
犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（毎年１回）は
狂犬病予防法で定められた飼い主の義務です。令和2
年度の狂犬病予防注射が3月2日（月）から受けられま
す。6月までに最寄りの動物病院又は集合注射会場
で、狂犬病予防注射を受けてください。
今年の狂犬病予防集合注射の日程は
次のとおりです。また、犬の登録の手続
きや注射済票の交付を委託している動
物病院もありますのでご確認ください。

弁護士による
法律相談

税理士による
税務相談
宅地建物取引士による
不動産相談
行政書士による相談

司法書士による相談

社会保険労務士
による相談

就労相談

人権出張相談

人権擁護委員による
人権相談

ひとり親家庭
サポーターによる相談
行政相談委員による
行政相談

花と緑の相談 十三公園事務所 6309-0008 

広聴相談 1階10番

子育て・教育 2階25番
4809-9852

大阪法務局人権擁護部第一課
6942-1489

相談内容・相談日

サバンナ堆肥を進呈しています

市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7619 6202-7073

大阪市地域就労支援センター
0120-939-783 

社会保険労務士事務所
4800-8125（月〜金10:00〜17:00） 

司法書士事務所
0120-676-888（月〜金9:00〜18:00） 

行政書士会相談受付
6643-9903（月〜金10:00〜16:00）

全日本不動産協会大阪府本部北支部
6373-1511（月〜金10:00〜16:00） 賃貸・売買契約や相続、名義変更など不動産に関する相談

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

月〜金曜  ●9:00〜17:30（祝日・年末年始を除く）

21日（火） ●14:00〜15:30

月〜金曜  ●9:00〜20:30
日・祝日    ●9:00〜17:00

（電話・ファックス・メール
でも相談可）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

毎週水・木・金曜  ●9:15〜17:30（祝日・年末年始を除く）
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談

第1火曜  ●13:00〜15:30
場所:社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）

国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談●14:00〜16:00（受付は15:30まで）　

就労に関する情報提供・アドバイス・相談
●9:15〜12:15（9:15～11:45は予約不要）    
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問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285

3月22日（日） 9:30～13:30日 時
西淀川区役所（西淀川区御幣島1-2-10）
旭区役所（旭区大宮1-1-17）

場 所

各16名（電話予約要・先着順）定 員
申 込 3月18日（水）・19日（木） 9:30～12:00

予約  ・問合せ

人権啓発・相談センター

7830@osaka-jinken.net
6532-7830 6531-0666 

無料・要予約日曜法律相談★★

6208-8805（予約専用）

4月17日（火）3月

7日・14日・21日・28日（火）4月

2日・9日・16日・23日（木）4月

8日・22日（水）4月11日・25日（水）3月

15日（水）4月18日（水）3月

8日（水）4月11日（水）3月

1日（水）4月4日（水）3月

4809-9683

犯罪被害者等支援
のための総合相談

22日（水）4月25日（水）3月 ●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜16:00

●13:00〜17:00 広聴相談 1階10番
ご予約は、相談日当日の9:00より
受付けます。（当日以外のご予約は
受付けておりません） 

4809-9683

※ 他 の 曜 日 に
相談できる場合
あり。応相談

6日（月）4月2日（月）3月

対 象 満20歳以上の方（年齢上限がなくなりました）

主な事業

費 用
新規登録：１頭につき、6,300円 （登録手数料含む）
継続：１頭につき、3,300円
（平成7年4月1日以降に登録し、会場で接種した場合）

申 込

報酬有

その他

問合せ 地域 1階 9番 4809-9826

問合せ 総務 3階 31番 4809-9941

問合せ 生活環境 2階 23番 4809-9973

▲詳しくは
　こちら

詳しくはこちら▲

登録調査員を募集します！

令和2年度
愛犬の登録と狂犬病予防集合注射

令和2年度 東淀川区関連予算（案）の概要

国勢調査などの各種統計調査において、調査対象の
世帯や事業所等を訪問し、調査票の配布や回収・点
検などの調査業務に携わっていただける方を広く募集
しています。統計調査員には法律や条例の規定に基
づき、報酬が支払われます。

電話 （申込後、必要書類の提
出と簡単な面接を行います。運転免許
証等の本人を確認できる身分証明書を
ご持参ください。）

※警察官・税務職員・被選挙者及び選挙事務所の職員等、
　暴力団員・関係者は対象外

4月16日（木）

4月17日（金）

4月19日（日）

井高野公園

区役所出張所（南西側駐車場）

区役所 （正面駐車場）

日 時 場 所

13:30～
16:00

※雨天実施（荒天時は中止する場合あり）

※注射料金・注射済票交付手数料を2か所で分けて徴収します。

★区役所から案内が届いた方は、必ず持参してください。

専門家による各種相談日 ［ 3月1日～4月30日 ］
その問題、専門家が一緒に考えます！ ★は区役所で実施 ★は予約制 ★は一組30分以内

無料・秘密厳守

5日・12日・19日・26日（木）3月

17日・24日・31日（火）3月

問合せ 大阪市総合コールセンター 4301-7285
3月23日（月） 18:00～21:00（受付は20:00まで）日 時
天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）場 所

40名定 員無料・予約不要ナイター法律相談 ★ ※受付開始（17:30予定）までに来場された方で、
　抽選により相談の順番を決定。以降、先着順。
※定員に達した時点で受付早期終了あり。

無料・要申込

無料・申込不要

6320-0119

日 時 4月8日（水）・22日（水） 10:00～10:45

日 時 3月8日（日） 10:00～13:00
場 所 東淀川消防署本署（菅原4-4-27）

※駐車場はありません。車での来場はご遠慮ください。

定 員 各15組講 師 田中 理恵さん
（公益社団法人日本3B体操協会）

あんよができるお子さんと親子で
遊びましょう！３つの「B」がつく用具、ボール・ベル・
ベルターを使って、楽しくできる体操です。

「3B体操・親子で遊ぼう」無料体験教室

東淀川消防署開放デー！

東淀川消防署問合せ

東淀川区民会館

申込・問合せ 来館又は電話 東淀川区民会館
6379-0700（東淡路1-4-53 4階）

防火防災を学び、消防を身近に感じてもらう機会とし
て消防署開放デーを開催します。レスキューチャレン
ジ、防災体験シアター、震度7を体験できる起震車、は
しご車の展示、本物の炎で消火体験など、大人から子
どもまで楽しんでいただけます。詳しくは東淀川消防署
HP又はお問い合わせください。

・区長自由経費（区長に権限があり、区が実施する事業の予算） : 4億9811万円
・区CM自由経費（区長が区ＣＭ(シティー・マネージャー）として権限を持ち、局が実施する事業の予算） : 9億3468万円
・東淀川区関連予算 : 14億3279万円（人件費を除く・千円単位四捨五入）

●第２期東淀川区地域保健福祉計画策定業務
　平成２８年に区が策定した地域コミュニティや地域福祉、地域保健、生涯学習、子育てといった分野を包括する
　「東淀川区地域保健福祉計画」について、令和３年度以降の第２期計画の策定作業を行います。
●児童虐待防止のための保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業
　区内保育施設等を対象に、在籍児童についてのスクリーニングを支援することで、虐待等の気付きを促し、支援
　が必要な児童・家庭を区役所や地域等につなぎ、社会全体で支える仕組みを構築します。
●地域子育て支援の推進（うち利用者支援事業（子ども・子育て支援推進））　　
　子育て家庭にとって身近な場所で相談に応じ、適切な施設や事業等を円滑に利用できるよう支援します。また、
　地域の様々な関係機関等とのネットワークの構築を図ります。

東淀川区関連予算(案)について、「住んでよかった、住み続けたい東淀川区」をめざして、予算編成を行いました。

※区長自由経費の予算事業一覧については、区役所ＨＰをご確認ください。

4 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索ご意見・ご要望について 市政・区政に対するご意見・ご要望は、
区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。

広聴相談 1階10番 4809-9683 6327-1970

ホームページバナー募集中！ 区役所ホームページに広告を
掲載しませんか？ 詳しくはこちら

東淀川区  バナー広告 検 索広報

令和2年3月  No.286

遠くの親戚より、
近くの町会

問合せ 地域課 1階 9番

詳しくは
こちら

4809-9603

～助け合い、つながりを
　つくります～


