
令和２年度　狂犬病予防集合注射会場のお知らせ

d 13：３０～16：００（雨天決行）
※１１：００時点で大阪管区気象台が大阪市内に「特別警報」「暴風警報」を発表している
　場合は中止させていただきます。
k１頭につき3,300円（狂犬病予防注射2,750円、注射済票交付手数料550円）
　※ 未登録犬の場合は登録手数料として別途3,000円が必要です。

　令和２年度狂犬病予防集合注射を次の会場で実施します。犬の登録（終生１
回）と狂犬病予防注射（毎年１回）、鑑札・注射済票の装着は狂犬病予防法で定
められた飼い主の義務です。

狂犬病予防集合注射会場
実施日

区内の会場

4月  2日(木)
4月  3日(金)
4月15日(水)
4月22日(水)
4月26日(日)

実施会場
福小学校（南門）
川北小学校（北側講堂横門）
大和田川公園（出来島小学校東側）
新佃公園（国道２号線沿い）
西淀川区役所（東側検診車スペース）

住  所
福町2-5-23
中島1-11-20
出来島2-1
佃2-6
御幣島1-2-10

区外の近隣会場 4月  7日(火) 塚本公園 淀川区塚本4-15

c保健福祉課 健康推進グループ　２階25番　a6478-9973

３月２日（月）から最寄りの動物病院でも令和２年度の狂犬病予防注射が受けられます。
料金は集合注射会場と異なる場合がありますのでご注意ください。

日 時 問 合 せ
● 西淀川区役所 （西淀川区御幣島1-2-10） 

● 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）

3月5日(木)、12日(木) 、19日(木)、26日(木)
１３：００～１７：００ （１人３０分以内）

総務課（5階52番） a6478‐9683
【電話予約受付】当日9：00～（p8名・先着順）法律相談

総務課（5階52番） a6478‐9683　
e３階相談室行政相談 3月5日(木) １３：３０～１５：００

3月19日(木) １４：００～１５：３０
十三公園事務所 a6309-0008 
e1階区民ロビーで実施花とみどりの相談

3月18日(水) １３：００～１７：３０ 生活自立相談・就労支援窓口（3階32番） a6471‐8222　
【電話事前予約優先】　j西淀川区在住の方

社会保険労務士
による相談

随  時

月曜日～金曜日 10：00～16：00

生活自立相談・就労支援窓口（3階32番） a6471‐8222
j西淀川区在住で生活にお困りの方

生活困窮者のための
生活自立相談

保健福祉課（2階23番） a6478-9955　
j主に10代で出産された、若年の親とその子どもの世帯

子ども支援ワーカー
による相談

3月24日(火)、31日(火)
１３：００～１６：００ （１人３０分以内）   

近畿税理士会西淀川支部 a6478-2410
事前予約の受付は平日9：00～12：30 【電話事前予約優先】
j西淀川区内在住・在勤の方　e３階相談室

税務相談

火曜日、木曜日、金曜日 9：30～17：30 保健福祉課（2階23番） a6478-9952 
jひとり親の就業資格相談、離婚前相談

ひとり親家庭サポーター
による相談

3月13日(金) １３：００～１６：００    全日本不動産協会大阪府本部北支部 a6373-1511
【電話事前予約優先】　e３階相談室不動産相談

3月27日(金) １３：００～１５：００    
大阪府行政書士会淀川支部 a6643-9903 
【電話事前予約優先】 e３階相談室行政書士相談

各
種
無
料
相
談
j
相
談
者
は
市
内
在
住
の
方

日 時 ・ 受 付 時 間 対 象

3月10日（火）、4月27日（月） 10：00～11：00 15歳以上の市民の方 無 料

無 料

結核健診

費 用

3月12日（木）、4月9日（木）
13：00～14：30 

生後1歳に至るまでの間にあるお子さん
（標準的な接種月齢　生後５か月～８か月未満）BCG接種

各
種
検
診

3月22日(日)  9：30～13：30
予約専用電話 a6208-8805 
【電話予約受付】 3月18日(水)、19日(木) 9：30～12：00 （p16名・先着順）
c大阪市総合コールセンター a4301-7285

日曜法律相談

検 診 名

要予約

要予約

要予約

無 料
対象児には、
個別に
ご連絡します

令和元年11月6日～令和元年12月5日生まれ

平成30年8月生まれ

平成28年11月生まれ

3月24日(火) 

3月10日(火)

3月17日(火)

受付
① 12：45～13：00
② 13：15～13：30
③ 13：45～14：00

3か月児健康診査

1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査

● 天王寺区民センター（天王寺区生玉寺町7-57）

3月23日(月) １８：００～２１：００
（受付は２０：００まで）

【当日会場で受付】（定員４０名）
17:30の受付時に来場された方で抽選順。空きがある場合は以降、先着順。
c大阪市総合コールセンター　a4301-7285

ナイター法律相談 要予約

※「司法書士相談」の3月の実施予定はありません。4月以降の日程は決まり次第、広報紙等でお知らせします。

c健康推進グループ a６４７８--９８８２　e保健福祉センター（区役所２階）

今月の1階窓口混雑状況（予測）

ご不便をおかけしますが、
皆様のご理解と
ご協力をよろしく
お願いします。

　毎年３・４月は引っ越しシーズンに伴い区役
所１階の住民情報・保険年金の窓口は大変
混雑します。1～2時間の待ち時間が生じる・
電話がつながりにくいなどの状況が見込ま
れます。お手続きをされる場合は、時間に余
裕をもってご来庁ください。
　また、22日（日）、住民情報窓口は受付して
おりますが、システムメンテナンスによりマ
イナンバーにかかる手続きはできませんの
でご了承ください（29日（日）はお手続きい
ただけます）。

1 階窓口が大変混雑します

2020年3月号 ● No.286o日時・期間　e場所　i内容　n講師　j対象　p定員　r持ち物　k費用　q締切　f申込　c問合せ記号の見方

o 3月4日（水）・18日（水）13:00～16:00　e大阪国際交流センター(天王寺区上本町8-2-6）　p各日4組（大阪市民限定）　
k無料　c・f大阪国際交流センター　a６７７２-１１２７（電話予約制　月曜日～金曜日 9：00～19：00　土曜日、日曜日、祝日 9：00～17：30）

外国籍住民
法律相談 
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