
４月から小・中学校の就学手続
の窓口が次のとおり変わります。
市民協働課（教育支援）４階４１番

↓
窓口サービス課（住民登録）
１階１２番　a6308-9963
9総務課 ５階５１番　

a6308-９６２５

保険料の納付方法によって届く時期
が異なりますので、ご注意ください。
3市内在住の65歳以上の方

（介護保険の第１号被保険者の方）
●口座振替または納付書で納付（普通
徴収）の方 ➡４月中旬に送付

●年金から納付（特別徴収）の方
➡７月中旬に送付

9保健福祉課（介護保険）
３階３１番　a６３０８-９８５９

介護保険料決定通知書を
送付します

４、５月に開催される第１回目の会議
では、１年間の取組みを盛り込んだ「運
営に関する計画」（案）について話し合い
ます。学校協議会は傍聴できますが、
新型コロナウイルス感染症の拡大状況
により非対面での開催となる場合があり
ます。日程、開催方法など詳細は各学
校園のホームページをご確認ください。
9市民協働課（教育支援）

4階41番　a6308-9415

第１回学校協議会が開催されます

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、総合相談
窓口を設置しています。犯罪被害を受
けた方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。ぜひご相談ください。

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

いよいよ新年度、新学期がスタート
します。女性や子どもに対する公然わ
いせつ、つきまとい、声かけなどが発
生しています。不審者に注意しましょう。

～重点的に取り組みます～
①子どもと女性の犯罪被害防止
②特殊詐欺の被害防止
③自動車関連犯罪の被害防止
9市民協働課（防犯）

4階41番　
a6308-9734
淀川警察署　
a6305-1234

4月18日（月）～27日（水）は
春の地域安全運動期間です

→

→

淀川警察署
ホームページ

●特別児童扶養手当・特別障がい者手当等

●児童扶養手当

令和４年４月分から各種手当月額が次のとおり改定されます。

※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。

9保健福祉課（保健福祉）3階32番　a6308-9857

9保健福祉課（子育て支援）2階23番　a6308-9423

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

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
52,400円
改定後

34,900円
27,300円
14,850円
14,850円

52,500円
34,970円
27,350円
14,880円
14,880円

➡
➡
➡
➡
➡

43,070円
43,060円～10,160円
10,170円
10,160円～  5,090円
  6,100円
  6,090円～  3,050円

#9:00～17:30
（土日祝・年末年始を除く）

2市役所4階
9市民局人権企画課　

a6208-7489　
b6202-7073

鉄道警察隊では、２４時間相談を受
け付けています！ちかん等の被害にあ
われた方や目撃された方は 、一人で悩
まず相談してください！
9大阪府警察鉄道警察隊　

a6885-1234

4月18日（月）～27日（水）は
春の列車内ちかん追放
キャンペーン期間です

市に寄せられる犬や猫に関する苦情
のうち、ほとんどは飼い主のモラルに関
するものです。住み良いまちにするには、
飼い主一人ひとりの行動が大切です。
犬・猫を飼う際の基本ルール
•犬の登録、狂犬病予防注射を
必ず受ける

•糞・尿の後始末は飼い主が責任を
もって必ず行う
•無責任な放し飼いは絶対にやめる
•不幸な命を増やさないために
不妊・去勢手術を必ず受けさせる

•飼い猫は室内で飼う
•愛情と責任をもって最後まで
面倒を見る

9保健福祉課（健康づくり）　
2階22番　a6308-9973

４月は｢犬・猫を正しく飼う運動｣
強調月間です

就学手続の受付窓口が
変わります！

4月号 No.096

携帯型の緊急通報システムが利用できるようになります
６５歳以上のひとり暮らしの方や、身体に重度の障がいがある方等が対象の緊急通報システム事業で、令和４年度から新たに携帯型の機器が利用できるようになります。
現在、固定型機器をご利用で携帯型機器に変更する場合は手続きが必要です。　9保健福祉課（保健福祉）3階32番　a6308-9857 5



無料

大阪弁護士会所属の弁護士による専
門相談です。養育費の取り決めについ
てのご相談や、離婚に際して一度弁護
士に話を聞いてみたい、といった場合
に利用できます。秘密は厳守します。
14月27日（水）14:00～17:00

1人（組）45分
3未成年の子どもがいる父母
44人（組）（先着順）
74月20日（水）9:00から電話にて

Y保健福祉課（子育て支援）
2階23番　a6308-9423

弁護士による
「離婚・養育費」無料相談を
ぜひご利用ください！

経験不問、歌のお好きな方みんな
で楽しく歌いましょう！仕上げは、年
末第九コンサートの晴れ舞台です。
14月～令和5年3月

（月3回・水曜日）
18:30～21:00

5月2,100円
470名（先着順）
3どなたでも
74月5日（火）から来館にて

予約・問合せ

詳しくはホームページにて▶▶

クッキーにアイシングで可愛くデコ
レーションしませんか？春にちなんだ
絵柄のクッキーを仕上げます。
14月17日(日）

①10:30～12:00
②13:30～15:00

DTINT･tomoさん
（アイシングクッキー講師）

51,200円
（材料費／お持ち帰り箱あり)

4各10名（先着順）
3市内在住の小学生以上

（未就学児は親子で参加して
ください）

6タオル
74月5日(火）10:00から来館にて

帰宅前に、心と身体のリフレッ
シュ！緊張した身体をリラックスさせ、
ストレスを発散してお帰りください。
14月5日～26日の毎週火曜

（全4回）（毎月開催）
19:00～20:30

5月4,000円
450名（先着順）
3どなたでも
6ヨガマットまたはバスタオル
74月5日（火）から来館にて

日本が誇る伝統文化の「着物」。節
目の時には着てみませんか？わかり
やすく、丁寧に教えます。
14月～8月の第2・4水曜
　　　10:00～12:00（10回コース)
5月1,600円
410名（先着順）
3どなたでも
6お手持ちの着物等

（詳しくはお問合せください）
74月5日（火）から来館にて

Rイベント参加時はマスクの着
用等、感染症拡大防止にご協
力ください。

市税事務所からのお知らせ

健康麻雀
「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。上達された方のために中級講
座もご用意しました。
Y4月18日（月）

①10:00～11:40（初級）
②12:00～13:40（初級）
③14:00～15:40（中級）

3区内在住60歳以上の方
4各12名（先着順）
51コース300円

（テキスト代／当日徴収）
74月7日（木）10:00～

14日（木）17:00
本人の電話または来館にて

〒532-0022　野中南2-1-5
a6304-9118　b6304-9190

老人福祉センター

日 程

●固定資産税（土地・家屋）に関する
　縦覧を行います
土地または家屋をお持ちの方は、令

和4年度の価格などを記載した縦覧帳
簿を縦覧できます。
※資産をお持ちの区の縦覧帳簿に限る
6本人確認ができるもの（マイナ

ンバーカード、運転免許証な
ど）または納税通知書

※代理人の場合は委任状が必要です。
A４月１日（金）～５月２日（月）

（土日祝を除く）
#9:00～17:30（金曜～19:00）
2梅田市税事務所　

北区梅田1-2-2-700 
大阪駅前第2ビル7階

R区役所では縦覧できません
9梅田市税事務所

固定資産税グループ
a4797-2957（土地）、2958（家屋)

春だ！淀川区民センターでスキルアップ！

9淀川区民センター　〒532-0022 野中南2-1-5　a6304-9120　b6304-7304

合唱教室アイシングクッキー教室

ヨーガ教室（夜間）

着付け教室

春は始まりの季節！新しいことにチャレンジしてみませんか？淀川区民センターはそんな皆さまをお手伝いします！

※写真はイメージで、
　当日の作品内容は
　変わります

6

4月号 No.096

固定資産税・都市計画税（第1期分）の納期限は5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。　
9梅田市税事務所 固定資産税グループ　a4797-2957（土地）、2958（家屋）



〒532-0025　新北野1-10-14
a6305-2346　b6305-9129

淀川図書館

→

→

※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
a6394-2900

淀川区社会福祉協議会

転倒予防教室
ストレッチや筋トレを行い健康寿命を
延ばしましょう！
14月15日（金）10:00～11:00
3区内在住60歳以上の方
415名（先着順）
74月6日（水）10:00～

13日（水）17:00
本人の電話または来館にて

えほんのじかん♪よちよち♪

絵本の読み聞かせやパネルシアター、
手あそびなどを楽しみましょう！
14月20日（水）11:00～11:30
Y絵本の会淀川
3おおむね4か月から3歳前までの

乳幼児とその保護者
415名（当日先着順）

いきいき健康セミナー
14月19日（火）14:00～15:00
Y高齢者と食事

～食べて元気に過ごしましょう～
D栄養士 宮下 智子 さん
7詳しくはホーム

ページをご確認
ください。

R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。

中央図書館自動車文庫  a6539-3305

移動図書館
4月
巡回日

〒532-0034　野中北2-12-27
a6150-8000

十三市民病院

ボラセン写真コンテスト
今年の干支でもある「虎」をテーマに

した楽しく元気になる写真を募集します。
Y４月５日（火）～5月8日（日）
Y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 1千円分

Y区内在住・在勤・在学の方
Yスマートフォンやデジタルカメ

ラ等で撮影したデジタル作品・
1作品5MB以内のJPEGデータ

R1人1作品まで応募可。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。

Hメールのタイトルを『ボラセン写
真コンテスト「虎」応募』とし、
①作品のタイトル ②コメント 
③氏名 ④住所（区外在住の場合
は在勤か在学を記入） 
⑤電話番号 ⑥掲載可能な名前
（愛称）を記入の上、作品デー
タを添付して応募専用アドレス
までメールにてご応募ください。

善意銀行だより
1月1日から1月31日の間、善意銀行
に110,310円の現金預託と、食料品
（お米、乾麺、レトルト食品、缶詰、調
味料）、お菓子（おかき等）、インスタ
ントコーヒー、肌着（トレーニングパン
ツ、マタニティパンツ）、衛生用品（手
作りマスク）、自走用車いすなどの物品
預託がありました。ご協力ありがとう
ございました。

大阪市環境局 東北環境事業セン
ター、合同会社コージープレイス、
大阪北ライオンズクラブ、NPO
法人 ここから100、今西令子、
細見久味子、木村正夫、花尻健、
匿名（１件）（敬称略）

出 演
応募期間

テーマ

みや した　とも　こ

令和３年中の大阪市内での
火災概況を取りまとめました
※数値はすべて令和4年１月７日時点の速報値
•火災件数
596件（前年比‒108件）
うち、建物火災は468件（前年比‒75件)
•死傷者数
死者（放火自殺者を除く）は39人
（前年比＋8人）
負傷者は141人（前年比－８人）

•火災０（ゼロ）の日
84日（前年比＋26日）

•主な火災原因
※調査継続中のものを含む
１位「たばこ」（95件）
２位「放火（疑いを含む）」（93件）
３位「電気配線類」（65件）
たばこによる火災が3年連続で最

も多く発生しています。寝たばこは
絶対にやめましょう！

〒532-0012　木川東4-10-12
a6308-0119

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） 

4/26（火）
14：00～15：20

淀川区役所西側
（十三東２-３）

4/8（金）
14：00～14：45

4/19（火）
14：15～15：15

三国小学校南門
（三国本町３-９）

4/5（火）・5/10（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） 

4/15（金）
10：20～11：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

4/1（金）・5/6（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）

4/13（水）
14：00～15：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

4/2（土）・5/7（土）
10：20～11：50

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

4/27（水）
13：25～15：00

4/7（木）
14：0０～15：0０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

無料

無料

無料

賞 品

資 格
データ形式

応募フォーム▶▶

Y淀川区社会福祉協議会　
a6394-2900
（担当：坂口・谷澤・上村）
7yodogawa.co@gmail.com

応募・問合せ

リズム体操
軽いウォーミングアップから、簡単

なダンス、体操、ストレッチ、楽しい
コミュニティダンスも取り入れながら
体力アップ！
14月28日（木）10:00～11:00
3区内在住60歳以上で、

センター利用証をお持ちの方　
415名（先着順）
74月8日（金）10:00～

22日（金）17:00
本人の来館にて

無料

4月号 No.096

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

311月出産予定の妊婦さん
16月13日（月）13:30～15:30
420名（先着順）
75月2日（月）9:00から電話・窓口にて

2保健福祉センター（区役所2階）
9保健福祉課（健康相談）2階21番　

a6308-9968

※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。

〈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

4/4・5/2（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

４/15（金）

保健福祉課2階23番　a6308-9423

法律相談予約専用　a6308-9430

政策企画課5階51番　a6308-9683

市民協働課4階41番　a6308-9417

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 ※4/26（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

4/6(水)・12（火）・
20（水）・26（火）・
5/10（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　a6309-00084/13（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　a6195-7851　
b6195-7852　　 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 都島区役所、阿倍野区役所（各区先着16組）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 ４/21（木）、４/22（金）9:30～12:00
※予約専用a6208-8805

４/24（日） 大阪市総合コールセンター（なにわコール）
a4301-7285　b6373-3302

日曜法律相談

※4月はお休みです。ナイター法律相談

全日本不動産協会 大阪府本部（北支部）
a6373-1511

大阪府行政書士会（淀川支部）　a7739-8000

大阪市人権啓発･相談センター予約専用　a6532-7830　
b6531-0666　　 7830@osaka-jinken.net

感染対策のため、定員を縮小して実施しています。予約可
能な日程等、詳しくは電話でお問合せください（ホーム
ページで区の年間日程や取扱医療機関が確認できます）。
!乳がん検診(マンモグラフィ)・骨粗しょう症検診

５月２０日（金）９：３０～１０：３０受付
!大腸がん・肺がん検診

６月３日（金）９：３０～１０：３０受付

各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

※マスク着用のご協力をお願いします。無料

案内文書は対象者の方に３月末頃送付しています。
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12月１日～31日生まれの方

令和2年9月1日～30日生まれの方

平成30年10月１日～３1日生まれの方

健診 予約不要BCGワクチン接種
Y４月２１日（木）14：00～1４：３０
※4月から受付時間を変更しています。
3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。
6母子健康手帳・予防接種手帳

受付日時

予約不要結核健診
Y4月20日（水）10：00～11：00　
315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

2区役所2階
9保健福祉課（健康づくり）

2階22番　a6308-9882

委託医療機関でも受けられるようになりました。
引き続き、各区保健福祉センターでの集団接種も実施しています。

詳しくは
こちら　▶▶
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4月号 No.096

　　　　　　　　　　　　4月の日曜開庁　4月24日（日） 9:00～17:30
窓口サービス課　a6308-9963／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

a6308-9956／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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