
個人市・府民税に関する
申告の調査を実施します

後期高齢者医療制度の
新しい被保険者証と保険料
決定通知書を送付します

昨年度にお勤め先からの給与支払報
告書や所得税の確定申告書が提出され
ている方で、今年度の申告等がない方
などを対象に、個人市･府民税の申告
書を8月中旬頃にお送りする予定です。
申告が必要な場合は、指定の期日まで
にご提出ください。また、申告内容、
収入・資産状況および事務所等の開設
状況などについて、市税事務所から電
話や文書または訪問（徴税吏員証を携
帯）による調査を実施しますので、ご協
力をお願いします。

梅田市税事務所
市民税等グループ
4797-2953

　大阪市国民健康保険に加入の70歳
から74歳の方に７月下旬までに新しい
高齢受給者証を送付します。
　現在のものは8月1日から使えなくな
ります。７月中に届かない場合は、担
当までお問合せください。
　平成30年からの都道府県単位化に
伴い、高齢受給者証の名称が「大阪府
国民健康保険高齢受給者証」となって
います。

窓口サービス課（保険年金）
４階43番　 6308-9956

７５歳（一定の障がいがあると認定さ
れた方は６５歳）以上の方に、令和２年
度の被保険者証（薄緑色）を７月上旬に
送付します。現在の橙色のものは８月１
日から使えなくなりますのでご注意くだ
さい。なお、新しい被保険者証を送付
しますが、不在時は郵便局に留め置か
れ、その旨のお知らせが投函されます。
７月中に届かない場合や郵便局の保管
期限を過ぎた場合は、担当までお問合
せください。
また、後期高齢者医療制度の保険料
決定通知書を７月中旬に送付します。
保険料を年金からお支払いいただいて
いる方は、口座振替による納付方法が
選択できますので、お問合せください。

窓口サービス課（保険年金）
４階43番　 6308-9956

「社会を明るくする運動」は今年で70
回目を迎え、犯罪や非行の防止と、犯
罪や非行をした人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場において
力を合わせ、犯罪や非行のない安全で
安心な明るい地域社会を築こうとする
全国的な運動です。安心・安全な地域
社会づくりのために皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。

社明運動実施委員会事務局
市民協働課　４階41番
6308-9734

細菌性食中毒に限っては、過去10
年間で約80％が7月～9月に集中して
いることから、この間における食品衛
生の確保及び意識の向上が重要です。

テイクアウトやデリバリーにて購入
したものは、できるだけ早く食べま
しょう。
調理前や生の肉・魚・卵を扱った後
は、その都度、手や調理器具を洗浄、
消毒しましょう。
調理は手早く、加熱は十分にしま
しょう。
残った食品等は冷蔵庫（10℃以下）・
冷凍庫（ 15℃以下）に詰めすぎず、
すばやく冷却しましょう。

保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9973

みんなで防ごう食中毒！

要介護（支援）認定を受けている全て
の被保険者の方に利用者負担割合を示
した「負担割合証」を7月中旬に送付し
ます。自己負担割合は、本人の所得金
額等に応じて1割から3割です。介護
サービスをご利用いただく場合は、被
保険者証とともに負担割合証を事業者
に提示してください。
【有効期間】
令和2年8月1日から令和3年7月31日

保健福祉課（介護保険）
3階31番　 6308-9859

現在お持ちのものは8月から使用でき
なくなります。7月末までに届かない場
合は、問合せ先までお知らせください。

老人医療証をお持ちの方
（旧）　　　→（新）
保健福祉課（医療助成）
３階３２番　 ６３０８-９８５７

６５才以上の方（介護保険の第１号被
保険者）で年金からのお支払により保
険料を納めていただいている方に、介
護保険料決定通知書を７月中旬に送付
します。
また、４月に決定通知書をお送りした
方で、保険料段階の変更や納付方法
が年金からのお支払に変更となる方に
も送付します。

保健福祉課（介護保険）
3階31番 6308-9859

介護保険料の決定通知書を
送付します

国民健康保険高齢受給者証を
更新します

介護保険利用者の
負担割合証を送付します

老人医療証（一部負担金
相当額等一部助成）を
更新します

大阪市　市税　コロナ

水色 黄色

「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

６３０８-９９５７
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市税に関する新型コロナウイルス感染症関連情報
市税に関する手続き等につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等をふまえて、さまざまな対応をしています。
詳細については、大阪市ホームページからご確認ください。　 財政局税務部管理課管理グループ　 6208-7741 5



→

→

個人市民税・府民税の申告受付の延
長を行っています。新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大等の状況を踏ま
え、郵送による提出にご協力ください
ますようお願いします。
なお、3月17日（火）以降に個人市民
税・府民税申告書を市税事務所へ提
出された場合や、別途申告期限等の延
長が行われている所得税の確定申告書

個人市・府民税の申告受付を
延長しています

新型コロナウイルス感染症の拡大等
の事情により、納期限までに納付が困
難な場合は、納税を猶予する制度があ
ります。詳しくは、市税事務所の収納対
策担当にお問合せください。
なお、お問い合わせは、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防ぐため、お
電話でお願いします。
お電話が混み合い、繋がりにくいこ

とや対応にお時間を要することがあり
ますが、ご理解をお願いします。
大阪市ホームページも

ご覧ください。

市税の納税や猶予に関すること
梅田市税事務所 収納対策担当
4797-2949

法人市民税や事業所税等の納税
や猶予に関すること
船場法人市税事務所 
収納対策担当
4705-2949

新型コロナウイルス
感染症の拡大等に伴う
「納税のご相談」について

　トライグループの課外授業が月10,000円（税込）で
受講できるヨドジュク、臨時休校期間の学力の取戻し
や、苦手科目の克服を個別指導でがっちりサポート！！
　塾代助成カードの利用なら実質０円！この機会にぜひ
ご入塾をご検討ください。

慣れた自宅で安心の１対１保育です
生後６か月～小学６年生
月～金曜日の8:00～ 18:30
入会金・年会費無料
月会費3,000円
（月1回8:00～17:30までの
保育料含む・各種減免あり）
認定ＮＰＯ法人ノーベル

※新型コロナウイルス感染予防のため、
保育スタッフによる受診代行を一時
休止しております。

保健福祉課
（子育て支援）
6308-9423

淀川区の訪問型病児保育

淀川区パック

●十三中学校　：火曜日・木曜日
●美津島中学校：水曜日・金曜日
●東三国中学校：月曜日・火曜日

英語・数学・国語
※希望の会場・時間帯を選択できますが、空き状況によりご希望
に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※各会場での空き状況等は下記お申込先までお問合せください。

株式会社トライグループ（実施事業者）
０１２０-５５５-２０２

※通塾の際に特別な配慮が必要な方は
　申込時にお申し出ください。

実施会場・曜日等

市民協働課（教育支援）4階41番　 6308-9414

HPはコチラから▶

中学生の皆さんへ
受講生大募集！！

定期テストや受験
対策に

1コマ目 19：00～20：10
2コマ目 20：15～21：25

区内中学生
必見！

映像授業配信で自
宅学習にも対応

利用料

科 目

実施事業者

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。
→まずは電話にてお問合せください。

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

固定資産税・都市計画税（第２期分
の納期限は、７月31日（金）です。
市税へのご理解と納期内の納付を

お願いいたします。
梅田市税事務所
固定資産税グループ
4797-2957（土地）
4797-2958（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
4705-2941

市税の納期限のお知らせ

教育プランナートライさん

を税務署へ提出された場合は、個人市
民税・府民税の課税が、第２期（８月末
納期限）以降となることがありますので
ご了承ください。

梅田市税事務所
市民税等グループ
4797-2953

6
「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
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〒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

「認知症カフェ・パンジー」
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、ゆったり過ごせる交
流の場所をみんなで作りませんか。

7月31日（金）13:30～15:00
淀川区社会福祉協議会3階会議室
区内在住または在勤の方
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
15名（先着順）
7月8日（水）より電話にて
淀川区オレンジチーム
6392-3770（日曜・祝日を

除く9:00～17:00）
※新型コロナウイルスの影響で中止と
なる場合もあります。

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）

7/21（火）
14：15～15：15

淀川区役所西側
（十三東２-３）

7/10（金）
14：00～14：45

7/28（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） 

7/4（土）・8/1（土）
10：20～11：50

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

7/17（金）
10：20～11：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

7/7（火）・8/4（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）

7/8（水）
14：00～15：00

西中島小学校南門
（西中島7-14）

7/8（水）・8/5（水）
14：3０～15：3０

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

7/22（水）
13：25～15：00

7/3（金）・8/7（金）
14：10～14：40

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

7月
巡回日

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

老人福祉センター

図書展示「こどものほんだな」展
　大阪市立図書館では、おすすめの児
童図書のリスト「こどものほんだな」を
毎年発行しています。今年の4月に発
行した最新版「こどものほんだな
2020」を中心に、紹介している本を展
示・貸出します。

7月17日(金) ～ 9月16日（水）
※冊子「こどものほんだな」は大阪市立
図書館全館で無料配布しています。

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

一般診療の一時休止について
　市長の指示により、新型コロナウイ
ルス中等症患者を専門的に受入れるこ

一時的な資金の緊急貸付

健康麻雀
皆さまの要望により、再び開催決定！
「賭けない・飲まない・吸わない」を合
言葉に頭脳ゲームとして麻雀を楽しみます。

７月２０日（月）①１０:００～１２:００
②１３:３０～１５:３０
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
それぞれ16名(先着順）
３００円(テキスト代・当日徴収)
7月8日(水)10:00 ～16日（木)
17:00
本人の電話または来館にて受付

善意銀行だより
　4月1日から4月30日の間、善意銀
行にアルコール手指消毒薬（ボトルタイ
プ）とガーゼの物品預託がありました。
ご協力ありがとうございました。

エヌ・アール機器株式会社、
匿名（1件）（敬称略）

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
原則郵送で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

開催期間
貸付上限額

貸付上限額

償還期限

　７月26日（日）は開庁日につき、住民
情報担当の業務を行っていますが、国
のシステム休止のため、マイナンバー
カードの交付や電子証明書の更新及び
特例転入届等の受付ができません。
７月にマイナンバーカードの受け取

７月26日（日）はマイナンバーカードの交付、
特例転入等の手続きができません

りや電子証明書の更新、特例転入届
等の際は、平日（月曜日～木曜日は
9:00～17:00、金曜日は9:00～18:30
にご来庁ください。

窓口サービス課（住民登録）
１階１３番　 6308-9963

ととなり、市民病院の責務として、感
染の収束に向け、病院スタッフ一丸と
なって、尽力しております。
　新型コロナウイルス感染者の発生数
も大幅に減少したことから、当院への
入院患者数も減少しています。現在は
第２波に対する備えを進めつつ、一般
診療の再開にむけた検討を始めており
ます。今しばらくご不便・ご迷惑をお掛
けいたしますが、何卒、ご理解ご協力
をいただきたく、お願い申し上げます。
※当院では、新型コロナ感染症の帰国者・
接触者外来は開設しておりません。

7月号 No.075

　　　　　　　　　　　　7月の日曜開庁　7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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予約要

相談無料

2月出産予定の妊婦さんとパートナーの方
9月14日（月）13:30～15:30
20人（先着順）
8月3日（月）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〉 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

7/6・8/3（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

7/17（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）

十三公園事務所　 6309-00087月･8月は中止します。

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

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6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2年3月１日～31日生まれの方
平成30年9月･10月生まれの方から
個別にご案内します。
当面の間中止します。

※ 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
7月16日（木）14:00～15:00
標準的な接種期間（生後５か月～８か月）

※現在、定期接種期間の取扱いを変更しています。
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
7月27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

8月17日（月）９：３０～１０：３０受付
胃がん・大腸がん・肺がん検診

7月25日（土）、8月10月（月・祝）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）、８月１０日（月・祝）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

大阪府宅地建物取引業協会（新大阪支部）
6303-0676

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

※マスク着用のご協力をお願いいたします。

法律相談予約専用　 6308-9430

電話予約制（先着16名 ※7/28（火）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

7/1（水）・14（火）・
15（水）・28（火）・
8/5（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。

法律相談

場所 浪速区役所（先着16組）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 ７/21（火）、22（水）9:30～12:00
※予約専用 6208-8805
場所 北区民センター（先着32組）
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）

7/26（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

７/29（水）ナイター法律相談

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。
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