
ねずみの防除に重要なことは、ねず
みが生息できない環境をつくることで
す。以下のポイントに気を付けましょう。
•ねずみは１cmの隙間からでも侵入す
るため、疑わしい侵入口をふさぐ
•巣を作らせないために、住居内や家
の周辺の整理整頓を行う

•食品は密閉容器や戸棚に収納し、ご
み箱はふたのできるものを使用する

•ねずみが住居内に侵入した場合は、
粘着シートや捕そかご等の仕掛けを
設置する

※捕そかごは区役所で無料で貸し出し
しています。
9保健福祉課（健康づくり）

２階22番　a6308-9973

12月から２月までは
「ねずみ防除強調月間」です

あわただしくなる12月には、歳末特
有の現金を狙った犯罪が多発します。
また、交通量も増え、交通事故も増加
します。大阪府警では、年末における
各種事件・事故の防止および検挙を図
るため、毎年12月を歳末警戒期間とし
て、重点的に取り組んでいます。年末
は何かと忙しくなりますが、一息入れ
て余裕をもって、安
全運転と防犯を心掛
けてください。
9市民協働課（防犯）

4階41番　a6308-9409
淀川警察署　a6305-1234

歳末特別警戒スタート！

市税事務所からのお知らせ
●市税の納期限
固定資産税・都市計画税（第3期分）

の納期限は、12月26日（月）です。市
税へのご理解と期限内の納付をお願い
します。
●償却資産申告書の送付
土地と家屋以外の事業用の有形固定

資産をお持ちの方に、償却資産申告書
または償却資産の申告をお知らせする
ハガキを送付します。12月中に届かな
い場合はお問合せください。
9梅田市税事務所

固定資産税グループ
a4797-2957（土地）、2958（家屋） 
船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ
a4705-2941

確定申告は簡単・便利なe-Taxで！
•スマートフォンやご自宅のパソコンで
簡単e-Tax！

•国税庁ホームページの案内に沿って
入力するだけで、申告書が作成可能！

•申告期間中は24時間いつでも利用
可能！

•申告会場に行く時間も、会場での待
ち時間もなし！

スマホを利用した申告がさらに便利に！！
•スマホ専用画面で見やすく簡単!
•カメラで給与所得の源泉徴収票を読
み取って自動入力!
•青色申告決算書・収支内訳書がスマ
ホで作成可能に！
※申告書をe-Taxで送信するには、次
のいずれかが必要です。
①マイナンバーカード（スマートフォ
ンはマイナンバーカード読取対応
のもの）

②事前に税務署で発行されたＩＤ・パ
スワード

RＩＤ・パスワード方式は暫定的な
方法です。お早めにマイナンバー
カードの取得をお願いします。

9東淀川税務署
a6303-1141（代表）

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。犯罪被害者の方等
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。
#9:00～17:30

（土日祝・年末年始を除く）

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口

→

→

無料
いずれの会場もご住所に関わらずご
利用できます。日常生活で生じるさま
ざまな人権問題について、悩みごとや
困りごとがありましたら、お気軽にご相
談ください。
112月16日（金）13:30～16:00
2福島区役所・平野区役所 
9大阪第一人権擁護委員協議会

a6942-1489

人権擁護委員による
特設人権相談所

安心して赤ちゃんを迎えるために、
家族みんなで学びましょう。
1令和5年2月19日（日）

13:00～15:00（受付開始12:45～)
2ホテル プラザ オーサカ

（新北野1-9-15）
3妊娠9か月までのプレママと

プレパパまたはご家族
440組（先着順）
8育児体験（お風呂、お着がえ、

抱っこなど）、個別相談、妊婦
体験など

7令和5年1月6日（金）12:00から
こうのとりunit HPにて

9NPO法人 
こうのとりunit

大阪マラソン開催前に市内全域の清
掃活動を行います。「きれいなまち」大阪
をめざし、清掃活動にご協力ください。
A令和５年２月４日（土）～24日（金）
7区役所や環境事業センター等で

配布中の募集チラシ裏面の申込
書に必要事項を記入し、１月10
日（火）までに窓口、郵送または
FAXにて下記の申込先まで

E環境局東北環境事業センター
〒533-0006　大阪市東淀川区
上新庄1-2-20
a6323-3511 b6370-3951

「大阪マラソン“クリーンＵＰ”
作戦」の参加者募集

2市役所4階
9市民局人権企画課

a6208-7489
b6202-7073

東淀川税務署からのお知らせ

休日開催！
プレパパ・ママ教室
（わくわく教室）

無料予約要

12月号 No.104

5
　　　　　　　　　　　　12月の日曜開庁　12月25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



無料

市民の皆さんが企画した、公園で楽しむプログラム
を開催します。モルックは簡単なルールで、老若男女
問わず気楽に楽しめるスポーツです。皆さんと一緒に
楽しく体を動かしましょう。詳細はホームページをご確
認ください。
112月11日（日）10:00～12:00（雨天中止）
2三津屋公園（三津屋南2丁目）
51人300円（小学生以下無料）
9建設局公園緑化部調整課

a6615-6705 b6615-6070

みんなで公園活用事業（パークファン）
モルックを体験しよう！ in 淀川区

治療法の進歩により、HIVに感染し
た人が感染していない人と同等の生
活を送れるようになってきています。
治療を継続すれば、他の人への感染
リスクが大きく低下することもわかっ
ています。検査をきっかけに、HIV・
エイズを一緒に考えてみませんか？
YHIV・梅毒（血液検査）、クラ

ミジア（尿検査）
Y毎週月曜日 14:00～15:30

毎週火曜日 9:30～11:00
（祝日、年末年始を除く）

2淀川区保健福祉センター
（区役所2階）

  12月1日は世界エイズデー
～このまちで暮らしている。私もあなたも～

Yおおむね1週間後の指定日時
にお越しいただき、ご本人に
直接お渡しします。電話やメー
ル・郵送による結果通知は行
いません。指定日時に来庁で
きない場合は、前日までにご
連絡ください。

◎なお、区役所 1階ギャラリーにて
HIV・エイズについてパネル展示
中です。ぜひお越しください。
A12月9日（金)まで
9保健福祉課（健康づくり）

2階22番　a6308-9882

「ヨドジュクってどんな雰囲気？」「ど
んな勉強をするの？」「教えてくれるの
はどんな人かなぁ？」そんな声にヨド
ジュクがお応えします。保護者の方も
ご一緒に見学できます。お気軽にお
越しください。
3小学校6年生から中学校2年生
Y英語・数学　他（冬休みの宿

題など、教材の持ち込みOK）
2美津島中学校
Y12月7日（水）・9日（金）・

14日（水）・16日（金）・
21日（水）・23日（金）

#1コマ目　19:00～20:10
2コマ目　20:15～21:25

712月1日（木）から電話にて
※先着順（希望の日時を
お伝えください）

株式会社トライグループ
a0120-555-202
（10:00～22:00）
※十三中学校、東三国中学校の見学
をご希望の方はお電話ください。

ハローワーク淀川による障がい者の
ための合同就職面接会を開催します。
身近な地域の参加企業と直接面接がで
きますので、ぜひご参加ください。
112月１３日（火）・１４日（水）

１３:００～１６:００
2ハローワーク淀川３階 大会議室
Y障がい者採用予定企業８社（各

日４社）（予定）
※参加企業についてはハロー
ワーク淀川HPに掲載予定

7ハローワークの障がい者担当窓
口で予約のうえ、紹介状交付を
受けて下さい。

*ハローワーク淀川
+淀川区役所・淀川区地域自立支

援協議会・淀川区地域障がい者
就業・生活支援センター

9ハローワーク淀川　
a6302-4771 
b6886-3868

障がい者合同就職面接会

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お話を聞き
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
Y①令和５年１月５日（木）

②令和５年１月６日（金）
10:00～12:00、14:00～16:00

2①淀川図書館２階 集会室
②淀川区役所５階 会議室

予約は不要です。直接会場まで来てく
ださい。
日によって会場が変わります
ので、ご注意ください。
9市民協働課（教育支援）

４階４１番　
a6308-9415

淀川区
冬休み子ども相談

予約要

よど　がわ　 く　 

ふゆ　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

かいさいにちじ　　   れい  わ　　 ねん　  がつ　  にち　 もく

　　　　　　　　　  れい  わ　　 ねん　  がつ　  にち　 きん

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

 　　　　　　　　　よど がわ  く　やくしょ　  かい　かい  ぎ  しつ

  よ  やく　　　ふ　よう　　　　　　  ちょくせつかいじょう　　　　  き

  ひ　　　　　　　　　 かいじょう　　  か

　　　　　　　　　ちゅうい

 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

科 目

検査項目

検査日

検査結果

参加企業

開催日時

日 程

無料
体験会 ヨ ド ジ ュ ク

教育プランナー
トライさん

9市民協働課（教育支援）４階41番　a6308-9415
◀詳しくはこちら

「よどマガ！を見た」と
お伝えください！

無料
むりょう

申込不要

6

12月号 No.104

「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

HPはコチラから▶



〒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

淀川区社会福祉協議会

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？
112月11日（日）10:30～12:00
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）
410名（先着順）
51,200円

（材料費/持ち帰り箱含む）
DTINT・tomoさん

（アイシングクッキー講師）
6マスク・タオル
712月５日（月）10:00から

窓口にて

脳いきいき体操
認知機能を高めて心も体もリフレッ

シュ！
112月16日（金）10:00～11:00
3市内在住60歳以上の方
416名（先着順）
712月6日（火）10:00～

13日（火）17:00
本人からの電話または窓口にて

座って楽しむ脳トレ体操

座ってできる運動で、脳を活性化さ
せましょう！
1１月13日（金）①10:00～10:45

②11:00～11:45
3市内在住60歳以上の方
416名（先着順）
712月27日（火）10:00～

1月7日（土）17:00
本人からの電話または窓口にて

図書展示「いきいき！健康生活」展
筋トレやウォーキングといった簡単な

運動の本やレシピ本、健康法、食生活、
病気に関する本などを集めました。この
機会に、健康について考えてみませんか？
A12月16日（金）～

令和5年2月15日（水）
中央図書館自動車文庫  a6539-3305

移動図書館
12月
巡回日

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

老人福祉センター

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

区民センター

善意銀行だより
　10月１日から10月３1日の間、善意
銀行に16,500円の現金預託と、お米・
玄米、インスタント・レトルト食品、文具・
衣類・衛生用品等日用品雑貨の物品
預託がありました。

東淀川綿寝具組合、大阪市環境局
東北環境事業センター、コープ神
戸大阪北地区、大阪信用金庫、新
大阪フロントビル、花尻健、佐藤文
彦、川内ツキコ、田中静江、河合
淑子、匿名9件（敬称略）

いきいき健康セミナー

112月20日（火）14:00～15:00
Y初心者でもOK！

今日からはじめる筋トレ入門
～正しい知識と実践方法～

Dリハビリテーション科 菅 和茂 さん
Y転ばぬ先の杖「運動編」

～身体を動かし、私は元気!! ～
D看護師 堀井 小百合 さん
7詳しくはホーム

ページを
ご確認ください。

〒532-0034　野中北2-12-27
a6150-8000

十三市民病院

テーマ1

テーマ2

住宅防火に役立つ
「火の用心アプリ」
消防局では、火災予防を学ぶツールと
して、火の用心アプリを作成していま
す。アプリでは、火災になる原因や注
意すべきポイントを動画で確認できま
す。住宅防火の知識向上にご活用くだ
さい。

〒532-0012　木川東4-10-12
a6308-0119

淀川消防署

停車場所 日時

予約要 無料

無料

無料

すが　かず しげ

ほり  い　　さ　 ゆ　 り

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10） 

12/27（火）
14：00～15：20

淀川区役所西側
（十三東２-３）

12/9（金）
14：00～14：45

12/20（火）
14：15～15：15

三国小学校南門
（三国本町３-９）

12/6（火）・1/10（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） 

12/16（金）
10：20～11：00

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

12/2（金）・1/6（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）

12/14（水）
14：00～15：00

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

12/3（土）・1/7（土）
10：20～11：50

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

12/28（水）
13：25～15：00

12/1（木）・1/5（木）
14：0０～15：0０

西中島小学校南門
（西中島7-14）

年末年始
主な施設の休館のお知らせ
●淀川区役所
12月29日（木）～1月3日（火）
●淀川区民センター
12月29日（木）～1月3日（火）
●淀川区老人福祉センター
12月29日（木）～1月3日（火）
●十三市民病院
12月29日（木）～1月3日（火）
●淀川区社会福祉協議会
12月29日（木）～1月3日（火）
●淀川図書館
12月29日（木）～1月3日（火）
※12月28日（水）19:00～
1月4日（水）9:00までは
返却用ポストも利用できません。

●淀川屋内プール
12月28日（水）～1月5日（木）

予約要

予約要

詳細・アプリの
ダウンロードは
こちら

▶▶

予約要

12月号 No.104

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

37月出産予定の妊婦さん
12月13日（月）13:30～15:30
420名（先着順）
71月4日（水）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

案内文書は対象者の方に11月末までに送付しています。
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

健診 予約不要BCGワクチン接種
Y１2月１5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
Y12月14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

!１２月２３日（金）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

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　▶▶

※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）

大腸がん・肺がん検診
!１２月２３日（金）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
!１２月２３日（金）１３：３０～１４：３０受付

各種がん検診、骨粗しょう症検診 予約要 ※

3か月児健診
1歳6か月児健診
3歳児健診

令和４年8月１日～3１日生まれの方
令和３年5月１日～３1日生まれの方
令和1年6月１日～３0日生まれの方

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

12/5・1/16（月）

月～金曜日（祝日を除く）

12/16(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）
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

12/7(水)・13（火）・
21（水）・1/10（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。

十三公園事務所　a6309-0008

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 中央区役所、生野区役所（各区先着16名）
実施時間 9:30～13:30
予約受付 12/22（木）、23（金）9:30～12:00
※予約専用a6208-8805

12/25（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

12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

14:00～15:30 12/14（水）

12/26（月）
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