
　春の引越しシーズンは、転入・転出などの手続きで区
役所窓口の混雑が予想されますので、第４日曜日に加え、
３月29日の日曜日も開庁します。ぜひご利用ください。
o 3月22日、3月29日 9：00～17:30

※税証明など一部取扱できない業務もありますのでご注
意ください。

c総務課 総務グループ　５階51番　a6478-9625

出生・婚姻などの戸籍の届出、転入・転出などの届
出、就学手続き、印鑑登録、戸籍謄抄本・住民票写し
等の証明書の発行など（税関係証明書は除く）

区役所からの おしらせ

お
し
ら
せ
春の区役所日曜開庁

【取扱業務】
住民情報関係　1階3・4番 a6478-9963

転入・転出などの住民異動に伴う国民健康保険・国
民年金の各種申請・届出など

保険年金関係　1階11・12番

　退職や就職による国民健康保険の加入や脱退につい
ては、事実の発生から14日以内の届出が必要です。自動
的に加入や脱退の手続きがされることはありませんの
で、ご注意ください。
【加入についてのご注意】
・届出が遅れた場合は、事実が発生したときまで最長
２年間さかのぼって保険料を納めることが必要です。
・やむを得ない理由がない限り、さかのぼって医療費
の給付を受けることはできません。

c窓口サービス課 保険年金グループ　１階１１番
a６４７８-９９５６

お
し
ら
せ
国民健康保険の届出をお忘れなく!

　大阪市国保では、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
予防するために無料で受診できる
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。受診券の有効期限は３月末となって
いますので、それまでに受診をお願いします。
c特定健診受診券に関すること
　窓口サービス課 保険年金グループ　１階１１番　
　a6478-9956
健診内容・健診場所について
　保健福祉課 健康推進グループ　２階２５番　
　a6478-9882
１日人間ドック・健康づくり支援事業
　大阪市福祉局生活福祉部 保険年金課 保健事業
　グループ　a6208-9876

お
し
ら
せ
特定健診の受診はお早めに！

a6478-9956

　子どもたちによりよい教育環境を提供するため、令和
2年3月末で佃南小学校を閉校し、令和2年4月より佃西
小学校に統合します。
c総務課 学校教育支援グループ　a6478-9827

お
し
ら
せ
佃南小学校が閉校します  

　平成30年度末に閉校となった大阪府立西淀川高校、
令和元年度末をもって閉校となる大阪市立佃南小学校
について、現在のところ令和２年４月以降も引き続き災
害時避難所・津波避難ビルとして使用することが可能と
なっています。
【災害時避難所とは】
浸水や倒壊により自宅で生活できなくなった市民が避難
生活を送る施設で、学校の体育館など
【津波避難ビルとは】
津波や洪水(河川氾濫)時の緊急的な避難先で、堅固な
高層建物の3階以上の階など
c地域支援課 安全まちづくりグループ
　a６４７８-９８９５

お
し
ら
せ

災害時避難所・津波避難ビルについて
（西淀川高校・佃南小学校に関して）

　大阪市建設局では、市内の道路や橋梁・河川等の都市基
盤施設の工事施行や維持管理を工営所で行っています。
　これまで、西淀川区内の道路等の工事施行や維持管
理は、野田工営所で行っていましたが、災害時における
対応強化を図るため、令和2年4月1日（水）より十三工営
所に変更となります。
e〒532-0022　大阪市淀川区野中南2-8-41
c十三工営所　a6306-1881

お
し
ら
せ

西淀川区を所管する工営所（道路・橋梁
等の管理）が十三工営所にかわります

o４月１９日（日） 9：００～
eサンエイワーク西淀川スポーツセンター
i［種目］男女別ダブルス戦　①男子の部　②女子の部　※混合の場合は、男子の部となります。
［試合方法］予選リーグを行いクラス分けをします。（出場者数によって方法は変更します）
［参加資格］区内在住・在勤・在学・西淀川区卓球協会認定チーム
［参加費］一般 ２，０００円　高校生以下のチーム １，０００円（大会当日徴収）
［主催］西淀川区役所・西淀川区体育厚生協会　［主管］西淀川区卓球協会
f①郵送・FAX・メールいずれかによる申込受付
　（一財）大阪市コミュニティ協会　西淀川区支部協議会（担当：森・安倍・岩田）
　〒541-0055　大阪市中央区船場中央１-３-２-３０２
　a6125-3311　b6125-3315　g nishiyodosports@gmail.com
　※FAX送信後は必ず届いているか確認の電話をして下さい
②地域支援課（地域支援）へ直接持参による申込受付　q 4月3日（金）17:30

c地域支援課（地域支援）　４階４３番　a6478-9734

お
し
ら
せ
愛の献血にご協力を

　あなたの献血を待っ
ている人がいます。
o 3月13日(金)
10:00～16:30
（12:00～13:00
は休憩時間）

eＪＲ塚本駅西口付近
c保健福祉課 
健康推進グループ　2階25番　a6478-9882
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　身体障がい者手帳、療育手
帳、戦傷病者・被爆者健康手
帳、精神障がい者保健福祉手
帳をお持ちの方、または特別
児童扶養手当１級受給世帯の
方で、交通乗車証またはタクシー給付券の交付を受けて
いる方に対し、新年度分を３月末日までに郵送します。
c保健福祉課 福祉グループ　２階２２番

a6478-9954

お
し
ら
せ

障がいのある方の交通乗車証 
またはタクシー給付券を送付します

　西淀川区は、市内有数の「ものづくりのまち」です。今年も区内のも
のづくり企業のことを区民のみなさんに知ってもらうため、『区民工場
見学会』を開催します。普段見ることのできない工場を見学して、「にし
よど」の技術を体感しよう！
o 3月26日(木) 14：00～16：00　
e IMV株式会社（竹島２-６-１０）　
j区内在住・在学の小学４～６年生及び中学生とその保護者（小学生は
保護者同伴）　p２０名（多数抽選）　q 3月13日（金）　

fメール（g tk0013@city.osaka.lg.jp）・ファックス（b6478-5979）・
郵送（〒555-8501　御幣島1-2-10　地域支援課 地域支援G宛）  
①氏名（ふりがな） ②住所 ③連絡先 ④学校名 ⑤学年 
⑥保護者氏名（ふりがな） を明記してください。

c地域支援課 地域支援G　4階43番　a6478-9893

区民卓球大会（男女別ダブルス）を開催します 要予約

無 料

お詫び

2月号2面の内容に誤りがありました。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。

松ノ湯　営業時間
（誤）　15:30～23:30
（正）　15:30～23:00

物が動く時必ず発生する振動。
そんな振動を「起こす」「感じる」
装置である「振動試験機」のナン
バーワン企業です。
振動のスペシャリストとして日本
のあらゆる「ものづくり」の現場
を支える様子は、まさに『振動で
世界を動かす』企業です。
ぜひ、「振動」の世界を体験して
ください！

りのまち」です。今年も区区内のも
に知ってもらうため、『区民工場区民工場

無 料

IMV株式会社

西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」は、毎月５７,０００部発行し、３月号１部あたりの発行単価（配付費用を含む）は約１９円です。
（そのうち約５円を広告収入で賄っています。）
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