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❺
ごみの出し方・予約方法
【毎月第３火曜日】
保存食品の寄付（フードドライブ）受付（※）

当日会場にて受付
※保存食品の寄付受付は14時以降に
　なります。

8月17日（火） １４時～１６時

鶴見区役所
１階ロビー

❹ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】

当日会場にて受付

❽ 日曜法律相談 8月22日（日）
天王寺区役所・平野区役所予約制

❼
【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）

な  に  わコール

8月27日（金）
14時～15時30分❻ 予約制こころの相談

（精神科医）
鶴見区役所1階
⑪番窓口

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話

（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

次回は9月8日（水）の予定です
中止

●不動産相談・司法書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

マ
ス
ク
着
用

❸
当日９時～電話にて受付

（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

8月18日（水） １３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制
8月10日（火） １３時～１６時

当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

法律相談
【第4金曜日】

予約制

問合せ ❶

❷

❸

総務課（政策推進）
4階41番
☎6915-9683

❹ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❺ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❻ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❼ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階

8月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

　令和4年（2022年）4月に大阪市立の小・中学校へ
入学を希望される外国籍のお子さんは、9月30日（木）
までに手続きをしてください。

外国籍のお子さんの
入学手続きのご案内

対象者

上記の保護者の方へ区役所から8月中旬に入学のご案内を
送付します。入学案内書の「入学申請書」に必要事項をご記入
のうえ、送付［〒538-8510／（住所不要）鶴見区役所 窓口サー
ビス課（住民情報）］またはご持参ください。
　なお、転居等により入学のご案内がお手元にない場合で
も、区役所で手続きすることができます。

申請方法

問合せ 窓口サービス課（住民情報） 1階③番 
☎6915-9963

※学校選択制にかかる書類は別途8月下旬から9月上旬に
送付します。（新中学1年生は小学校を通して配付します）

※入学される学校は、12月末までに区役所からお知らせ
します。

平成27年（2015年）4月2日から平成28年（2016
年）4月1日までに生まれたお子さん小学校

令和4年（2022年）3月に小学校卒業の見込みの
お子さん中学校

※❺フードドライブ…ご家庭で余っている食べきれない保存食品を提供いただき、必要としている施設や団体にお届けする取り組み。

　国民健康保険では、前年の所得を申告していない方の
いる世帯へ、「国民健康保険料のための所得申告書」を7
月に送付しています。同封の返信封筒でご提出ください。
　国民健康保険料の軽減（7・5・2割）および減免は、世帯
全員の所得が判明している必要があります。所得不明
の方がいる場合、軽減・減免を受けられませんので、税
の申告が不要な場合も、国民健康保険にかかる所得の
申告を行ってください。
　なお、未提出の世帯を対象に、「大阪市国民健康保険
料コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけ
ています。ご協力をよろしくお願いします。

「国民健康保険料のための
所得申告書」の提出を
お願いします

提出先・問合せ 窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 
☎6915-9956

区 役 所 か ら の

お知らせ

8月16日（月） 19時～20時
鶴見区民センター 集会室1・2
学校運営支援センター進路支援相談員
中学3年生および保護者等
25名（先着順）

電話・FAX・メール・
大阪市行政オンラインシステム

8月6日（金）

　各種奨学金制度の情報提供と就学支援金等につい
て説明会・相談会を開催します。

高等学校等への進学向け
奨学金制度説明会

無
料

日時
場所
講師
対象
定員
申込方法

締切
問合せ 教育委員会事務局 学校運営支援センター

☎6115-7641　FAX6115-8170
ua0018@city.osaka.lg.jp

参 加 し て み ま せ ん か ？

講座・催し

8月11日（水） 14時～16時
区役所2階 集団検診室
アルコール専門病院相談員によるミニ講座、
当事者体験談など

当日会場までお越しください。
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

　飲酒問題を抱え回復をめざしている方、ご家族の
飲酒問題で悩んだり困っている方など、どなたでも参
加いただけます。

酒害教室 無
料

申
込
不
要

日時
場所
内容

申込方法

8月19日（木）、9月2日（木） 9時30分～11時30分
区役所2階 集団検診室
統合失調症を中心とする精神障がいのある方
※主治医の意見書が必要です。
初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください。

ミーティング、軽い運動、認知機能リハビリテー
ションなど

電話・窓口

　仲間と一緒にほっこりとした時間を過ごしましょう。
午前の教室なので生活リズムも整います。

地域生活向上教室
（ほっこり・ほのぼの）

無
料

日時
場所
対象

内容

申込方法
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

　家族の方が病気について正しい知識を学び、本人へ
の接し方を考える教室です。講師によるミニ講座「生きが
いづくりのために地域社会資源を知ろう」、家族交流会、
問題解決技法を用いたグループセッションを行います。

統合失調症の家族教室 無
料

8月18日（水） 13時30分～15時30分
区役所2階 集団検診室
鶴見区社会福祉協議会 生活支援コーディネーター
統合失調症と診断された方のご家族
※初めて参加される方は必ず事前にご連絡ください。

電話・窓口

日時
場所
講師
対象

申込方法
問合せ 保健福祉課（保健活動） 1階⑪番

☎6915-9968

　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、現在の平
和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に、国とし
て改めて弔慰の意を表すため支給されるものです。
　支給対象者は戦没者等の死亡当時のご遺族であ
り、かつ令和2年4月1日（基準日）において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる遺族年金」等を受けておられないご遺族（お一人）
で、額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
　なお、支給を受けるためには令和5年3月31日まで
に請求が必要です。詳しくはお問い合わせください。

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金の請求について

問合せ 市民協働課 1階⑧番 ☎6915‒9159

鶴見区役所3階
相談室　
※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。

※第2金曜日はお休みです
8月27日（金） １３時～１７時

予 約 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882　
問合せ（健診内容・健診場所などに関すること） 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 ☎6915-9882

（特定健診 受診券に関すること）  窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 ☎6915-9956

●区役所で実施する各種健診・検査

※予約要の検診については定員に達し次第、予約を締め切ります。
★印のものは、勤務先等で同程度の検診を受診できる方等は対象外となります。

大腸がん検診★ （免疫便潜血検査） 300円

肺がん検診★ （エックス線）
（条件によりかく痰検査を実施）

無料
（かく痰検査は400円）

40歳以上の方
（昭和57年3月31日以前生まれの方）

11月18日（木）
12月22日（水）

9時30分～10時50分
9時30分～10時50分

10月11日（月）
10月20日（水）

9時30分～10時50分
9時30分～10時50分

10月11日（月）9時30分～10時50分

乳がん検診★
（マンモグラフィ検査） 1,500円

40歳以上の女性で
昨年度受診されていない方

（昭和57年3月31日以前生まれの方）

骨量検査 無料 18歳以上の方
（平成16年3月31日以前生まれの方）

結核健診 （エックス線） 無料 15歳以上の市民の方8月31日（火）
9月2日（木）

10時～11時
10時～11時

内容 料金 対象（大阪市民）実施日・受付時間

予
約
不
要

予
約
要

9時30分～11時
9時30分～11時

8月21日（土）
9月7日（火）

大阪市国民健康保険または
後期高齢者医療制度加入の方

（40歳以上）
特定健診 無料

歯科健康相談 無料 市民の方9月7日（火）
10月20日（水）

9時30分～11時
9時30分～11時

　区の歴史やまちの魅力を知り、区への愛着を深めていただくために今年
も開催を予定している「つる魅力検定」から、過去の問題（一般の部）をピック
アップしました。ちょっと腕だめし、してみませんか？

❶約40個 ❷約70個 ❸約100個 ❹約130個
答えは7面にあります

鶴見緑地には、災害時に簡易なトイレを設け使用できる「マン
ホールトイレ」が設置されています。設置されている数はいくつ
ありますか？

Q.

にチャレンジ！にチャレンジ！

問合せ 総務課（魅力創造） 4階41番 ☎6915-9176

マンホールの上に仮囲いを設置すれば使用できます！

鶴見区民なら知っておきたい！

切干大根（乾）……20g
水……100～120cc
白玉粉……100g
ベーコン……20g
チーズ……20g
青ネギ……20g
油……小さじ2
めんつゆ、しょうゆ……お好みで

材料（2人分）

作り方
① 切干大根は流水で洗い、水気をしぼり、キッチンバ

サミ等で小さく刻む。
② ①を水100～120ccにつけて戻す。
③ やわらかくなった切干大根に白玉粉を入れて混ぜる。
④ ベーコン、チーズ、青ネギは小さく刻む。
    ※市販の刻みネギ、刻んだとろけるチーズでも代用可能。
⑤ ③と④をよく混ぜて、10～12個の俵型に丸める。
⑥ フライパンに油をひき、⑤を焼く。
⑦ 焼き色がつけば、ひっくり返してもう片面も焼く。
⑧ 焼きあがれば、しょうゆやめんつゆでいただく。

　切干大根は水で戻した後、そのまま調理するので歯ご
たえが残ります。さらに白玉粉を使うことで、もちもちの
食感になります。お子さんにも食べやすいように、
具材はベーコン、チーズを使用しましたが、同じ
分量で桜海老、しらすなどに変更すれば、
アレルギー疾患のあるお子さん
でも食べられる一品です。

問合せ 保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 
☎6915-9882

※1人分エネルギー／312kcal

撮影協力:鶴見区食生活改善
推進員協議会　榎本校区

コロナ禍で増加する自殺の現状

　厚生労働省が公表した「令和2年中における自殺の状
況」（確定値）によると、令和2年の自殺者数は全国で2万
1081人で前年に比べ912人、4.5％増加し、リーマン
ショックの影響で経済状況が悪化した平成21年以来11
年ぶりに増加に転じました。

　性別では女性が935人（15.4％）増の7026人で、年代
別では20歳代が404人（19.1％）増の2521人と顕著に増
加しています。厚生労働省は増加要因の1つに新型コロ
ナウイルスの感染拡大による社会環境の変
化をあげており、「変化の影響を受けやす
い女性や若年層で自殺者数の増加が生じ
てしまった」との見方を示しています。

　自殺の原因となった問題で、一番多いのは「健康問題」、
次に「経済・生活問題」「家庭問題」でした。自殺は複合
的な原因によることが多く、例えば「経済・生活問題」や
「家庭問題」などが深刻化すると、それに連鎖して「うつ
病」などの「健康問題」を引き起こしてしまいます。

　さまざまな悩みを抱えている方は、一人で悩まず、専
門の相談機関にご相談ください。また、身近な方の悩み
に気づいたら、悩みに耳を傾けるとともに、専門家への
相談をすすめ、やさしく見守りましょう。

広報誌「厚生労働」2021年3月号特集より

家庭問題
15%
家庭問題
15%

健康問題
49%
健康問題
49%

経済・生活問題 15%経済・生活問題 15%

勤務問題 9%勤務問題 9%

男女問題 4%男女問題 4%

学校問題 2%学校問題 2%
その他 6%その他 6%

厚生労働省「令和2年中における
自殺の状況」（確定値）より作成

コロナ禍の影響などから自殺者数が増加 女性や若年層の自殺者数が増加

原因は健康問題が49％

■年別自殺者数

■自殺原因・動機別割合（令和2年）

健康コラム

☎6915-9968
（月～金 祝日・年末年始除く 9時～17時30分）

鶴見区保健福祉センター（保健活動）
こころとからだの健康相談

☎6923-0936
（月～金 祝日・年末年始除く 9時30分～17時）

こころの悩み電話相談

☎6309-1121
（24時間・年中無休）

関西いのちの電話

http://kokoro-osaka.jp/
（サイト内「相談窓口検索」から）

こころのオアシス
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警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成（注：令和2年は暫定値）

女

男

合計

令和2年は
11年ぶりに増加自殺対策基本法の成立

減少傾向

主な相談先は
こちら

切干大根で作る

もちもち
大根もち

切干大根で作る

もちもち
大根もち

（鶴見区食育推進ネットワーク：浜特別養護老人ホーム管理栄養士考案）

よ
く
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ん
で
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★個人事業税の納期限は8月31日（火）です。
　�  問合せ  中央府税事務所�☎6941-7951

府税あらかると 検索

●以下は広告スペースです。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。


