
市立の小学校・中学校に入学すると
きに、それぞれ１回ずつ学校を選択で
きます。制度の内容や学校の方針を十
分ご理解いただいたうえで選択くださ
い。「学校案内」冊子を配付しますので、
詳しくは冊子をご確認ください。
●市立小学校に通学している６年生
→２学期初めに小学校から配付

●小学校１年生になる方・私学等に通う
６年生
→８月下旬に自宅に郵送
学校選択制制度説明会も開催します。

ぜひご参加ください。
学校選択制制度説明会
1９月８日（木）13:30～

９月９日（金）10:30～
2区役所５階 会議室
3保護者の方
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。

9市民協働課（教育支援）
４階41番　a6308-9415

令和５年４月に小学校・中学校に
入学される方へ

2023年4月に「大阪市立小学校」・
「大阪市立中学校」へ入りたいときは、
区役所でてつづきをしてください。
○学校へ入ることができるこども
小学校：2016年4月2日から

2017年4月1日までに
生まれたひと

中学校：2023年3月に小学校を
卒業するひと

○てつづき
①2022年8月12日ごろに区役所が
「入学のご案内」を送ります。
②「入学のご案内」のみぎがわの
「入学申請書」を書いてください。
③2022年9月30日までに区役所へ
持ってきてください。ゆうびんで
送ることもできます。

9窓口サービス課（住民登録）
１階12番　a6308-9992

提出書類 提出期間 提出先受給中の手当
区役所２階２３番

区役所３階３２番

現況届児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童手当

所得状況届

８月1日（月）～３１日（水）

未提出の方は速やかに
ご提出ください。

現況届および
所得状況届

特別障がい者手当
障がい児福祉手当

（経過措置福祉手当含）

８月12日（金）～
９月１2日（月）

9保健福祉課（子育て支援） 2階23番　a6308-9423
保健福祉課（保健福祉） 3階32番　a6308-9857

提出がないと、受給の停止や受給資格がなくなる場合があります。

■児童扶養手当　■児童手当　■特別児童扶養手当
■特別障がい者手当　■障がい児福祉手当
　現況届等の提出をお忘れなく！

各種福祉手当
現況届

８月１２日（金）、１5日（月）、16日（火）9：00～17：30は、
区役所５階502会議室で集中受付を実施します。

現況届

ご注意

外国人のこどもが
日本の学校へ入るには
てつづきがいります

西中島小学校及び木川南小学校の児
童数の減少に伴う、淀川区の学校再編
整備の区役所案についてご説明します。
1$①８月21日（日）10:00～ 

西中島小学校 講堂
②８月28日（日）10:00～
木川南小学校 講堂
③9月4日（日）10:00～
木川小学校 講堂

説明会の状況をインターネットで
ライブ配信します。
9市民協働課（教育支援）

４階４１番
a6308-9414

学校配置の適正化にかかる
説明会を開催します

前年の所得を申告されていない方が
いる世帯へ「国民健康保険料のための
所得申告書」を７月に送付しています。
国民健康保険料の軽減・減免は、

世帯全員の所得が判明している必要が
あります。所得の不明な方がいる場合
は、軽減・減免を受けられませんので、
税の申告が不要な場合であっても、国
民健康保険にかかる所得の申告を行う
必要があります。
7月29日時点で未提出の世帯には、

８月から「大阪市国民健康保険料コール

「国民健康保険料のための
所得申告書」の提出を
お願いします

家庭で心がけ、子どもたちに伝えま
しょう。
５つの約束まもろうね

①一人で遊びません
②知らない人について行きません
③つれて行かれそうになったら大
声を出してたすけをもとめ「こど
も１１０番の家」へにげこみます

④だれとどこで遊ぶか、いつ帰るか
を家の人に言ってから出かけます
⑤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

※子どもたちがトラブルに巻き込まれ
そうになったときに駆け込めるよう、
地域の協力家庭や店舗・事業所が「こ
ども110番の家」の旗などを掲げ、
子どもたちを犯
罪から守ってい
ます。協力いた
だける家庭等を
募集しています。
9市民協働課（防犯）

４階41番　a6308-9409→

→

８月は「こども１１０番」月間です

がい　 こく   じん

  に　 ほん　　　　  がっ　 こう　　　  はい

センター」から電話で申告書の提出を
呼びかけますので、必ず提出をお願い
します。
9窓口サービス課（保険）

４階43番　a6308-9956

　　　　　　　　 ねん　　がつ　　　  おお  さか　し　 りつ しょう がっ  こう

　 おお さか　し   りつ ちゅう がっ こう　　　　はい

  く   やく  しょ

　　 がっ  こう　　  はい

　　 しょうがっ こう　　　　　　　　  ねん　　がつ　　にち

　　　　　　　　　　　　 　　　　　  ねん　  がつ　　にち

　　　　　　　　　　　　 う

　　ちゅうがっ こう　　　　　　　　　ねん　　がつ　　 しょうがっ  こう

　　　　　　　　　　　  そつぎょう

　　　　　　　　　　  ねん　　がつ　　　にち　　　　　　　    く　 やく  しょ

　　　　　  にゅうがく　　　　　あん ない　　　  おく

　　　　　  にゅうがく　　　　　あん ない

　　　　　  にゅうがく  しん せい しょ　　　　  か

　　　　　　　　　　　ねん　  がつ　　　 にち　　　　　　　   く    やく  しょ

　　　　　 も

　　　　　おく

 とい あわ　　  まど  ぐち  さ　  ー   び　 す　 か　　じゅうみん とう  ろく

　　　　　　　　  かい　　　 ばん
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5

令和4年度 個人市・府民税（普通徴収）第２期分の納期限は８月31日（水）です
納付方法等詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。
9梅田市税事務所 市民税等グループ　a4797-2953



→ →

→ →

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、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、関係機関の紹介などを行って
います。ぜひご相談ください。
#9:00～17:30

（土日祝・年末年始を除く）
2市役所4階 市民局人権企画課

a6208-7489

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

Y9月28日（水）～11月22日（火）の
うち2週間単位

※公用使用のためロビースペース使用不可
Y9月1日（木）9:00～9:15
※申込多数の場合、9:15から抽選
※受付日以降空きがあれば随時受付

9政策企画課（広報）
5階51番　a6308-9404

展示期間

申込受付

淀川区　区民ギャラリー

無料

区役所１階 区民ギャラリー
申込み受付

“あわたんず”とのコラボ開催！大人
気のミュージックケアにご参加いただ
けます。親子で遊びに来てくださいね！！
1８月２６日（金）１０:３０～１１:３０

８月の
ゆめちゃん☆ハッピールーム
大募集！！

学校のこと、友だちのこと、家族の
ことなど…。誰にも相談できず、悩ん
でいることはありませんか？ 淀川区人
権啓発推進員がみなさんの話をお聞き
します。ぜひお話にきてください。話
してみるだけでも気が楽になるかもし
れません。秘密は守ります。
●淀川区人権啓発推進員とは
地域で人権啓発活動を行う区役所の

パートナーのみなさんです
3区内在住の小学生・中学生・

高校生のみなさん
Y①８月23日（火）②８月24日（水）
2①淀川図書館 ２階 集会室

②東三国センター 小会議室

淀川区
夏休み子ども相談

スマホに変えたけれど、電話やメー
ルぐらいしか使っていない・・・
そんなお悩みをお持ちの方にマン

ツーマンでレクチャーします。
防災・防犯情報の調べ方を学んで、
いざという時に備えましょう！
1①8月9日（火） ②10日（水）

①②9:30～11:００
（①②は同じ内容です。）

2区役所5階 502会議室
8防災情報の検索方法　

防犯アプリ等のインストール
防犯ミニ講演会ほか

4各20名（先着順）
78月５日（金）から電話にて
6ご自身のスマホ（当日貸出しは

ありません）
[淀川区社会福祉協議会
E市民協働課（まちづくり）

４階41番　a6308-9734

安全・安心をあなたの手の中に！
スマホ防災・防犯講座

うつ病についての正しい知識を学び、
病気を理解し、ご本人への接し方に
ついて考えてみませんか？また、同
じ悩みを持つ家族の方と語り合って
みませんか？
1①8月27日 ②9月10日

いずれも（土）１４:００～１６:００
2大阪市こころの健康センター

（都島区中野町5-15-21 
都島センタービル３階）

8精神科医師による講演、
家族交流会

3市内在住でうつ病と診断されて
いる方のご家族

420名（先着順）
78月19日（金）までに電話にて
R・マスクの着用をお願いします。

・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。

9保健福祉課（健康相談）
2階21番　a6308-9968

うつ病の家族教室　

予約要

予約要

予約要

無料

アイシングクッキー教室
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？
夏にちなんだ絵柄のクッキーを作り

ます。
18月7日（日）

①10:30～12:00
②13:30～15:00

51,200円
（材料費/お持ち帰り箱含む）

DTINT・tomoさん
（アイシングクッキー講師）

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マスク・タオル
78月５日（金）10:00から窓口にて

〒532-0022　野中南2-1-5
a6304-9120　b6304-7304

区民センター

Y10:00～12:00、14:00～16:00
予約はいりません。直接会場まで来て
ください。
9市民協働課（教育支援）

４階４１番　a6308-9415

開催日

開催時間2区役所２階 集団検診室
※検温・手指消毒にご協力お願いします。
3おおむね６か月～３歳までの

お子さんとその保護者
4１５名（先着順）
7８月８日（月）９:００から電話にて
申込多数の場合は別日程をご案内します
ので、たくさんのお電話お待ちしています！！
9保健福祉課（子育て支援）

２階２３番　a6308-9939

第十一回特別弔慰金の請求期間が
令和５年３月31日で終了します。申請
漏れがないようご注意ください。申請
手続きなど詳しい内容については、下
記まで問合せください。
9市民協働課（まちづくり）

４階41番　a6308-9734

戦没者等のご遺族の皆さまへ
特別弔慰金の申請は
お済みですか？

無料

かいさいじかん

よ　やく　　　　　　　　　　　　　　　  ちょくせつかいじょう　　　　　き

といあわ　　　 し  みんきょうどう か　 きょういく し   えん

　　　　　　　　 かい　　　ばん

よど   がわ　  く　 

なつ   やす　　　　 こ　　　　　　　 そう　だん

      がっ こう　　　　　　　　　とも　　　　　　　　　　　　　　 か   ぞく

　　 　　　　　　　　　　　だれ　　         そう だん　　　　　　　　　 なや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よど がわ   く  じん

けんけい はつ すい しん いん　　　　　　　　　　　　　 はなし　　 　　 き

　　　　　　　　　　　　　　　 はなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　はな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　　 らく

　　　　　　　　　　　 ひ  みつ　　 まも

　　 よど がわ  く  じん  けんけい はつ すい しんいん

　　  ち  いき　　 じん けん けい はつ かつ どう　　おこな　　く　やくしょ

  たい しょう　 く  ないざいじゅう　 しょうがくせい　　 ちゅうがくせい

　　　　　　　こう こうせい

かい さい び　　 　　  がつ　　　にち　   か　　　  　   がつ　　　にち　  すい

　 ば　しょ　　　  よど がわ  と  しょ かん　　  かい  しゅうかいしつ

　　　　　　　　　ひがしみ  くに　　　　　　　　　  しょうかい ぎ　しつ
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HPはコチラから▶「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！　9市民協働課（教育支援）４階４１番　a6308-9415



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

淀川図書館

→ →

→ →

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

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

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

〒532-0005　三国本町2-14-3
a6394-2900　b6394-2977

淀川区社会福祉協議会

認知症の人にやさしいまちづくり
映画上映会
1９月９日（金）13:30～15:30
2淀川区民センター
8映画上映「９９歳 母と暮らせば」

認知症サポーター養成講座

認知症はより多くの方に知識や理解
を深めてもらうことが大切です。一緒
に学んで、見守りに活かしましょう。
1８月２５日（木）１４:００～１５:３０
2淀川区在宅サービスセンター

やすらぎ ３階 会議室
3区内在住・在勤・在学で、

初めて受講される方
4２０名（申込多数抽選）
7８月１６日（火）までに電話または

FAXにて

文化祭・作品展
コロナ禍に負けじと作り上げたみな
さまの作品などを展示。「安心・安全」
を第一に開催します。
19月2日（金）・3日（土）

①10:00～12:00
②13:00～15:00

2淀川区民センター １階 ホール
3市内在住60歳以上の方で、ワク

チン3回接種済み、または開催日
３日以内のＰＣＲ検査で陰性の方

4各100名(先着順) 
78月5日（金）10:00～

19日（金）17:00
本人の電話または来館にて

※センター利用証とワクチン接種歴ま
たはＰＣＲ検査結果が確認できる書類
をご用意ください。

夏休みおたのしみ会スペシャル！

8月6日、13日、20日に開催される
おたのしみ会に参加してスタンプを集め
よう！スタンプを集めて27日に開催され
る「夏休みおたのしみ会スペシャル！」に
参加するとプレゼントがもらえるよ。
18月27日（土）15:00～16:00
415名（先着順）
Y図書館ボランティアのみなさん 
※2階会場への階段の上り下りに配慮の
必要な方は、事前にご相談ください。

図書ボランティア
(高齢者福祉施設)募集
淀川図書館を拠点とするボランティ

アグループに参加し、図書の貸出しや
紙芝居実演などの図書ボランティア活
動をしてくださる方を募集します。
Y区内高齢者福祉施設 博愛の園

淀川図書館
Y第3金曜日
1①9月27日 ②10月4日

③10月25日 いずれも（火）
10:00～12:00（全3回）
原則として全回ご受講ください。

2中央図書館5階 大会議室
45名程度（先着順）

いきいき健康セミナー

18月16日（火）14:00～15:00
Y高齢者と介護のお話

～知って役立つ 備えて安心～
D社会福祉士 

堀岡 有美 さん
7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
8月
巡回日

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

老人福祉センター

〒532-0034　野中北2-12-27
a6150-8000

十三市民病院

善意銀行だより
　５月１日から6月３0日の間、善意銀行
に1,020,000円の現金預託と、食料
品（調味料・お菓子等）、衣類・日用
品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。

生活協同組合コープこうべ、BBS会、
花尻健、匿名（2件）（敬称略）

テーマ

活動場所

活動日

ほり おか　  ゆ　 み

おもちゃ花火
ルールを守って楽しい花火

〒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） 

8/30（火）
14：00～15：20

淀川区役所西側
（十三東２-３）

8/12（金）
14：00～14：45

8/23（火）
14：15～15：15

三国小学校南門
（三国本町３-９）

8/2（火）・9/6（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） 

8/19（金）
10：20～11：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

8/5（金）・9/2（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）

8/10（水）
14：00～15：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

8/6（土）・9/3（土）
10：20～11：50

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

8/24（水）
13：25～15：00

8/4（木）・9/1（木）
14：0０～15：0０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

予約要

無料

無料

無料

予約要無料

予約要無料

出 演

79月14日（水）までに電話または
来館にて

4１５０名（先着順）
78月8日（月）～15日（月）

電話またはFAXにて

子どもたちにとって夏の身近な風物
詩、おもちゃ花火。「おもちゃ」とはいえ、
原料には火薬を使用しています。
大人も子どもも手軽に楽しむことが

できますが、取扱いを誤ると火災や
火傷などの大きな事故につながります。
事故が起こらないように十分注意し、

楽しい夏の思い出にしましょう。
＜花火を安全に遊ぶポイント＞

１.遊び方をよく読んで必ず守り、
大人と一緒に遊ぶ

２.人や建物に向けたり、燃えやす
いものの近くで遊んだりしない

３.花火をポケットに入れたり、分
解したりしない　

４.風の強い日は花火で遊ばない
５.遊ぶときは水バケツを用意する
６.花火の筒先に顔や手を出さない

やけど

8月号 No.100

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

33月出産予定の妊婦さん
110月3日（月）13:30～15:30　
420名（先着順）
79月１日（木）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

※詳しくは予約時にご確認ください。（ホームページで区のがん検診等
の年間日程や取扱医療機関が確認できます）

〈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

コーナー相談相談

案内文書は対象者の方に７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４年４月１日～３０日生まれの方
令和３年１月１日～３１日生まれの方
平成３１年２月１日～２８日生まれの方

健診 予約不要BCGワクチン接種
Y８月１８日（木）14：00～1４：３０
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
Y８月８日（月） 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

!８月１１日（木・祝）９：３０～１１：００受付
6受診券と保険証（国民健康保険または後期高齢者医療）

特定健診 予約不要

2区役所2階
9保健福祉課（健康づくり）

2階22番　a6308-9882

大腸がん・肺がん検診
!８月１１日（木・祝）９：３０～１０：５０受付
乳がん検診(マンモグラフィ)・骨粗しょう症検診
!８月２６日（金）１８：３０～１９：３０受付

各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要

委託医療機関でも受けられます。
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　▶▶

※マスク着用のご協力をお願いします。　※相談時間は記録作成及び入替え時間を含みます。無料

※

相談日 時間・受付など 問合せ先

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

8/1・9/5（月）

月～金曜日（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

8/19(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　a6308-9415

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 ※8/23（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

8/3(水)・9（火）・
17（水）・23（火）、
9/7（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。

十三公園事務所　a6309-00088月はお休みです

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　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 浪速区役所、西淀川区役所（各区先着16組）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 8/25（木）、8/26（金）9:30～12:00
※予約専用a6208-8805

8/28（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

8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
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