）
14：00～14：45

6/23（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） 

6/6（土）・7/4（土）
10：20～11：50

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

6/5（金）・7/3（金）
14：10～14：40

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

6/19（金）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

6/2（火）・7/7（火）
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）

6/10（水）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

6/10（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

6/24（水）
13：25～15：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

6月
巡回日

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

老人福祉センター

幼児期図書ボランティア募集
淀川図書館を拠点としたグループに
参加し、淀川区内の保育所・幼稚園
等で絵本の読み聞かせ等の活動をし
てくださる方を募集します。原則とし
て、以下の講座を全回ご受講ください。
（全5回）

「認知症カフェ」サポーター講座

認知症の方やご家族、地域の方々が
気楽に立ち寄り、ゆったりと過ごせる
交流の場所をみんなで作りませんか。

6月25日（木）13:30～ 15:00
淀川区社会福祉協議会
3階会議室
区内在住、在勤の方
認知症カフェについて
認知症サポーター養成講座
活動者さんのお話
20名(先着順）
6月8日（月）より電話にて。
淀川区オレンジチーム
6391-3770

（日曜を除く9:00～１７:００）

８０２０歯科健診・一般歯科健診

８０２０の条件を満た
す方は、９月２６日の
「みんなの健康展」で

前以（。すまれさ彰表
表彰された方は除き
ます。）

７月２９日（水）13:30～ 15:00
　　　受付は14:30まで

淀川区老人福祉センター
　　　多目的室

８０２０歯科健診…
区内在住８０歳以上で自分の歯
が２０本以上残っている方
一般歯科健診…
区内在住６０歳以上の方
６月16日（火）10:00から７月２２
日(水)17:00までに本人の電話
または来館にて。
淀川区歯科医師会

生活お役立ち講座
「車イスとアイマスク体験」
支える側、支えられる側、お互いの

理解が大切です。この機会に体験して
みませんか。

６月23日（火）１３:３０～１4:３０
淀川区老人福祉センター
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
１５名(先着順）
６月9日（火）10:00～
20日（土）１７:00
本人の電話または来館にて。

善意銀行だより
　3月1日から3月31日の間、善意銀
行に12,608円の預託がありました。
ご協力ありがとうございました。

まごころ（喫茶）（敬称略）

参加費無料

①8月5日（水） ②8月19日（水
③8月26日（水） ④9月3日（木
⑤希望の日時を9月3日に相談
①～③はいずれも10:00～12:00
（ボランティア活動について・絵
本についての講座）、④13:30～
（交流会）、⑤未定（活動見学）
大阪市立中央図書館5階
大会議室 他
5名程度（申込先着順）
7月26日（日）までに本人の電話
または来館にて。
6305-2346

一時的な資金の緊急貸付
新型コロナウイルス感染症の影響に

よる休業や失業で生活資金でお悩みの
方に緊急小口資金等の特例貸付を実施
します。
①緊急小口資金

休業等により収入の減少があ
り、緊急かつ一時的な生計維持
のため貸付を必要とする世帯

20万円以内
※貸付額には条件があります。
2年以内 無利子・保証人不要

②総合支援資金
収入の減少や失業等により日常
生活の維持が困難となっている
世帯
（複数人世帯）月20万円以内
（単身）月15万円以内
原則3か月以内
10年以内 無利子・保証人不要

①②ともに据置期間1年以内
原則郵送のやり取りとなりますので
必ず事前にご連絡ください。

淀川区社会福祉協議会
〒532-0005 三国本町2-14-3
6394-2900

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

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

貸付期間
償還期限

貸付上限額

貸付上限額

償還期限

6月号 No.074

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」 7



予約要

相談無料

1・2月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
①8月3日（月）　②8月24日（月）13:30～15:30
①20人　②40人（先着順）
7月１日（水）から電話・窓口にて受付開始。

※HPはこちら
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（受付は14:00まで） 
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

6/1・7/6（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

6/19（金）

保健福祉課2階23番　 6308-9423

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）

14:00～15:30 十三公園事務所　 6309-00087/8（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

実施時間 13：30～16：15　1人（組）３０分
予約受付 月曜から相談日前日までの9：30～

12：00（予約が埋まり次第、終了）
※予約専用 6208-8805

毎週火・水・木曜日

大阪市総合コールセンター（なにわコール）
（8:00～21:00 年中無休）
4301-7285　 6373-3302

大阪市市民局区政支援室区行政制度担当
（土・日曜日、祝日を除く、9:00～17:30）
6208-7325　 6202-7073

　４月・５月の１歳６か月児健診・３歳児健診が中止となった
ため、対象者の範囲を変更しております。
　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2年2月１日～29日生まれの方

個別にご案内いたします。

※ 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
6月18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
6月29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

※
乳がん検診（マンモグラフィ）・骨粗しょう症検診・歯科健康相談

7月17日（金）９：３０～１０：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診

7月4日（土）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

7月17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

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

各種健診や相談は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、区役所での法律相談は、対面相談を中止し、
代替措置として、電話相談を実施しております。
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