
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、６月
分（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

児童手当の現況届の提出を
お願いします

就職の面接で、本人や家族の出身地
や職業、思想・信条などについて質問
することは、本人に責任のない事項や、
本来自由であるべき事項で応募者を判
断することになり、就職差別につながる
おそれがあります。
大阪府では、6月を「就職差別撤廃月

間」と定め、啓発活動に取り組んでいま
す。就職の機会均等を保障することの
大切さについて、ご理解をお願いします。

【就職差別110番】
就職差別撤廃月間中、採用面接
時等の差別について、電話・メール
による相談を受け付けています。

大阪府商工労働部雇用推進室
6210-9518　

10:00～ 18:00（土日祝除く）
rodokankyo-g03@gbox.

　pref.osaka.lg.jp

「しない  させない  就職差別」
6月は就職差別撤廃月間です

前年中所得が一定基準以下の世帯
や、災害や退職、廃業等によって所得
が減少した場合は、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。

窓口サービス課（保険年金）
4階43番　 6308-9956

国民健康保険料の納付に
お困りの方へ

●生ごみを荒らされないために
前日からのごみ出しは、カラスの恰
好の朝食となります。また、カラスか
ら生ごみが見えないように水分を切っ
て新聞紙などで包むのも効果的です。
防鳥ネットの貸出も行っていますので、
東北環境事業センター（ 6323-3511
へお問合せください。
※貸出には条件があります。
●巣がある木には近づかない
親鳥がヒナを守るため、巣に近づく

人に威嚇することがあります。あまり
にひどいときは、帽子をかぶるか、傘
をさすなどの対策をしてください。

保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9973

カラスの被害を
受けないために

●国民健康保険料の決定通知書を送付します
今年４月から来年３月までの決定通知書を、

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。
●保険料の改定
被保険者間の負担の公平性を期すため、府

世じ同、得所じ同「、でいま住おに村町市の内
帯構成」であれば、「同じ保険料額」となるよう
に調整しています。令和6年度には統一され、
「府内統一保険料率」となります。
令和元年度には、保険料が突然上がらない

よう激変緩和措置を取り、保険料の負担額を
抑制しましたが、令和6年度の統一保険料率
に向けて、段階的に激変緩和措置を解消して
いくことにしています。

窓口サービス課（保険年金）4階43番　 6308-9956

令和３年度 国民健康保険料のお知らせ

→

→

かっ

こう

1階住民登録窓口と4階保険窓口で
は、受付までの待ち人数をスマートフォ
ンやパソコンから確認できます。事前に
混雑状況を確認のうえ、ご来所くださ
い。メンテナンス等により表示されない
場合がありますのでご了承ください。

窓口サービス課
（住民登録）1階10･13･14番　
6308-9963

（保険年金）4階43番　　
6308-9956

（保険管理）4階44番　　
6308-9946

窓口の混雑状況を
インターネットで確認できます

一部窓口発券機も新しくなりました！

待ち人数はこちら▶▶

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

い　かく

6月号 No.086

　　　　　　　　　　　　6月の日曜開庁　6月27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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→ →

→ →

事業所および企業を対象に、全国一
斉に実施しています。期限までの回答
をお願いします。

「令和３年経済センサス
活動調査」のインターネット
回答期限は６月８日までです

日常生活で生じるさまざまな人権に
ついての悩みごと・相談ごとを、お気
軽にご相談ください。淀川区にお住ま
いの方もご利用いただけます。直接会
場までお越しください。

６月18日（金）13:30～ 16:00
港区役所、東淀川区役所、
旭区役所、阿倍野区役所

人権擁護委員による
特設人権相談所を
開設します

7月1日（木）～14日（水）
区役所1階 正面玄関付近

郵送：大阪市営住宅募集センター
窓口：住情報プラザ　

北区天神橋6-4-20
住まい情報センター４階

梅田住宅管理センター
北区梅田１-２-２ 
大阪駅前第2ビル7階
区役所では、申込みの受付は
行っておりません。詳しくは担
当までお問合せください。
大阪市営住宅募集センター
北区天神橋6-4-20
6882-7024

市営住宅「申込みのしおり」
を配布します

食生活を中心とした健康づくりを学
べる講座です。
食生活の振り返りは、講座を一緒に
学んだ仲間となら、案外実践しやすい
ものです。男性も大歓迎です。

①7月9日 ②8月6日 ③8月20日 
④8月27日 ⑤9月10日 ⑥9月17日
⑦9月24日 ⑧10月1日 ⑨10月8日 
全9回いずれも（金
9:30～ 12:00
生活習慣病を予防する食事、家
庭でできる運動、栄養バランス
のとれた献立づくり他
区役所２階 集団検診室
区内在住で６回以上出席できる方
15名（先着順）
6月7日（月）9:00から電話にて
保健福祉課（健康づくり）
２階22番　 6308-9882

連続講座
「健康講座 保健栄養コース」
受講者募集

配布期間

●市民税・府民税納税通知書をお送り
します
令和３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。新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため
申告期限が延長されましたが、3月16
日（火）以降に所得税または個人市・府
民税の申告をされた場合は、納税通知
書の送付や課税（所得）証明書の発行
が遅れる場合があります。
市税の納付には安全・確実・便利な
口座振替・自動払込（Webで申込み可
能）をぜひご利用ください。
また、スマートフォン決済、クレジッ

トカードによる納付も可能です。
詳しくはホームページをご確認くだ

さい。

梅田市税事務所市民税等グループ
4797-2953

市税事務所からのお知らせ

無料予約不要

配布場所

無料

大阪市　市税　納付

地震と違い、大雨や台風は前もって
備えておくことができます。今のうち
に確認しておきましょう！

排水溝・雨どいの掃除
ベランダの物干し竿や植木・プラン
ターの固定、移動
外飼いのペットの屋内避難

警戒レベルも確認しておきましょう！
警戒レベル３　高齢者等は避難
警戒レベル４　全員避難

浸水するおそれがあるときには、区
内の一部の公園に設置している土のう
ステーションを活用してください。

市民協働課（防災）　
4階41番　 6308-9734

大雨・台風シーズンの
到来です！

警戒レベルによる避難情報▶▶

現在、小・中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。ぜひお越しください！

6月1日（火）～ 29日（火）
区役所の開庁時間
区役所４階
貸出はできません。
教育委員会事務局指導部
6208-9186

市民協働課(教育支援)
４階41番　 6308-9414

教科書（見本）を展示します
～教科書センター実施中！～

◀◀水害ハザードマップ

土のう
ステーション▶▶

回答は、インターネットによる方法
のほか、紙の調査票を調査員に渡す方
法等があります。
インターネット回答なら、入力・中
断・保存・送信が24時間いつでも可
能です。安全で便利なインターネット
回答をぜひご利用ください。

総務課（統計）
5階51番　 6308-9402

日 程

大阪第一人権擁護委員協議会
6942-1489
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よどマガ！に広告を掲載しませんか？
発行部数122,000部！区民の皆さんに親しまれている「よどマガ！」に広告を掲載しませんか？区民や区内の事業所に広くアピールできるチャンスです！
お問合せは広告代理店の株式会社ホープまで。　 株式会社ホープ　 092-716-1401



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

淀川図書館

→

→

→

→

予約要

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〒532-0005　三国本町2-14-3
6394-2900

淀川区社会福祉協議会
幼児期図書ボランティア募集
淀川図書館を拠点として、区内の保

育所・幼稚園等で活動中のボランティ
アグループに参加し、絵本の読み聞か
せ等をしていただける方を募集します。
原則として、以下の講座を全回ご受講
ください（全4回）。

楽しく！学んで！伝えよう！
スマホ教室
アプリやインターネットについて学ん
だことを人に教えてみませんか？

①6月21日 ②6月28日 
③7月5日   ④7月12日 
⑤7月19日 ⑥7月26日 
⑦8月2日いずれも（月） 全7回
13:30～ 15:30
区内在住60歳以上の方
20名（申込多数抽選）
900円
6月8日（火）10:00～
15日（火）17:00本人の電話にて

図書展示「こどものほんだな」展
大阪市立図書館では、おすすめの子

どもの本のリスト「こどものほんだな」
を毎年発行しています。
2021年4月に発行した最新版「こど

ものほんだな2021」で紹介している本
を展示・貸出します。

～7月14日（水）

いきいき健康セミナー

6月15日（火）14:00～ 15:00
猛暑に打ち勝つ食生活の知識
～夏バテ！熱中症にならないために～
管理栄養士 中林 祐希 さん
新型コロナウイルス感染症の影
響により中止となる場合があり
ます。申込方法等詳
しくはホームページを
ご確認ください。

中央図書館自動車文庫  6539-3305

移動図書館
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

〒532-0034　野中北2-12-27
6150-8000

十三市民病院

よっしゃー！やるっち
夏休み写真コンテスト
夏休みをテーマにした楽しく元気に

なる写真を募集します。
6月7日（月）～7月10日（土）

善意銀行だより
　３月１日から３月３１日の間、善意銀行に
24,000円の現金預託と缶詰、食料品、レ
トルト食品、タオル、絵画等の物品預託が
ありました。ご協力ありがとうございました。

淀川区女性会、山本賢、大阪よど
がわ市民生活協同組合、神津ネット
ワーク委員会、花尻健、匿名（２件）
（敬称略）

イベント参加時はマスク着用や
手指消毒等にご協力ください。

テーマ

日 程

救急の知識を身につけよう！
消防局では、区民や事業所、各種団

体の方を対象に、心肺蘇生法やＡＥＤ
の使い方を習得できる講習会を開催し
ています。講習を受講して正しい知識
と技術を習得し、大切な人や家族を守
りましょう！
●普通救命講習Ⅰ
①８月８日（日）9:30～ 12:30
②11月23日（火・祝）13:30～ 16:30
③１月８日（土）18:00～ 21:00
④２月20日（日）9:30～ 12:30
講習の種類等、詳しくは
消防署ホームページをご確
認ください。

〒532-0012　木川東4-10-12
6308-0119

淀川消防署

停車場所 日時

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10） 

6/22（火）
14：00～15：20

淀川区役所西側
（十三東２-３）

6/11（金）
14：00～14：45
6/15（火）
14：15～15：15

三国小学校南門
（三国本町３-９）

6/1（火）・7/6（火）
11：25～12：10

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

三津屋公園
（三津屋南2-20） 

6/18（金）
10：20～11：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

6/4（金）・7/2（金）
14:10～14:4０

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

6/9（水）
14：00～15：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

6/5（土）・7/3（土）
10：20～11：50

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

6/23（水）
13：25～15：00

6/3（木）・7/1（木）
14：0０～15：0０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

コロナに負けない身体づくり

日頃から健康的な体づくりをめざし
体質改善するための講座です。

6月24日（木）10:00～ 11:00
区内在住60歳以上の方で
センター利用証をお持ちの方
14名（先着順）
6月9日(水)10:00～
18日（金）17:00本人の電話にて

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

無料

無料

開催期間

なかばやし　ゆう　き

①8月10日（火） ②8月17日（火
③8月24日（火） ④9月8日(水）
①～③10:00～ 12:00（ボラン
ティア活動、絵本の講座）
④14:00～（交流会）
①～③中央図書館5階大会議室
④淀川図書館
5名程度（先着順）
6月８日（火）～8月1日（日）
本人の電話または来館にて

日 程

時間・内容

最優秀賞1点 QUOカード5千
円分、優秀賞1点 3千円分、よっ
しゃー！やるっち賞3点 千円分
区内在住・在勤・在学の方
1作品5MB以内のJPEGデータ
1人1作品まで。著作権や商標
権、肖像権を侵害しない未発表
の作品に限ります。
撮影日は問いません。
メールタイトルを「よっしゃー！や
るっち夏休み写真コンテスト応
募」とし、①タイトル ②コメント 
③氏名 ④住所 ⑤電話番号 ⑥掲
載可能なお名前（愛称）を明記の
上、作品データを添付して応募
専用アドレスまでメールにて
yodogawa.co@gmail.com

賞 品

資 格
データ形式

応募方法

6月号 No.086

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

1月出産予定の妊婦さん
8月2日（月）13:30～15:30
20名（先着順）
7月１日（木）9:00から電話・窓口にて

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

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。

案内文書は対象者の方に５月末頃送付しています（対象者の
範囲を当初の予定から変更しています）。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

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

令和３年２月１日～２８日生まれの方
令和元年１１月1日～3０日生まれの方
平成29年１２月１日～３１日生まれの方

健診

予約不要BCGワクチン接種
６月１７日（木）14:00～15:00
標準的な接種期間（生後５か月～８か月）

※接種期間等の取扱いを変更しています。詳しくはこちら▶▶
母子健康手帳・予防接種手帳

受付日時

予約不要結核健診
６月１６日（水）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

６月１３日（日）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

特定健診 予約不要

区役所2階
保健福祉課（健康づくり）
2階22番　 6308-9882

※
乳がん検診(マンモグラフィ)・骨粗しょう症検診

６月１３日（日）９：３０～１０：３０受付
7月1日（木）９：３０～１０：５０受付

大腸がん・肺がん検診
７月１６日（金）９：３０～１０：５０受付

各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

※ 等診検んがの区でジーペムーホ（。いさだく認確ごに時約予はくし詳
の年間日程や取扱医療機関が確認できます）

相談日 時間・受付など 問合せ先

コーナー相談相談 ※マスク着用のご協力をお願いいたします。無料

〈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

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

6/7・7/5（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

6/18(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組 ※6/22（火）は先着8組）
相談日前開庁日の12：00から受付
実施時間 13：00～17：00 1組30分

6/2（水）・8（火）・
16（水）・22（火）・
7/7（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。

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 北区役所、住吉区役所（各区先着16組）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 6月24日（木）、25日（金）9:30～12:00
※予約専用 6208-8805

6/27（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

ナイター法律相談

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

十三公園事務所　 6309-00086/9・7/14（水） 14:00～15:30 

6月はお休みです。
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