
11月巡回日

中央図書館自動車文庫  6539-3305

停車場所 日時

西中島小学校北門
（西中島7-14）

11/14（水）
14：30～15：30

三津屋公園
（三津屋南2-20）

11/16（金）
1０：２０～1１：００

11/28（水）
13：25～15：00

移動図書館

〈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

実施時間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

10：00～17：00　要事前予約
就業や自立支援・離婚前相談等

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
窓口または電話

14:00～16:00

11/7（水）・13（火）・
21（水）・27（火）・
12/5（水）

11/5・12/3（月）

11/14・12/12（水）

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

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

北中島小学校南門
（宮原5-3）

コーナー
相  談

11/6（火）・12/4（火）
11：25～12：10

加島南第4住宅北側入口
（加島1-30）

11/2（金）・12/7（金）
14：10～14：40

三国小学校南門
（三国本町３-９）

1１/２０（火）
1４：１５～15：15

十八条北モータープール前
（十八条1-13）

11/3（土）・12/1（土）
10：20～11：50

淀川区役所西側
（十三東２-３）

11/9（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）

11/14（水）
14：10～15：10

アーベイン東三国5号館横
（東三国2-10）

11/27（火）
14：00～15：20

淀川区見守り相談室（三国本町２-１４-３） 6394‐2922　

淀川区子ども・子育てプラザ
（新高1-11）

　認知症高齢者の方等が行方不明となった場合に、
「見守り相談室」が、ご本人の氏名や身体的特徴等の情
報を、民生委員や高齢者関係施設をはじめとする協力
者にメールやファックスを一斉配信し、早期発見・保護
をめざします。
　淀川区社会福祉協議会に設置した「見守り相談室」に
て、行方不明のおそれのある人の事前登録と協力者の
開拓を行っています。

　認知症相談窓口、認知症チェック、
イベント情報など様々な情報を簡単
に入手できます。認知症の方ご自身
だけでなく、ご家族、支援者の方もぜ
ひご活用ください。

見守りメール配信までの流れ

　認知症高齢者や若年性認知症の方及び認知症の疑
いにより行方不明になるおそれのある方。 「大阪市認知症アプリ」の配信がスタート！！

現在の登録状況

申込み・問合せ

見守りメールって？

事前登録対象者

事前登録者 協力機関・協力者

52名 195件（平成30年7月現在）

行方不明の可能性がある方の情報を事前に登録。1

行方不明時、ご家族等が「見守り相談室」へ
発見協力を依頼。

2

「見守り相談室」が協力者へ
見守りメールを配信。

3

警察や協力者が捜索協力を行う。4

9：00～17：30
面談または電話

月～金曜日
（祝日を除く）

市民協働課
4階41番
6308-9417

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

　 7830@osaka-jinken.net

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

11月号 No.055

「認知症高齢者見守りメール」にご登録ください！！
地域で広がる見守りの輪！地域で広がる見守りの輪！地域で広がる見守りの輪！



市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

１2月2日（日）
１２：３０～１６：３０（１２：００開場）
淀川区民センター（野中南２-１-５）
●オープニングステージ（和太鼓）
●開会式典　●舞台発表　●作品展示　
●絵本コーナー＆紙芝居実演●喫茶コーナー
●体験コーナー（囲碁、ちりめん細工、バルーン、
切り絵、お茶席、手作りおもちゃ　ほか）

※体験コーナー・喫茶コーナーは15:30最終受付
淀川区生涯学習推進員連絡会、淀川区役所
淀川図書館、淀川区子ども・
子育てプラザ
市民協働課（教育支援）
４階４１番　 ６３０８-９４１５

　今月号で東淀川駅を取材しまし
たが、様々な列車が音を立て往き来
するのを見ているだけで自然と気
持ちが昂りました。男は何歳になっ
ても大きくて迫力のある鉄の塊に
興味を惹かれてしまうものですね。
（広報担当：松本） 深
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　淀川区は、区内中学校とのタッグで漢字力
アップを応援しています。 詳しくはこちら

◀

◀

じ
や
お
こ
ん
が

ん
さ
夢

市民協働課（教育支援）４階４１番　 6308-9415

クイズで名人！其の八～「今年の漢字」クイズ～
毎年12月に、全国からの公募をもとに「今年の漢字®」が発表されてい
ます。今から10年前（2008年）、5年前（2013年）の「今年の漢字®」
は何でしょう？その年に起こった出来事をヒントに考えてください。

： 題問

「今年の漢字®」は（公財）日本漢字能力検定協会の登録商標です。協力：（公財）日本漢字能力検定協会

答えは６日のTwitterを見てね！来月号欄外にも掲載します。
2018年「今年の漢字®」の応募箱を区役所１階に設置しました。ぜひ、ご応募ください！

生涯学習ルーム
マスコットキャラクター
「スタートル」

昨年度の様子

（1）2008年の漢字【　　　】
ヒント ・日本の首相が短期間で交代。

・アメリカでオバマ氏が次期大統領に決定。
・リーマン・ショックが発生

（2）2013年の漢字【　　　】
ヒント ・2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催決定。

・1年間で30を超す台風が発生。
  国内外で多くの災害支援が行われた。

毎月1日から5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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入場無料 申込不要

　各小学校で活動している生涯学習ルームの成果を、舞台発表、作品展示、体験コーナーで紹介します。
淀川図書館と淀川区子ども・子育てプラザの協力による絵本コーナー＆紙芝居実演もありますよ！

子どもから大人の方までどなたでもお気軽にお越しください☆彡

市民協働課（防災）４階41番　 6308-9743

やってみよう、防災！
～11月5日は津波防災の日～

淀川区にも津波は来るの？
　南海トラフ地震が発生した場合、地震発生から約２
時間後に、５．６ｍの津波が西淀川区湾岸に押し寄せる
恐れがあり、淀川区内では田川、塚本地域で最大３ｍ
の津波が、南部は西中島地域まで、北部は宮原、三国
地域まで押し寄せると予測されています。

津波避難ビルの登録にご協力ください！
　淀川区では区民の皆さまの命を守る
ため、津波避難ビルの指定を進めてい
ます。ご協力いただける方は担当まで
ご連絡ください。

知っていますか？津波避難ビル！
　津波や河川の氾濫から身を守るためには、少しでも
早く「高い」場所(建物の３階以上)に避難する必要があ
ります！淀川区内には現在１６４施設が
津波避難ビルとして登録されていま
す。お近くの津波避難ビルの場所は
HPや防災マップにてご確認ください。

はんらん



地域のさまざまなな立場の人や団体が一緒に
なって、身近な地域課題の解決や、まちの活性
化について話し合い、取り組む“しくみ”です。
（「地活協」は「地域活動協議会」の略称です。）

みんな知ってる・・・かなぁ？？

「よどマガ！」12月号では 地活協特集 を掲載します。地活協って『？？』から地活協って『！！』へ
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淀川区役所
フェイスブック

淀川区役所
ホームページ

淀川区役所
ツイッター

10月号15面のクイズの答え
（1）シンガポール （2）ブラジル
（3）ポルトガル （4）スイス
（5）スペイン （6）フィリピン
（7）エジプト

ご近「助」付き合い、大切に！

やま  もと ま さ  ひろ

淀川区長　山本 正広

11月号 No.055

▶西中島地域の防災訓練
では子ども達も大活躍！

に、逆に被災される方が出ないかも心配でした。
　区役所から区民の方一人一人に直接お伝えする手段が
あればいいのですが、現実に無い以上は普段からのご近
所同士のつながりが大切だと思うのです。今回も、避難所
の情報等は地域活動協議会、地域振興会、防災リーダーな
ど地域の代表の方にご連絡しました。地域振興会なら連合
から各町会、各班、そして班の皆さんへと伝えていただけた
ら、また区民の皆さんも「いざという時は〇〇さんに尋ねよ
う」というようなつながりがあれば素晴らしい。よく自助、共
助、公助と言います
が、ご近所同士で助
け合い、支えあうご
近「助」付き合いをど
うぞよろしくお願いい
たします。

　9月初めに大阪を直撃した台風21号では、甚大な被害が
生じました。被害にあわれた皆さんには心からお見舞い申
し上げます。
　台風24号の時は前回の反省を活かし、避難所開設につ
いて早めの判断と周知を心掛けましたが、あらためて痛感
したのは災害時広報の難しさです。特に神崎川の水位が
「避難準備・高齢者等避難開始」レベルに達した時にどうし
ようか、と思いました。これは避難に時間を要する方は避
難を開始してくださいという意味です。
　その前に自主避難を希望される方へ避難所を開設して
いることは防災無線等でお知らせしていましたが、特に室
内では聞き取りにくいですね。もちろん区のホームページ
やツィッターなども活用しますが、やはり高齢者の方々に
一番伝わるのはＴＶやラジオと思われるので、電池式等の
ラジオをぜひ各自で準備しておいてほしいと思います。
　また、防災無線等で呼びかけると、今マンション等の高
層階にお住まいで、風雨の中移動しない方が安全なの
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