
広告掲載枠

❖ナイター法律相談 無料
l５/12（木）18：00～21：00
　　　（受付は20：00まで）
I中央区民センター
　　　（中央区久太郎町1-2-27）
C 40名（先着順）
※定員に達した時点で受付早期終了あり

❖日曜法律相談 無料
l５/22(日)９：30～13：30
I北区役所（北区扇町2-1-27）
C 16名(電話予約要：先着順)
V電話で、５/19(木)・20(金)の
　　　 9：30～12：00に申し込み。
　　　予約専用電話はH6208-8805

■U大阪市総合コールセンター　H4301-7285

■U健診（保健企画）　２階22番　H4809-9882

　個人番号カードの交付手続き
等について、「カード管理システ
ム」（地方公共団体情報システム
機構（J-LIS）により運用）に障害
や通信エラー等が全国的に発生
しており、個人番号カード交付
事務に遅れが生じています。
　それに伴い、個人番号カード
の手続きが大幅に遅れており、申請から「個人番号
カード交付通知書」がお手元に届くまでに、10ヵ月程
度お待ちいただいています。
　皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。

U 梅田市税事務所市民税等グループ（個人市民
税担当）　H4797‒2953U 安全安心　１階❽番　H4809‒9819

各 種 相 談 日
健 康 掲 示 板

区役所で実施（★は予約制）

　 成28年度　給与所得等に係る特別徴
収税額の決定通知書を送付します

やっ !と感じたら、まずは近くの人に
相談を！

　 き家相談窓口が始まりました 平

お

空

　平成28年度の給与所得等に係る市民税・府民税特別
徴収税額の決定通知書を、平成28年５月中旬から事業
主（会社等）を通じて、給与所得者の方に送付します。
　給与所得者の方の平成28年度個人市・府民税は、事
業主（会社等）が平成28年６月から翌年５月までの毎
月の給与から差し引き、大阪市へ納めることになりま
す。この制度を特別徴収といいます。
　なお、地方税法の規定により、事業主（会社等）は、原
則、特別徴収義務者として、給与所得者の個人市・府民
税を特別徴収していただくことになっておリます。

　詐欺の手口はいろいろあり、
あんな手、こんな手で騙そうと
します。
　　「お金は送らない！「お金は送らない！
　 　　振り込まない！　 　　振り込まない！
　　　　　　手渡さない！」　　　　　　手渡さない！」
　区内でも３件の被害が出て
います！中には区役所職員を
語る詐欺被害未遂もありまし
た。
　詐欺被害を無くすためにも、
遠慮せず身近な知り合いや、区
役所・警察に相談しましょう。

　４月から、倒壊等の危険や衛生上有
害な建物など、放置することが不適切
な状態にあると認められる「特定空家
等」の対策を進めるため、区役所内に相
談窓口を設置しました。
【相談・通報の受付時間】 
　・月曜日～金曜日
　・ ９：00から17：30まで（土日祝日及び
12月29日～１月３日を除く）

　詳しくは区ホームページ
　をチェック➡

　淡路駅前の出張所では、
区役所と同じく、税や社会
保障の手続きに必要な個
人番号（マイナンバー）の
記載された住民票につい
て、ご希望された場合に限
り発行できます。ただし同
じ世帯以外の代理人の方

が委任状持参で請求の場合は、後日郵便でのお届けになり
ます。

❖特定健康診査･後期高齢者医療健康診査 無料・予約不要
日　時 場　所 対象・費用
5/14(土)
9:30～11:00 保健福祉センター 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入

している方。受診券と保険証を持参。

❖各種検診（健診） ※保健福祉センターで実施

内　容 日　時 対　象 費　用

予
約
制

胃がん検診

予約の際にお問い合わ
せください。

40歳以上の方 500円
大腸がん検診 40歳以上の方 300円

肺がん検診 40歳以上の方
エックス線 無　料

かくたん検査※1 400円

乳がん検診
30歳代の女性　※2 1,000円

40歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方） 1,500円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方）　※2 400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査 5/2(月)10:00～11:00
5/16(月)13:30～14:30

・妊娠を希望する女性
・妊娠を希望する女性の配偶者
・妊婦の配偶者

無　料

予
約
不
要
結核健診 5/2(月)10:00～11:00 15歳以上の方 無　料

※1 かくたん検査の対象者には条件があります。　※2 医療機関で受診

相談日 問合せ

法律相談★
５月…6・12・19・26（６日のみ金曜日）
６月…2・9・16・23
(第1～4木曜) Q13：00～17：00

広聴相談　1階10番
H4809-9683
★予約専用電話…H4809-9843
(相談日当日の9：00から受付)

税務相談★
５月…10・17・24・31
６月…7・14・21・28
Q13：00～16：00

★広聴相談　1階10番
H4809-9683
(相談日当日の9：00から受付)

行政書士★
による相談

５月11(水)　６月8(水)
Q13：00～16：00

★行政書士会相談受付
H6306-3307
(月～金10：00～16：00)

司法書士★
による相談　

５月18(水)　６月15(水)
Q13：00～16：00

★司法書士事務所　H6358-4533
(月～金9：00～18：00)

社会保険労務士
による相談★

５月25(水)　６月22(水)
Q13：00～16：00

★社会保険労務士事務所
H4800-8125
(月～金10：00～17：00　当日受付も可)

就労相談★
５月…11・18・25
６月…1・8・15・22・29
(毎週水曜) Q9：15～12：15

★11：45～12：15は要予約
大阪市地域就労支援センター
H0120-939-783

経営相談★ 随時(土日除く7日前までに申込み) ★広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

人権出張相談★
(月～金) Q9：00～21：00
(土・日・祝) Q9：00～17：30
(電話・ファックスでの相談も可)

★人権啓発・相談センター
H6532-7830　56531-0666

ひとり親家庭サ
ポーターによる
相談★

５月…6・10・13・17・20・24・27・31
６月…3・7・10・14・17・21・24・28
（毎週火・金）Q9：15～17：30

★子育て・教育　2階25番
H4809-9852
ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

行政相談 ５月2(月)　６月6(月)
Q14：00～16：00(受付は15時まで)

広聴相談　1階10番
H4809-9683

花と緑の相談 ５月10(火)　６月７(火)
Q14：00～16：00

十三公園事務所　H6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

区長との懇談★
(定員3組)

５月25(水) ６月22(水)
Q13：30～15：00

★広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

５月１日～６月30日

国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲
法の意義を再確認しましょう。法の意義を再確認しましょう。５月１日から７日は「憲法週間」です

無
料

※ 詳しくは、お問い
合

※ 詳しくは、お問い
合

わせください。わせください。

マイナンバーカー
ド（個人番号カー
ド）の交付に遅れ
が生じています

マイナンバー入り
住民票は出張所で
も取れます！

お金が関係するお金が関係する
不審な電話に不審な電話に
注意！注意！

まずは誰かにまずは誰かに
相談を！相談を！

U広聴相談
　　　１階10番　H4809‒9683

U出張所〔住民登録〕（東淡路４-15-１ ２階）
　　　H6322‒0731

出張所では「個人番号カード」のお受け取りは
できませんので、ご注意ください！

Uマイナンバー臨時窓口(区役所１階)　H0570‒065657

申
し
訳

　

ご
ざ
い
ま
せ
ん
!!

◆納期限のお知らせ…軽自動車税、介護保険料の納期限は、５月31日（火）です。

◆「広報ひがしよどがわ」５月号は63,000部発行し、１部あたりの発行単価（配付費用含む）は約16円です（そのうち約３円を広告収入で賄っています）。
◆「広報ひがしよどがわ」は再生紙を使用しています。２

期限内納付にご協力をお願いします


