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西区の人口：107,016人（前月比＋72人）　西区の世帯数：65,079世帯（前月比＋28世帯）（令和3年8月1日現在・推計）

は西区役所 は西区保健福祉センター
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※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、健診・検査や各種無料相談が中止・延期される場合があります。最新の
実施状況は各問合せ先にご確認ください。

　スマートフォンなどからインターネットを利用して、市税の納付などの
手続きができる便利なサービスをご案内します。
● Web口座振替受付サービス
　大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマートフォン・
タブレット端末からお申し込みできます。対応金融機関などに
ついては、大阪市ホームページでご確認ください。
● スマートフォンなどを利用した納付方法
　コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書で、キャッシュレス決済
アプリ（PayPay請求書払い、LINE Pay 請求書支払い、au PAY等）による納
付ができます。また、大阪市税クレジットカード納付サイトから
クレジットカードによる納付も可能です（Apple Payも利用可）。
　その他の対応アプリや納付方法等、詳しくは大阪市ホーム
ページをご覧ください。

● 「納期限のお知らせ」メール配信
　大阪市税の納期限一週間前および前日に、納期限をメー
ルでお知らせします。納付のうっかり忘れを防止するため
にも、ぜひ大阪市メールマガジンにご登録ください。
　 財政局税務部収税課収納管理グループ
☎ 06-6208-7783　　  06-6202-6953

ネットで便利！大阪市税
　大阪市では、地域の理解と協力のもと、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。最終的にはこ
うした活動をとおして飼い主のいない不幸な猫をな
くしていくことが目的です。
　詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。

　　 保健福祉課（地域保健）　☎ 06-6532-9973　　 06-6532-6246

朝ごはん、食べていますか？
朝ごはんを食べると、
こんなメリットがあります！

① 体温を上げ、身体が目覚める
② 集中力アップ
③ 生活リズムが整う
④ 排便を促す
⑤ まとめ食いを防いで肥満予防

　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」をお送りしていますので、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
窓口でも配付しています）、または大阪市ホームページをご覧ください。
　　  窓口サービス課（保険年金・保険）
☎ 06-6532-9956　　 06-6538-7317

特定健診を受けましょう！

● カンピロバクター食中毒
　生・半生・加熱不足の鶏肉料理による食中毒が多発しています！過去5年
間（平成28年～令和2年）に大阪市で発生した食中毒事件のうち、全体の約
66％がカンピロバクターを原因とするものでした。
　市販の鶏肉には、カンピロバクターが高い割合で付いています。カンピロ
バクターは少量でも食中毒を起こすことから、新鮮な鶏肉であっても生や
加熱不十分な状態で食べると、食中毒になることがあります。
● 牛のレバーや豚肉（レバー等内臓も含む）、野生鳥獣は生食禁止！
　これらのものを生で食べると、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌
O157、サルモネラ属菌等による食中毒にかかることがあります。また、基準
に適合した生食用食肉（牛肉）であっても、子ども、高齢者、食中毒菌に対す
る抵抗力の弱い方は、生食を控えてください。
　シカやイノシシなどの野生鳥獣は、どのような病原体を持っているかわ
からないため、その肉を生や加熱不十分で食べるのは大変危険です。
● 家庭での注意事項
　食中毒の原因となる病原体はお肉の内部にまで入り込んでいることがあ
るので、中心部の色が完全に変わるまで十分に加熱してください！
（75℃ 1分間以上の加熱）

「新鮮だから安全」ではありません

くらしのお便りくらしのお便りくらしのお便り

各種無料相談のお知らせ
法律相談（要予約）
9月3日(金)・17日(金)・10月1日（金）
 13:00～17:00

　　   区役所4階 43番窓口
　 各16名

当日9:00から電話で先着順に予
約受付します。

　　　　   06-6532-9683
　　 きずなづくり課
☎ 06-6532-9683  06-6538-7318

日曜法律相談（要予約）
 9月26日（日） 9:30～13:30
 福島区役所
 16名
9月22日（水）・24日（金）
9:30～12:00

　　　　　　   06-6208-8805
大阪市総合コールセンター

（なにわコール）
☎ 06-4301-7285  06-6373-3302

人権相談
 月曜日～金曜日 9:00～21:00、
 日・祝 9:00～17:30
 （土曜日は休館）
大阪市人権啓発・相談センター

　　　　　　   06-6532-7830
06-6531-0666
 7830@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。

犯罪被害者等支援のための
総合相談窓口
 月曜日～金曜日 9:00～17:30
 （祝日除く）
市民局人権企画課（市役所4階）

　　　　　　   06-6208-7489
06-6202-7073

就労相談
 月曜日～金曜日 10:00～16:00
 （祝日除く）
大阪市地域就労支援センター
0120-939-783  06-6567-6891
（受付時間 10:00～17:00）
※予約の方を優先します。

ひとり親家庭相談
 毎週水曜日・金曜日
 9:15～17:30
区役所3階38番窓口
※予約の方を優先します。

　　  保健福祉課（子育て支援）
☎ 06-6532-9952   06-6538-7319

マタニティ・ベビー服・
子ども服の展示・提供
9月は実施しません。
西部環境事業センター

☎ 06-6552-0901  06-6552-1130

ごみの分別相談
9月は実施しません。
西部環境事業センター

☎ 06-6552-0901  06-6552-1130

　　 保健福祉課（地域保健）　☎ 06-6532-9973　　 06-6532-6246
健診・検査のお知らせ

結核健診 （予約不要・無料）
　結核は早く見つけて早く治療すれ
ば治る病気です。年に1回は結核健
診を受けることが大切です。
　 9月29日（水） 10:00～11:00
　 区内在住の15歳以上の方

　 9月24日（金） 13:15～14:00
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。

BCG予防接種 （予約不要・無料）

区役所2階
　　 保健福祉課（地域保健）
☎ 06-6532-9882　  06-6532-6246

ナイター法律相談
 9月29日（水） 18:30～21:00
　 天王寺区民センター　　 32名

受付開始（18:00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。その
後、空きがある場合は先着
順。（20:00まで）

　 大阪市総合コールセンター
（なにわコール）
☎ 06-4301-7285  06-6373-3302

不動産相談（要予約）
 9月21日（火） 13:00～16:00

　　 区役所4階相談室　　 6名
9月7日（火） 9:00から電話で
先着順に予約受付します。

　　　　   06-6532-9683
　 きずなづくり課

☎ 06-6532-9683  06-6538-7318 花とみどりの相談
9月は実施しません。
大阪城公園事務所

☎ 06-6941-1144  06-6943-6877

What’s「街ねこ」活動？

朝ごはんを食べよう！

　　 保健福祉課（地域保健）　☎ 06-6532-9973　　 06-6532-6246

朝食におすすめのレシピをご紹介しています▶
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https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000340537.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370805.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000016834.html
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