
3月巡回日

中央図書館自動車文庫  6539-3305
停車場所 日時

十八条東公園南入口
（十八条1-8） 

3/3（土）・4/7（土）
10：20～11：50

西中島小学校北門
（西中島7-14）
三津屋公園
（三津屋南2-20） 

3/14（水）
14：1０～15：1０

3/16（金）
10：10～10：55

淀川区役所西側
（十三東２-３）

3/9（金）
14：00～14：45

市営木川第一住宅6号棟前
集会所前（三国本町1-13）

3/14（水）
14：30～15：30

三国小学校南門
（三国本町３-９）

3/20（火）
14：15～15：15

3/28（水）
13：25～15：00

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

3/6（火）・4/3（火）
11：25～12：10

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10） 

移動図書館

3/27（火）
14：00～15：20

北中島小学校南門
（宮原5-3） 

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

3/2（金）・4/6（金）
14：10～14：4０

〈相談場所〉 花と緑の相談は・・・区役所1階特設コーナー　 ひとり親家庭相談は・・・区役所2階　
空家問題に関する相談は・・・区役所5階　 その他は・・・区役所4階相談室

法律相談

行政相談

花と緑の相談

行政書士
相談

空家問題に
関する相談

ひとり親
家庭相談

相談日 時間・受付など 問合せ先

電話予約制（先着16名）
相談日当日の9：00から受付
実施時間13:00～17:00
1人（組）30分

13:00～15:00
国機関の施策・制度の相談

13:00～15:00 ※予約優先
相続・許認可・届出等の相談
予約受付：10：00～17：00

9：15～17：30　事前予約

大阪府行政書士会
（淀川支部）
6306-3307

保健福祉課
2階23番
6308-9423

9:00～17:30
面接または電話

9：00～17：30
窓口または電話

14:00～16:00

3/7（水）・13（火）・
27（火）・28（水）・
4/4（水）

3/5・4/2（月）

3/14・4/11（水）

月～金曜日
（祝日を除く）

月～金曜日
（祝日を除く）

毎月第4月曜日
（祝日を除く）

毎週水・木曜日
（祝日を除く）

法律相談予約専用
6308-9430

政策企画課
5階51番
6308-9683

市民協働課
4階41番
6308-9417

十三公園事務所 
6309-0008

人権相談

相談無料

専門相談員による相談は希望日時に調整
（事前予約制）
月～金曜日  9:00～20:30
日曜日・祝日 9:00～17:00

大阪市人権啓発・
相談センター
予約専用
6532‐7830
6531‐0666

コーナー
相  談

3月25日（日） ９：３０～１３：３０
　　　〔要電話予約・先着順〕

淀川区役所　 16名

3月２2日（木）、２3日（金） 9：30～12：00
6208‐8805

なにわコール（8：00～21：00  年中無休）  4301‐7285
日曜法律相談

市民協働課（まちづくり） ４階４１番　 6308-9734

平成29年度 優良店舗コンクール平成29年度 優良店舗コンクール

淀川区長賞
はなまるマーケット三国店

　（衣料品雑貨小売業・三国新道商店街振興組合）
　西三国3-9-5　 6396-7286
　季節を先取りした流行のアウトレット婦
人服をメインに、その時々に入荷する衣
料雑貨や日用品
などをアラカル
トに取りそろえ
ています。

大阪商工会議所北支部長賞
ねこの木

　（保護ねこカフェ・十三本町商店街振興組合）
　十三本町1-13-14　 6300-7515
　レスキュー等で保護された子猫達が出
迎えてくれます。猫の運動にも気を配り、
その里親も探
しつつ、喫茶室
や猫の居住ス
ペース内もと
ても清潔に保
たれています。

ＭＩＣランゲージスクール
　（英会話教室・三国新三商店街振興組合）
　西三国２-６-８　 7173-7831
　子どもから大人まで、幅広い年齢層向
けの英会話教室です。室内のデコレーショ
ンや外国のイベ
ント、祝日を祝う
など、まるで外国
に来たかのような
教室の雰囲気作
りをしています。

　商品・サービスや店舗デザイン、地
域貢献等の審査で５店舗が受賞され
ました。淀川区内の元気なお店をご
紹介します！
主催：淀川区役所、淀川区商店会連盟　
後援：大阪商工会議所北支部

淀川区商店会連盟会長賞
からあげ専門店つばさ十三店

　（飲食店・十三元今里商店街振興組合）
　十三元今里2-5-2　 6304-6333
　尼崎の１号店は２年連続でからあげグ
ランプリ塩ダレ部門の金賞を受賞し、十三
店は平成29年9
月にオープンし
ました。注文後に
揚げるスタイル
でいつでも揚げ
たてのからあげ
が楽しめます。

㈱Eight  訪問看護ステーションエイト
　（訪問看護事業・三国新三商店街振興組合）
　西三国2-2-21-1　 6397-1270
　訪問看護だけで
なく、利用者の方
が望む形で、自宅
で過ごすことがで
きるように介護・
医療等のさまざま
なご相談にも対応
しています。

大阪市総合コールセンター 市政・区政へのご意見はお気軽に
市の制度や手続き、イベント情報、夜間・休日緊急のご案内などは、大阪市総合コールセンター「なにわコール」まで。
4301-7285　 6373-3302（8:00～21:00 年中無休）　 http://www.osaka-city-callcenter.jp/

政策企画課
6308-9683　 6885-053414
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区政会議
通信
区政会議
通信 vol.11

【区政会議の議事録】区政会議は全体会議、各部会の全ての会議で議事録を作成し、公表していま
す。会議の中で実際にどのような議論を行っているか詳しく知ることができます。要点だけをまとめた
概要版もございますので、関心がある方は区のホームページでご確認ください！

　今年から広報担当となり、写
真の世界の入り口に立ったば
かりの私でも、取材で訪れたブ
ルームギャラリーさんでは更
に写真が楽しくなりそうな
色々なアイデアに触れること
ができました！皆さんもぜひ新
たな写真の魅力に触れてみて
ください。
（広報担当：松本）

編集後記

▲ギャラリーには魅力的なアイテ
ムもたくさんあります！

検索淀川区　区政会議政策企画課（企画）5階51番　 6308‐9405

防 災！やってみよう、

市民協働課（防災）４階41番　 6308-9743

　南海トラフ巨大地震が起きたら、津波が発生し、多数の
犠牲者が想定されます。ただ、地震と同時に迅速な避難が
できれば、大幅に犠牲者が減ることも想定されています。 

災防市阪大「、めたるす決解をみ悩おたしうこ　
アプリ」をリリースしています！

　事前に災害に備えることが、あなたと周り
の人の命を救うことになります。今すぐ「大阪
市防災アプリ」をダウンロードして、いつ発生
するかわからない災害に備えよう！そんなことわかっているけど・・・

　・迅速な避難って言われてもぉ（+_+）
　・どこに逃げたらいいねん（>_<）

このアプリをスマートフォンに登録していると・・・
　・防災情報が手元で収集できていいわぁ（^^）
　・いざという時の避難ルートがわかってべんりぃ（^^）v

大阪市防災アプリって知ってる？

総務課５階５１番　 ６３０８-９６２５

予算の流れ

　皆さまからお預かりした大切な税金や大阪市の収入をどのような事業に
どのくらい使うのか。平成30年度の淀川区予算案の一部をご紹介します。

淀川区の平成30年度予算案　 3億７，８６５万円

大阪市の予算は、市長（市役所）が案を作成し、市会（議会）で審議し、議決を経て成立します。

予算編成
スタート

9月ごろ 2月ごろ 2～3月 4月～
予算案の
公表

市会での
審議スタート 予算成立 事業の実施各区・局で予算案を作成

． ． ． ． ． ． ． ． ．

額
総 ※

「淀川区将来ビジョン2022」で掲げるめざすべき将来像「みんなの笑顔がつながるまち」を実現するため
に重点的に実施する取組みを設定しています。

※上記予算のほか、区長が権限を持つ各局所管の予算（区シティ・マネージャー予算）があります。[ 10億4，435万円]

淀川区災害対策本部機能充実事業
　近年発生が危惧されている大規模災害
に備え、災害対策本部と地域の情報共有
や本部指揮機能強化のための通信機器の
配備を行います。　　　　　 （289万円）
地域防災活動事業
　区民の皆さまが災害時に迅速かつ安全に避
難できるよう、地域防災リーダーへの支援や
防災啓発イベントを行うことで、日ごろからの
防災意識の向上をめざします。　（３２３万円）

スクールカウンセラー事業
　中学校に配置され、いじめや不登校など問
題行動の予防・解決にあたるのがスクール
カウンセラー。淀川区は大幅増員し、全小学
校への派遣を実現します。　  （１,１７６万円）
子ども未来輝き事業
　生活困窮家庭の小中学生に子ども食堂と提
携した学習指導やキャリア教育・体験学習を継
続して実施することで、学習習慣を定着させ、
高校進学率の向上をめざします。（７８８万円）

新たな地域コミュニティ支援事業
　中間支援組織「淀川まちづくりセンター」による、
地域の各種団体の人材育成や資金確保、新たな担
い手の地域活動参画を促進することで、更なる地域
コミュニティの活性化をめざします。（1,８１９万円）

予算をチェック!! ￥

安全・安心
教育・子育て

つながる
まち

毎月1日から4日までの間に全戸配布でお届けしています。配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（ 6308‐9404）まで。
広報誌面へのご意見・ご感想は、お手軽なオンラインアンケートやメール、お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。

政策企画課（広報担当）５階５１番　 ６３０８-９４０４　 ６８８５-０５３４　 tl0009@city.osaka.lg.jp　オンラインアンケートはＱＲコードから➡

広報誌の配布
ご意見・ご感想
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て、いよいよお待ちかねの各地域の「大だこ」コンクール。
　すっ！と上がったたこ、木にひっかかってしまったたこ、何
度も不屈の挑戦を繰り返し、ついに舞い上がったたこ、どれ
もこれもが素晴らしい。とりわけ20畳敷きの超巨大たこが
実際に空を舞っている姿を見た時には本当に感動しました。
　大会実行委員会の水本会長から「去年はあかんかったけ
ど、今年は是非とも山本区長にたこあげ大会、見てほしい
なぁ。そら、見事なもん
でっせ」と言われていた
けど想像以上でした。
　淀川区も、あのたこ
のように舞い上がれ、
天高く！

　３月号で１月のたこあげ大会のことを書くのもどうかと思
いますが、感動したのだから仕方ない。
　１月14日（日）、淀川河川敷で第44回淀川区新春たこあげ
大会が開催されました。
　伝統ある行事ですが、昨年は雨で順延し、延期日も雨でや
むなく中止せざるを得なかったと聞いていました。
　今年度は区民まつり、河川敷フェスティバル、そして衆議
院議員総選挙など何かと雨に悩まされてきた印象があるの
で、何とか今年こそは！と思い、ずっと天気が気がかりでした
が無事スタート。
　まずは、思い思いのデザインを工夫した小学生、中学生の
たこが空を埋め尽くす！（←ちょっとだけオーバーです）
　スタッフの皆さんの心尽しによる熱々の豚汁をいただい

舞い上がれ、天高く！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広
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9面に関連記事

総 合 区・特 別 区ってなんだろう？連載
第２回

副首都推進局問い合わせ担当　 6208-8989　 6202-9355

総合区素案では、
淀川区は東淀川区と合区することとしています。
新たな総合区役所として、現在の淀川区役所を選定しています。

住民票や国民健康保険といった窓口サービス等の事務は地域
自治区事務所（現在の区役所）でこれまでどおり実施します。

※総合区庁舎の選定方法
•現在の区役所庁舎から総合区役所を選定
•選定には、住民からの近接性、利便性、中心性などを
考慮し、庁舎の面積も勘案

第一区 ※総合区の名称は仮称（淀川区・東淀川区）
人口 351,731人（平成27年国勢調査）
 314,465人（平成47年推計人口）

第2回目は「総合区になると淀川区はどうなるの？」

面積 25.91㎢
淀川区 東淀川区

地域自治区事務所
（現 東淀川区役所）

総合区役所
（現 淀川区役所）

東淀川区役所
出張所

十三
公園事務所

十三工営所
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