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●区 は西区役所／西区保健福祉センター ◀親子向けのお知らせ
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令和4年11月号▶No.318

西 区 民 の み な さ ま へ

11月18日（金）19:00～
区役所4階 402会議室
5名（当日先着順・受付18:30～）
将来ビジョン(素案)等

日 時
場 所
傍聴定員
議 題

問
合
せ
●区 総務課（事業調整）
a06-6532-9978　b06-6538-7316

　西区では、区民の皆さんから区政運営や区の事業
などについてご意見や評価をいただくため、各地域
からの推薦委員や、有識者、公募による委員で構成
する「区政会議」を開催しています。会議は公開で行
われ、希望者は傍聴できます。

令和4年度第2回区政会議を
開催します

詳しくは
こちら▼

新型コロナウイルス感染症の影響などにより、健診・検
査や各種無料相談等が中止・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。また参加
時には、主催者による感染拡大防止策にご協力をお願いします。

各種無料相談のお知らせ各種無料相談のお知らせ

11月4日・18日、12月2日（金）
13:00～17:00
11月27日（日）
9:30～13:30

相談名 日 時 場所・受付・予約など 問合せ
受付 区役所4階43番窓口 定員 各16名
予約 当日9:00から電話で先着順に予約受付

予約電話
06-6532-9683

場所 城東区役所 定員 各16名
予約 11月24日（木）・25日（金）9:30～12:00

予約専用電話
06-6208-8805

相談専用電話
06-6208-7489

月曜日～金曜日
9:00～17:30（祝日除く）

犯罪被害者等支援
のための総合相談窓口 受付 市民局人権企画課（市役所4階） 市民局人権企画課（市役所4階）

b06-6202-7073

●区 地域支援課（きずなづくり）
a06-6532-9683 b06-6538-7318

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

受付ひとり親家庭相談 毎週水曜日・金曜日
9：15～17：30（祝日除く） ※予約の方を優先します。区役所3階38番窓口 ●区 保健福祉課（子育て支援）

a06-6532-9952 b06-6538-7319

人権相談
月曜日～金曜日 9:00～21:00
日曜日・祝日 9:00～17:30
（土曜日は休館）

相談専用電話
06-6532-7830

大阪市人権啓発・相談センター

g7830@osaka-jinken.net
b06-6531-0666

受付 大阪市人権啓発・相談センター
※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。

法律相談 要予約

日曜法律相談 要予約

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

ごみの分別相談・
フードドライブ

11月11日・25日（金）
9:30～11:30

11月22日（火）
15:30～17:30

受付 区役所1階 ※11月6日（日）西区民まつりでも「フードドライブ」を実施します。

大阪市総合コールセンター（なにわコール）
a06-4301-7285 b06-6373-3302ナイター法律相談 11月18日（金）

18:30～21:00

場所 北区民センター 定員 32名
受付方法 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）
●区 地域支援課（きずなづくり）
a06-6532-9683 b06-6538-7318

不動産相談 11月15日（火）
13:00～16:00

受付 区役所4階相談室
予約 11月1日（火）9:00から電話で先着順に予約受付

定員 6名要予約 予約専用電話
06-6532-9683

●区 保健福祉課（地域福祉）
a06-6532-9845 b06-6538-7319障がい者相談

身体・知的・精神障がい者の方、ご家族からの相談をお受けします。日常生活でお困
りのことや障がい者の福祉サービス等、さまざまなご相談に対応します。
11月は精神障がい相談を予定しています。 受付 区役所3階301会議室

11月16日（水）
14:00～15:30花とみどりの相談

受付 区役所4階会議室
日時 11月17日（木）14:00～15:30
場所 靱公園 テーマ 草花の寄せ植え

※相談された方には、サバンナ堆肥をプレゼントします。

「ひとり・ふたり・みどり号」
による講習・相談会

大阪城公園事務所
a06-6941-1144 b06-6943-6877

●区 保健福祉課（地域保健）
3階34番窓口

a06-6532-9882
b06-6532-6246

健診・検査のお知らせ

◆BCG予防接種 予約不要 無料

11月25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）

日 時
対 象

※母子手帳、予防接種手帳をお持ちください。

場 所 区役所 2階

詳しくは
こちら▶

◆結核健診 予約不要 無料

11月16日（水）10:00～11:00
区内在住の15歳以上の方

日 時
対 象

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。

問
合
せ

●補助要件
・市内にある平成12年5月31日以前に建築された
住宅（戸建または長屋建）であること
・不動産市場に賃貸用または売却用として流通して
おらず、3か月以上空家であること
・改修により一定の耐震性能を確保すること、また
は耐震性能を有すること
・利活用事例として、大阪市が情報発信す
ることに了承できること
・売却を前提としたものでないことなど

　空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を
促進するため、住宅の性能向上や
地域まちづくりに資する改修工事
費用等の一部を補助します。

空家利活用改修補助事業

問
合
せ

都市整備局 住環境整備課
防災・耐震化計画グループ
a06-6208-9622　b06-6202-7025
●区 地域支援課（きずなづくり）
a06-6532-9683　b06-6538-7318

詳しくは
こちら▼

　大阪府が提供する「おおさか健活マイレージアスマ
イル」は、府民の健康づくりをサポートするアプリです。
　朝食を食べる、歩く、歯を磨く、健診を受けるなど
の毎日の健康活動でポイントが貯まり、貯まったポ
イントで飲み物や電子マネー等が当たる抽選に参加
できます。また、40歳以上の大阪市国民健康保険加
入者の方は「特定健診」・「1日人間ドック」・「健康づく
り支援事業」を受診すると、初回3,000円相当分の
電子マネー等と交換できるポイントがもらえます。
　詳しくは公式ホームページ「おお
さかアスマイル」でご確認ください。

おトクな健康アプリ「アスマイル」
をご利用ください！

詳しくは
こちら▶

問
合
せ
おおさか健活マイレージアスマイル事務局
a06-6131-5804　b06-6452-5266

　事業者の方が、令和5年10月1日から開始される消
費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス
制度）への理解を深めていただいた上で、それぞれの
事業に応じた対応や準備を進めていただ
けるよう説明会を毎月開催しています。

問
合
せ
西税務署 法人課税第1部門
a06-6583-4761（直通）

11月2日（水）・9日（水）・30日（水）
12月7日（水）・14日（水）
14:00～15:00
（公社）西納税協会会議室（川口2-7-6）

日 時

場 所

インボイス制度説明会を
開催しています

インボイス制度
について
詳しくは▼

要予約

12月10日（土）・11日（日）10:00～16:00
近畿財務局（中央区大手前4-1-76）
面談による相談に弁護士が対応します
（45分間）
随時電話にて受付します

　借金でお困りの方、ひとりで悩まず、ぜひご相談に
お越しください。
日 時
場 所
内 容

予 約

借金問題解決のための
土・日無料相談会

問
合
せ

申
込
み

近畿財務局 多重債務無料相談窓口
a06-6949-6523

要予約

　資料請求、説明会への参加希望など、詳しくは
ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

防衛省自衛隊採用説明会のご案内

毎日9:00～17:00
（土日も対応します）
防衛省自衛隊 谷九募集案内所
防衛大学校、防衛医科大学校（医学科・看護学
科）、航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生、
高等工科学校、予備自衛官補（技能、一般）

日 時

場 所
募集種目

く

）

申
込
み
・
問
合
せ

防衛省自衛隊 谷九募集案内所
〒542-0012
中央区谷町9-4-5 新谷九ビル3階
a06-6762-4075
携帯 070-6589-0247
（西区担当 竹本（タケモト））

詳しくは
こちら▼

　市税の納付について、インターネットを利用した
便利なサービスをご案内します。

ネットで便利！大阪市税

●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。対応金融機関などは、大阪市
HP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、
au PAY、LINE 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）。
●「納期限のお知らせ」メール配信
大阪市メールマガジンに登録したパソコン
や携帯電話に、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にてお知らせ
します。納付のうっかり忘れを防止するため
にも、ぜひご登録ください。
問
合
せ
財政局税務部収税課 収納管理グループ
a06-6208-7783　b06-6202-6953

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

詳しくは
こちら▼

https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/category/3156-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.osaka.lg.jp/nishi/page/0000582011.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000340537.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000514170.html
https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000036691.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000470652.html
https://sec.mod.go.jp/pco/osaka/mailform/taniku-form.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.asmile.pref.osaka.jp/



