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お知らせコーナー
3月29日（日）に区役所を開庁します
引越し等の手続きのために多くの方が区役所を
利用される年度末の日曜日に区役所を開庁し、転
入・転出に関わる窓口業務を行います。
実施日時／3月29日 9：00〜17：30
※3月22日 は、定例の第4日曜日開庁
を実施します
◆主な取扱業務
※関係機関への確認が必要なものなど、
お取扱いで
きない場合があります。
1．
住民情報関係業務
出生・婚姻などの戸籍の届出 戸籍全部（個人）
事項証明（戸籍謄抄本）
などの発行 転入・転出な
どの届出 住民票の写しなどの発行（他市町村の
住民票を除く） 外国人の住居地変更の手続き
印鑑登録の手続き 印鑑登録証明書の発行 義務
教育諸学校の就学手続き
（淀川区・住吉区を除く）
2．
保険年金関係業務
（住民異動に伴うものに限る）
国民健康保険の資格異動など 国民年金の各
種申請書の受付 後期高齢者医療制度にかかる
各種届出の受付及び保険料納付に関する業務
住民情報関係：窓口サービス課
（住民情報）
2階23番
06-4399-9963
06-4399-9947
保険年金関係：窓口サービス課
（保険年金）
2階25番
06-4399-9956
06-4399-9947

3月22日（日）に住民情報窓口で
お取扱いできない手続きについて
第4日曜日開庁である3月22
日は、カード管理システムが停
止しているため、個人番号カー
ド・住民基本台帳カードに関す
る手続き及び海外転入届等の
手続きのお取扱いができませ
んのでご注意ください。
窓口サービス課
（住民情報）
2階23番
06-4399-9963
06-4399-9947

固定資産税（土地・家屋）に関する縦覧を行います
区内に土地または家屋をお持ちの方は、令和2年
度の価格等を記載した土地または家屋の縦覧帳簿を
あべの市税事務所で縦覧できます。なお、縦覧につい
ては、所有資産の所在する区の縦覧帳簿に限ります。
縦覧の際は、本人確認ができるもの
（運転免許証
など）
または納税通知書を持参してください。代理人
が縦覧を希望する場合は委任状が必要です。
祝 を除く
期間／4月1日〜30日
9：00〜17：30
（ は19：00）
まで
場所／あべの市税事務所
（阿倍野区旭町1-2-7 あべのメディックス12階）
あべの市税事務所 固定資産税
（土地・家屋）
担当
06-4396-2957
（土地）
、2958
（家屋）

個人市･府民税の申告は3月16日

までに

個人市・府民税の申告書は、申告期限である3月
（船場法人市税事務所
16日 までに、各市税事務所
を除く）
へ郵送等による送付または窓口への持参に
よりご提出ください。なお、区役所にも臨時申告会
場を開設し、申告の受付を行っています。
また、前年中に所得がなかった方や、個人市・府民
税が非課税となる方でも、国民健康保険・福祉・公営
住宅・教育関係の制度などにおいて所得の申告が必
要な場合や、課税（所得）証明書が必要な場合など
は、個人市・府民税の申告が必要となりますので、期
限内に申告をしてください。
あべの市税事務所市民税等グループ
06-4396-2953
（個人市民税担当）
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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

3月3日・10日・17日・24日、
4月7日 13：00〜17：00
（最終時間枠は16：30）

司法書士による
法律相談※2

予約要

3月5日・19日、4月2日
13：00〜16：00
（最終時間枠は15：30）

ご利用は市内在住の方に限ります

申込方法、場所など

予約・問合せ

場所／区役所 5階53番窓口
申込方法／当日9:00から電話で 先着順 に
予約受付します。
★1名
（組）
30分以内。
★予約頂けるのは、
1枠
（30分単位）
です。

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。

税務相談 ※3

3月は無し、4月8日
13：00〜16：00（受付は15：30まで）

行政相談 ※4

3月12日、4月9日
13：00〜15：00（受付は14：30まで）

不動産相談 ※5

3月18日、4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

3月13日、4月10日
13：30〜16：00（受付は15：30まで）

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
3月26日、4月23日
相続遺言帰化相談 ※7 13：00〜15：00（受付は14：45まで）

ナイター法律相談

3月23日
18:00〜21:00
（受付は20：00、もしくは
定員に達した時点まで）

受付開始(17:30予定）
までに
来場された方で抽選
場所／天王寺区民センター
（天王寺区生玉町7-57）
定員／40組

大阪市総合コールセンター
「なにわコール」
【問合せ専用】 06-4301-7285

日曜法律相談

予約要

3月22日
9：30〜13：30

場所／西淀川区役所（西淀川区御幣島1-2-10）、 3月18日 ・19日
旭区役所
（旭区大宮1-1-17）
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

3月4日・18日
13：00〜16：00

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

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
花と緑の相談

3月18日
14：00〜15：30

【予約専用】
06-6772-1127
【問合せ】
06-4301-7285

場所／区役所 2階28番窓口

保健福祉課
（子育て支援）
2階28番窓口
06-4399-9838

場所／区役所 正面玄関窓口案内横

長居公園事務所
06-6691-7200

※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

国民健康保険の届出をお忘れなく
就職などで国民健康保険から脱退するときや、退
職などで国民健康保険に加入するときは事実の発
生したときから14日以内に届出が必要です。国民健
康保険では、
自動的に加入や脱退の手続きが行われ
ることはありませんので、必ず届出をしてください。
なお、加入の届出が遅れた場合は、加入すべきとき
からの保険料をさかのぼって
（最長2年）
納めていた
だくことになります。また、
やむを得ない理由もなく
届出が遅れると、医療費の給付は届出日からになる
場合があります。
窓口サービス課
（保険年金）
2階25番
06-4399-9956
06-4399-9947

次年度の障がいのある方の交通乗車証及び
タクシー給付券の送付及び交付について
身体障がい者手帳、療育手帳、戦傷病者・被爆者
健康手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの
方、または特別児童扶養手当1級受給世帯の方で、
障がいのある方等の交通乗車証及びタクシー給付
券を受けられている方へ、新年度分を3月末日まで
に書留郵便で送付、
または保健福祉課窓口で交付を
開始します。
保健福祉課
（福祉）
2階28番
06-4399-9857
06-6629-4580

実践型避難体験「挑戦！ NHK防災サバイバル」
を実施し、
区内小学生約600名が参加しました
NHK放送局企画のもと、次世代を担う児童が、いざという時のために、主体的
に行動できるための知識・判断力を身に付けられるよう多様なシチュエーション
を体験・熟考する実践型の防災イベントを、1月20日 〜24日 に実施しまし
た。児童にはこの体験を通じて安心してもらうのではなく、
日頃から
「備えに対す
る考え方」
と
「生き残った後の共助」
について考えてもらう機会となりました。
場所／東住吉区民ホール
参加校／桑津小学校、田辺小学校、南田辺小学校、東田辺小学校、
南百済小学校、今川小学校、
矢田北小学校、
矢田西小学校
（対象児童：5年生または6年生）
実施内容／
「防災サバイバル」
…児童たちが班に分かれ、60分の制限時間内に様々な
ミッションをクリアしました。
「防災学習」
…生き残る事だけが目的ではなく、発災後に自分が人のために
何ができるかなどを考えることの大切さについて学びました。
区民企画課5階54番
06-4399-9909

市税のことは市税事務所へ 市税に関する事務のお問合せは、あべの市税事務所へお願いします。なお、区役所および区役所出張所でも税証明書の発行や納付書の再発行を行っています。
個人市・府民税
（普通徴収）
、固定資産税
（土地・家屋）
、軽自動車税等…………………あべの市税事務所
06-4396-2948
（代表）
06-4396-2905
06-4705-2948
（代表）
06-4705-2905
法人市民税、事業所税、個人市・府民税
（特別徴収）
、固定資産税
（償却資産）
等………船場法人市税事務所

