広報

東住吉

令和元年12月 No.283

防犯・防災

12月1日 〜12月31日 まで
歳末警戒を実施しています！
！

東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

06-6622-1234

東住吉警察署では、年末における各種事件・
事故の防止、
および検挙を行っています。あわた
だしい師走には、歳末特有の現金を狙った犯罪
や特殊詐欺の発生が予想され、そして、未だに飲
酒運転が後を絶ちません。
「油断せず！鍵かけ！
声かけ！心がけ！」
と
「交通ルールの遵守
と正しい交通マナー
の実践！
！」
を行い、力
をあ わせ て安 全・安
心なまちづくりをめ
ざしましょう。

12月22日の日曜開庁時には、
カード管理システムが
停止しているため次の手続きのお取扱いが出来ません
のでご注意ください。

お取扱いできない手続き
❶海外転入届
❷個人番号カード・住民基本台帳カードを利用した特例
転入届※

❸個人番号（マイナンバー）
カード発行申請書の交付
（再申請を含む）
❹個人番号
（マイナンバー）
カードの交付
❺個人番号
（マイナンバー）
カード・住民基本台帳カード
の記載内容変更
❻電子証明書の発行
※個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方が、特例転出
届を転出前の住所地の区役所に届け出ることにより、転出証明
書を持参しなくても転入先の市区町村で転入手続きが出来る
届出方法です。

窓口サービス課
（住民情報）
2階23番
06-4399-9963

建物の修景の相談をお受けしています
医療証を更新します

無 料

区民企画課5階54番

06-6691-0119

東住吉消防署

令和元年度

大阪市防火標語

家 のまわりに燃え
やすいものを置かな
いようにし、家庭や地
域における放火され
ない 環 境づくりを心
がけましょう。火災の
ない街づくりにご協力よろしくお願いします。

東住吉区では年末に増加が懸念される、ひっ
たくりや特殊詐欺、放火等の犯罪抑止に向け、青
色防犯パトロール車による犯罪類型や犯罪発生
時間に対応した地域安全パトロール活動の実
施、
「 放火チェックポイ
ント「
」火遊び防止」
など
の音声啓発を行ってい
ます。
安全・安心まちづく
りのため、
ご理解・ご協
力をお願いします。

令和元年12月〜令和2年2月はねずみ防除強調期間
ねずみを防除するためには、
ねずみの住みにくい環境づくりが大切です。防除のポイントは、
進入経路を無くし、エサになるものを置かず、寝床を作らせないことです。この機会に、
ご近所
の皆さんと一緒に効果的な防除対策を行いましょう。保健福祉センターでは、防除方法の相談
や
「捕そかご」
の貸し出しを行っています。お気軽にご相談ください。
保健福祉課
（生活環境）
1階15番

06-4399-9973

市民向け無料相談
相談名

日 時

弁護士による
法律相談 ※1

予約要

司法書士による
法律相談※2

予約要

ご利用は市内在住の方に限ります

申込方法、場所など

12月3日・10日・17日・24日、
場所／区役所 5階53番窓口
令和2年1月14日 13：00〜17：00
申込方法／当日9:00から電話で 先着順 に
（最終時間枠は16：30〜）
予約受付します。
★1名
（組）
30分以内。
12月5日・19日、
★予約頂けるのは、
令和2年1月16日 13：00〜16：00
1枠
（30分単位）
です。
（最終時間枠は15：30〜）

税務相談 ※3

12月11日 、令和2年1月は無し
13：00〜16：00（受付は15：30まで）

行政相談 ※4

12月12日、令和2年1月9日
13：00〜15：00（受付は14：30まで）

不動産相談 ※5

12月18日、令和2年1月15日
場所／区役所 5階53番窓口
13：00〜16：00（受付は15：00まで）

就労相談 ※6

12月13日、令和2年1月10日
13：30〜16：00（受付は15：30まで）

ひとり親の方に対する個人市
・府民税の
医療証を更新します
非課税措置創設について
令和3年度以降、個人市・府民税において児童扶養手
当を受給している児童の父または母のうち、現に婚姻し
ていない方、又は配偶者の生死が明らかでない方
（単身
児童扶養者）
で、一定の金額以下の所得の方に対する非
課税措置が創設されました。適用を受けるには、給与所
得者の方は
「令和2年分 給与所得者の扶養控除等
（異動）
申告書」
、公的年金等の受給者の方は
「令和2年分 公的年
金等の受給者の扶養親族等申告書」
により、単身児童扶養
者である旨を申告していただく必要があります。
あべの市税事務所 市民税等グループ
（個人市民税担当）
06-4396-2953
06-4396-2905

2

予約・問合せ
政策推進課
（広聴広報）
5階53番窓口
06-4399-9683
※電話が混み合い、つながり
にくくなる場合があります。

先着順

予約は不要です。
直接窓口へお越しください。

行政書士による
12月26日、令和2年1月23日
相続遺言帰化相談 ※7 13：00〜15：00（受付は14：45まで）

建物の外観の特徴を活かした改修や、
まちなみに配慮
した整備等、建物の
「修景」
に関することならどんなこと
でもお気軽にご相談ください。
受付時間／9:00〜12:15、13:00〜17:30
（ ・ ・祝 年末年始除く）
都市整備局まちなみ環境グループ
06-6208-9631
06-6202-7064

06-4399-9970

〜ストップ犯罪！ストップ放火！〜

「守ったる！」
その心得で 火の用心

お知らせコーナー
日曜開庁時に住民情報窓口で
お取扱い出来ない業務について

防犯担当からのお知らせ

東住吉消防署からのお知らせ

日曜法律相談

予約要

12月22日
9：30〜13：30

場所／福島区役所
（福島区大開1-8-1）
、
12月19日 ・20日
天王寺区役所（天王寺区真法院町20-33） 9：30〜12：00
定員／各会場16組 先着順
【予約専用】 06-6208-8805

外国籍住民
法律相談

予約要

12月 4 日
12月18日

場所／大阪国際交流センター内
インフォメーションセンター
（天王寺区上本町8-2-6）
定員／各回4組

13：00〜16：00
17：00〜20：00

ひとり親家庭相談 予約要 毎週 ・ ・ （祝日除く）
（離婚前相談もしています） 9：15〜17：30

専門相談員による
人権相談

場所／区役所 2階28番窓口

電話、FAX、
メール、面談で相談をお受けします。
（土曜日、年末年始
（12月29日〜1月3日）
は休み）
区役所での相談を希望される方は電話、
FAXで
事前にお申込みください。

【予約専用】
06-6772-1127
【問合せ】
06-4301-7285
保健福祉課
（子育て支援）
2階28番窓口
06-4399-9838
大阪市人権啓発・相談センター
06-6532-7830
06-6531-0666
7830@osaka-jinken.net
〜 9：00〜21：00
・祝 9：00〜17：30

人権擁護委員による
特設人権相談所

12月20日
13：30〜16：00

場所／福島区役所
（福島区大開1-8-1）
、
大阪第一人権擁護委員協議会
平野区役所
（平野区背戸口3-8-19）
06-6942-1489
※東住吉区の方もご相談いただけます
06-6943-7406

花と緑の相談

12月18日
14：00〜15：30

場所／区役所 正面玄関窓口案内横

借金問題解決のための 12月7日 、8日
土・日相談会
10：00〜16：00

長居公園事務所
06-6691-7200

場所／近畿財務局
（中央区大手前4-1-76）
近畿財務局相談窓口
相談方法／面談・電話
（面談による相談は
06-6949-6523
弁護士が対応 予約要 ）

※1・
・
・土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権などの相談 ※2・
・
・不動産登記、相続登記、成年後見などの相談
※3・
・
・一般的な税務相談 ※4・
・
・国の行政などへの相談 ※5・
・
・不動産に関する一般的な相談
※6・
・
・就労に関する助言や情報の提供 ※7・
・
・遺言書や遺産分割協議書、内容証明郵便の作成などに関する相談

安まちメールを活用して、防犯や交通事故の対策をしましょう！！
安まちメールに登録しましょう！安まちメールは「
、犯罪発生情報「
」防犯対策情報「
」交通事故情報」
を電子メールでリアルタイムにお知らせする、
大阪府警察の情報提供サービスです。
区民企画課 5階54番
06-4399-9970
06-6629-4564

