令和元年 9月号｜No.280

区 は西区役所 ●
保 は西区保健福祉センター
●

お知らせ
令和2年度小・中学校入学予定者の
保護者の方へ
学 校 選 択 制 のご 案 内と
就 学する学 校 の 希 望 調 査
を行うため、9 月初 旬に希
望 調 査 票と学 校 案 内を配
布します。
【対象】西区に住民登録のある令和2年4月に小学
校・中学校入学予定者
【配布方法】郵送（ただし、市立小学校卒業予定者
は小学校を通じて配布します）
【手続き方法】希望調査票を送付または区役所1
階3番窓口まで持参
【提出期限】10月31日
（木）
必着
※学校選択制の制度説明会の日程については、学
校案内をご覧ください。
区 窓口サービス課
（住民登録）
c●

a06-6532-9963

b06-6538-7317

9月22日の日曜開庁日は
個人番号カード・住民基本台帳カード
に関するお手続きができません
9月22日
（日）
は住民基本台帳ネットワークシステ
ムがメンテナンスにより停止するため、個人番号
カード及び住民基本台帳カードに関するお手続きを
お受けすることができませんのでご注意ください。
区 窓口サービス課
（住民登録）
c●

a06-6532-9963

b06-6538-7317

特定健診を受けましょう！
大阪市国民健康保険では、40歳以上の方
（年度
内に40歳になる方を含む）
を対象に、高血圧症や
糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防
するため、無料で受診できる特定健診を実施して
います。対象の方には、緑色の封筒で
「受診券」
を
送付していますので、早めに受診しましょう。
また、
「 特定健診」のほか
「1日人間ドック」
や「健
康づくり支援事業」
を実施して
います。詳しくは
「受診券」
に同
封している
「国保健診ガイド」
（区役所の窓口でもお配りして
います）、または大阪市ホーム
ページをご覧ください。
区 窓口サービス課
（保険年金・保険）
c●

a06-6532-9956
b06-6538-7317

詳しくはこちら▶

令和元年10月1日から軽自動車税の
制度が変わります
軽自動車の取得者に課されている自動車取得
税（府税）
は廃止となり、軽自動車（3輪・4輪以上）
の燃費性能等に応じて、軽自動車税の環境性能
割が導入されます。納税方法は、軽自動車の取得
の際に販売店等を通じて、大阪府に納めることに
なります。
また、現行の軽自動車税は、名称が軽自動車税
の種別割と変更されますが、納税方法はこれまで
の軽自動車税の取扱いから変更ありません。

c 弁天町市税事務所 市民税等グループ
（軽自動車税担当）
a06-4395-2954

4

b06-4395-2810

◀親子向けのお知らせ

高齢者の皆さんのお困りごと
私たちといっしょに考えましょう

9月は高齢者福祉月間です
困ったときは、ひとりで悩まず
お気軽にご相談ください。
西区オレンジチーム（認知症初期集中支援チーム）
e 西区社会福祉協議会内

専門医への受診や
必要な支援への
引継ぎをします。

（区役所6階）
a06-6539-8248

花乃井ブランチ

地域包括
支援センターと連携
（江之子島1-8-44）
して、西船場・江戸
a06-6225-2662
堀・靱・明治・広教・
b06-6225-2663
本田地域のご相談
【受付時間】
月〜金 9:00〜17:30
に応じます。

e 江之子島コスモス苑

西区地域包括支援センター
地域の高齢者の皆さんが安心して暮ら
せるよう、さまざまな関係機関と協力しな
がら支援する機関です。医療・介護・福祉
の専門職がご相談に応じます。
e 西区社会福祉協議会内（区役所6階）
a06-6539-8075 b06-6539-8073
【受付時間】月〜金 9:00〜19:00
土曜日 9:00〜17:00
（日・祝・年末年始は休み）

「街ねこ」活動をご存じですか？

健診・検査のお知らせ

大阪市は、地域の合意と協力のもと、その地域
に住む野良猫の不妊去勢手術を行い、
一代限りの
猫として 地 域 の 皆 さん が 主 体と
なって適正に管理していく
「街ねこ」
活動のお手伝いをしています。

●結核健診 予約不要

耳のV字カットは
「街ねこ」の印です。

詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。
所有者不明猫適正管理推進事業

保 保健福祉課
（地域保健）
c●

a06-6532-9973
b06-6532-6246

検

索

無料

d 9月20日（金）10:00〜11:00
j 区内在住の15歳以上の方

●BCG予防接種 予約不要

d 9月27日（金）13:15〜14:00
j 市内在住の5〜8か月のお子さん

（1歳の誕生日前日まで接種可能）
※母子手帳、予防接種手帳をお持ちください。

e 区役所 2階
保 保健福祉課
（地域保健）
c●

詳しくは
こちら▶

a06-6532-9882

b06-6532-6246

各種無料相談のお知らせ
相談名
法律相談
要予約

日曜法律相談
要予約

日時
9月6日・20日、
10月4日
（金）
13:00〜17:00

9月22日
（日）
【都島区役所】
9:30〜13:30
【東成区役所】

13:00〜17:00

ナイター法律相談

不動産相談
要予約

人権相談

9月17日
（火）
13:00〜16:00

e 区役所1階会議室 p 6名
【予約】9月3日
（火）
9:00から電話で先着
順に予約受付します。
予約専用電話a06-6532-9683

月曜日〜金曜日
9：00〜21：00
日・祝9：00〜17：30

月曜日〜金曜日
9:00〜17:30
（祝日除く）
月曜日〜金曜日
10：00〜16：00

ひとり親家庭相談

毎週水曜日・金曜日
9：15〜17：30

花と緑の相談

e 都島区役所・東成区役所 p 各16名
【予約】9月19日
（木）
・20日
（金）
9：30〜12：00
予約専用電話a06-6208-8805
e 中央区民センター p 40名
【受付方法】受付開始
（17:30予定）
までに来
場された方で抽選を行い、相談の順番を決
定。空きがある場合は先着順
（20：00まで）

就労相談

ごみの分別相談

e 区役所4階 43番窓口 p 各16名
【予約】当日9:00から電話で先着順に予約受付します。
予約電話a06-6532-9683

9月26日
（木）
18:00〜21:00

（土曜日は休館）

犯罪被害者等
支援のための
総合相談窓口

場所・受付・予約など

区 きずなづくり課
c●

a06-6532-9683
b06-6538-7318

c 大阪市総合コールセンター
（なにわコール）
a06-4301-7285
b06-6373-3302

区 きずなづくり課
c●

a06-6532-9683
b06-6538-7318

c 大阪市人権啓発・相談センター
相談専用電話a06-6532-7830 b06-6531-0666
g7830@osaka-jinken.net

※区役所での相談をご希望の場合は、電話・FAXで事前にお申し込みください。

c 市民局人権企画課（市役所4階）

a06-6208-7619 b06-6202-7073

c 大阪市地域就労支援センター

0120-939-783 b06-6567-6891
（受付時間10：00〜17：00）
※予約の方を優先します
【受付】区役所3階38番窓口
※予約の方を優先します

9月13日・27日
（金）
【受付】区役所1階
9:30〜11:30
マタニティ・ベビー服・子ども服の展示・提供
d 9月5日・19日（木）13:30〜15:30 e 西区民センター
9月25日
（水）
14:00〜15:30

問合せ

【受付】区役所4階会議室

※相談された方には、
サバンナ堆肥をプレゼントします

保 保健福祉課
（子育て支援）
c●

a06-6532-9952
b06-6538-7319

c 西部環境事業センター
a06-6552-0901
b06-6552-1130

c 大阪城公園事務所

a06-6941-1144
b06-6943-6877

西区広報紙
「かぜ」
は34,000部発行し、9月号1部あたりの発行単価
（配付費用含む）
は約33.0円です
（そのうち約1.7円を広告収入で賄っています）

