
広告掲載枠

相談日 問合せ・相談内容

弁護士による
法律相談★★

２月…2・9・16・23
３月…2・9・16・23
(第1～4木曜) Q13：00～17：00

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

税理士による
税務相談★★

２月…7・14
３月…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)

宅地建物取引士
による
不動産相談★★

２月１(水)　３月１(水)
Q13：00～16：00

全日本不動産協会大阪府本部北支部
H6373-1511(月～金10：00～16：00)
賃貸・売買契約や相続、名義変更など
不動産に関する相談

行政書士
による相談★★

２月８(水)　３月８(水)
Q13：00～16：00

行政書士会相談受付
H6306-3307(月～金10：00～16：00)
官公署に提出する許認可や登録申請、�
遺言や相続、契約などの手続きの相談

司法書士
による相談★★

２月15(水)　３月15(水)
Q13：00～16：00

司法書士事務所　H6358-4533
(月～金9：00～18：00)
簡易裁判所における訴訟代理業務、
供託手続き、登記簿手続きなどの相談

社会保険労務士
による相談★★

２月22(水)　３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)
年金・医療、労災・雇用保険、退職・解雇、�
セクハラ・パワハラなどに関する相談

就労相談★
（９：15～11：45
は予約不要）

２月…1・8・15・22
３月…1・8・15・22・29
(毎週水曜) Q9：15～12：15

大阪市地域就労支援センター
H0120-939-783
資格・技能取得講座などの紹介、履歴書の
書き方、面接の受け方など、仕事探しのた
めのアドバイス・相談

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★

２月…3・7・10・14・17・21・24・28
３月…3・7・10・14・17・21・24・28・31
（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

行政相談委員に
よる行政相談

２月6(月)　３月6(月)
Q14：00～16：00(受付は15時まで)

広聴相談　1階10番　H4809-9683
国の仕事やその手続き、サービスに
対する意見・要望などの相談

花と緑の相談 ２月７(火)　３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

2月１日～3月31日
各 種 相 談 日専門家

による
秘密厳守

無料その問題、専門家が一緒に考えます！

区役所で実施
★…予約制。★…１組30分以内

■U 健診（保健企画）
　　　2階�番
　　　H4809-9882

健 康 掲 示 板

❖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

3/11(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。持ち物…受診券と保険証。

❖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※１
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※2 400円

乳がん
検診

超音波検査
※3

30歳以上の女性 1,000円

40歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方） 1,500円マンモグラフィ

子宮頸がん検診※3 20歳以上の女性（昭和奇数年、
平成偶数年生まれの方） 400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査 2/23(木)10:00～11:00
3/6(月)10:00～11:00

・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 2/23(木)10:00～11:00

3/6(月)10:00～11:00 15歳以上の方 無　料

※１��医療機関での受診は1,500円。　※２�かくたん検査の対象者には条件があります。
※３�医療機関で受診

けん診に関心
　寿命の延伸！

がん検診等の予約状況はこちら▶
大阪市　がん検診予約状況 ➡検索

■U 大阪市総合コールセンター　H4301-7285

❖日曜法律相談 無料
l２/26(日)９：30～13：30
I城東区役所（城東区中央3-5-45）
　　　港区役所（港区市岡1-15-25）

C各16名(電話予約要：先着順)
V電話で、2/23(木)・24(金)の
　　　9：30～12：00に申し込み。
　　　予約専用電話はH6208-8805

小　�学校入学前にＭＲ（麻しん風しん混合）
　ワクチン接種を！

接種場所 市内委託医療機関
B【１期】生後12～24か月に至るまで
　　　　　　（２歳の誕生日前日まで）
　　　【２期】平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれの方
　　　　　　（小学校就学前１年間）
S予防接種手帳・母子健康手帳

　平成29年４月に小学校に入学される方が無料で接種
できる期間は、平成29年３月31日までです！この期間を
過ぎると全額自己負担となり１万円程度かかります。

U 感染症（保健企画）　2階�番　H4809-9882

東　�淀川区中部地域包括支援センター「びはーら」は、くらし・介護・福祉の身近な相談窓口です
　地域の高齢者の方々と、そのご家族が抱える生活へ
のご不安・介護保険についての疑問など、さまざまな相
談を日々お受けしています。安心して住み慣れた地域
で生活を続けることが出来るように関係機関と協力し
ながら皆さまを支援させていただきます。
　「近所に心配な人がいる」「一人で生活するのが不安」
「介護保険について知りたい」など、気になる事はありま
せんか？職員が直接ご自宅まで出向いて相談を受けさ
せていただきます。もちろんお越しいただいても構いま

せん。お気軽に「びはーら」までお問合せください。
　「びはーら」では区内の各機関と連携しながら、介護や
新しい制度について地域の皆さまに情報発信をさせて
いただいております。今年度は「かかりつけ薬剤師制度」
の開始に伴い、東淀川区薬剤師会のご協力のもと、各地
域で講演会を開催させていただきました。今後も、常に
地域の皆さまから安心して相談いただける身近な相談
窓口として活動してまいります。
担当地域 新庄・下新庄・菅原

U 東淀川区中部地域包括支援センター「びはーら」（菅原7－15－14）
　　　H6325－6915（月～金曜日�９：００～19：００、土曜日�９：００～1７：3０〔日曜・祝日・年末年始は除く〕）

相談
無料

◆社会保険料控除
　平成28年中に納められた国民健康保険料・後期高齢者医療保険料など
は、確定申告などの際に、社会保険料控除の対象となります。
　納付済額は、通帳・領収書・源泉徴収票のいずれかを参照してください。確
定申告に納付済額の証明書の添付は、特に必要ありません。
　個人情報の厳正な取扱いにより、電話による問合せで納付済額をお答え
することはできませんが、お申し出により、「納付済額のお知らせ」を送付し
ます。事前に送付の申し出を頂いている場合は、２月上旬にご自宅へ郵送し
ます。
　また、市内いずれかの区役所または出張所で交付することもできます。世
帯主の方が保険証などの身分証明書をお持ちください。
問合せ 保険年金　１階６・7番  H4809-9956・9946

◆障がい者控除
　身体障がい者手帳などの交付を受けていない
方でも、６５歳以上で、ねたきり高齢者または認知
症高齢者の方は、その程度が身体障がい者手帳
などの交付基準に準ずる場合は、申請により「障
がい者控除対象者認定書」の交付を受けること
ができます。
　認定書を提示して、所得税の確定申告や市民
税・府民税の申告をすることにより税法上の「障
がい者控除」の適用を受けることができます。
問合せ 高齢者（保健福祉）　2階27番
        H4809-9855

◆介護保険サービスを利用した費用の医療費控除
　医療系を中心とした介護保険サービスを利用した場合、医療費控除の対象となる場合が
あります。控除には「領収証」が必要となります。
◎施設サービスの利用料・居住費・食費の利用者負担額…介護療養型医療施設、介護老人保
健施設、※介護老人福祉施設（※１／２相当額）
◎居宅サービスの利用者負担額…医療系＝訪問看護・通所リハビリなど。福祉系＝生活援助
中心型を除く訪問介護・通所介護など。ただし福祉系は、医療系と併用した場合のみ対象。
◎介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたとき…当該居宅サービス等にかかる利
用者負担額の１／1０相当額。
◎おむつ代…最初の控除には医師の証明書が必要ですが、２年目以降は、代わりとなる「確
認書」を、認定を受けた区役所で交付できる場合があります。

問合せ 介護保険　2階29番　 H4809-9859

U 梅田市税事務所課税担当（市民税等グループ） H4797－2953

U 東淀川税務署　H6303－1141

【所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税の確定申告】
場所梅田スカイビル�ファンファンプラザ5階（ＪＲ大阪駅中央北口から徒歩約７分・阪急梅田駅茶屋町口から徒歩約９分）　
日時２月1６日（木）～３月1５日（水）�※土・日を除く。ただし、右記の日曜日については、受付します。２月19日（日）、２月2６日（日）９：1５～1６：００

申告
会場

【市・府民税の申告】市・府民税の申告義務がある方は市・府民税の申告をしてください。所得税および復興特別所得税の確定申告をされた方は、市・府民税申告は不要です。
期間２月1６日（木）～３月1５日（水）（別途、事前受付期間あり）※２月１６日から１週間程度および3月１５日は、窓口が大変混み合い、長時間お待たせする場合がありますが、あらかじめご了承願います。

場所梅田市税事務所（北区梅田１-２-２-７００�大阪駅前第２ビル７階）
時間９：００～1７：3０（金曜日は19：００まで）※土・日を除く

申告
会場

①場所区役所　時間９：００～1７：3０（金曜日は19：００まで）※土・日を除く
②場所区役所出張所（東淡路４-1５-１）　時間９：００～12：1５、13：００～1７：3０�※土・日を除く
※臨時申告会場への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。☆申告書は郵送でも提出できます。

臨時申
告会場

事前申告受付会場（区役所では行いません）
場所梅田市税事務所　日時２月２日（木）～９日（木）９：００～1７：3０（金曜日は19：００まで）※土・日を除く

税理士による所得税・個人事業者の消費税の相談会場（譲渡所得の申告相談を除く）
場所梅田スカイビル�ファンファンプラザ5階　日時２月２日（木）～1５日（水）９：3０～1５：００�※土・日を除く

※各会場へは、電車・
バスをご利用くだ
さい。

個人の方の確定申告および個人市・府民税の申告が始まります 税務署内には、申告書作成会場は開設しておりません。用紙等の
交付、作成済みの申告書等の受付は税務署内の窓口でも行って
います。区民ホールの相談会場は開設しません。

ご注意
ください！

◆「広報ひがしよどがわ」２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

◆納期限のお知らせ…固定資産税・都市計画税（第４期分）、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、２月28日（火）です。
納付には口座振替・自動払込が便利です


