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お知らせコーナー
おトクな健康アプリ
｢アスマイル｣をご利用ください！
大阪府が提供する
「おおさか健活マイレージアス
マイル」
は、府民の健康づくりをサポートするアプリ
です。朝食を食べる、歩く、歯を磨く、健診を受けるな
どの毎日の健康活動でポイントを貯めると特典が当
たる抽選に参加できます。また、40歳以上の大阪市
国民健康保険加入者の方は
「特定健診」
・
「1日人間
ドッグ」
・
「健康づくり支援事業」
を受診すると、初回
3,000円相当分の電子マネー等と交換できるポイン
トがもらえます。詳しくは公式 「おおさかアスマイ
ル」
でご確認ください。
●おおさか健活マイレージアスマイル事務局
06-6131-5804
06-6452-5266
●特定健診受診券に関すること
窓口サービス課(保険年金：保険)2階25番
06-4399-9956
06-4399-9947
●健診内容･健診場所について
保健福祉課(健診)1階13番
06-4399-9882
06-6629-1265
●1日人間ドック･健康づくり支援事業
福祉局生活福祉部保険年金課保健事業グループ
06-6208-9876
06-6202-4156

無 料 申込不要
ものづくりの発信基地よりお届けします！
第16回東住吉・平野地域活性化プロジェクト「産業交流フェア」開催！

◆産業交流フェアとは
東住吉・平野地域ブランド認定事業
「Ｈ₂Ｏ」
の認定事業をはじめとする、地域
の企業、商品、出展学校のＰＲイベントです。コロナ禍における開催への対処か
ら、規模の縮小、入場の制限、ブース両側への飛沫防止パネル設置他、
ガイド
ラインを策定の上、慎重に運営します。詳細は、産業交流フェアの公式ホーム
ページをご覧ください。
日時／11月23日 ・祝 10:30〜16:30
場所／大阪市立クラフトパーク
（平野区長吉六反1-8-44）
第16回 産業交流フェア実行委員会

市民向け無料相談

借金問題解決のための土･日無料相談会

大阪市▲

無 料 申込要

借金問題にお悩みの方は、この機会にぜひご相
談ください。
【面談】弁護士対応… 予約要
【電話】相談員対応… 予約不要
日時／12月5日 ・6日 10：00〜16：00
場所／近畿財務局
（中央区大手前4-1-76）
定員／各12名
（面談）
申込／電話にて
近畿財務局 相談窓口
06-6949-6523
06-6949-6790

新型コロナウイルス感染症の影響による
主な税制改正について（個人市民税）
新型コロナウイルス感染症の影響により、文化芸
術・スポーツイベントの中止等となったイベントのう
ち、そのチケットの払戻しを受けないことを選択され
た場合は、その金額を寄附とみなして寄附金税額控
除が受けられる制度が創設されました。また、住宅
ローン控除(控除適用期間13年間の特例措置等)に
ついて、
新型コロナウイルス感染症の影響により、入
居期限までに入居ができない場合でも、一定の要件
を満たすときは、適用要件を弾力化(緩和)すること
となりました。
※適用を受けるためには確定申告等が必要です。
あべの市税事務所 個人市民税担当
06-4396-2953
06-4396-2905
※問い合わせ可能日、可能時間
（平日9:00〜17:30
（金曜日は9:00〜19:00）
）

11月22日 に住民情報窓口において
お取扱い出来ない手続きについて
11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、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
お取扱いが出来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

06-6777-3123

ご利用は市内在住の方に限ります

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる可能性があります。ご理解、ご協力をいただきます
ようお願いいたします。
相談名

日 時

弁護士による
法律相談 ※1

予約要

11月4日 、10日・17日・
24日 、12月1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

11月5日・19日、12月3日
13：00〜16：00
（最終時間枠は15：30）

税務相談 ※3
行政相談 ※4

アスマイル▲

東住吉

不動産相談 ※5
行政書士による
相続遺言帰化相談 ※6
日曜法律相談

外国籍住民
法律相談

申込方法、場所など

予約・問合せ

場所／区役所 5階53番窓口
総務課
（広聴広報）
申込方法／当日9:00から電話で 先着順 に
5階53番窓口
予約受付します。
06-4399-9683
★1名
（組）
30分以内。
つながりに
※電話が混み合い、
★予約頂けるのは、
くくなる場合があります。
1枠
（30分単位）
です。

11月11日、12月9日
13：00〜16：00（受付は15：30まで）
11月12日、12月10日
13:00〜15:00（受付は14:30まで）
場所／区役所 5階53番窓口
11月18日、12月16日
13:00〜16:00（受付は15:00まで）
11月26日、12月24日
13:00〜15:00（受付は14:45まで）

予約は不要です。
直接窓口へお越しください。
【問合せ】
総務課
（広聴広報）
5階53番窓口
06-4399-9683

予約要

11月22日
9:30〜13:30

11月19日 ・20日
場所／阿倍野区役所(阿倍野区文の里1-1-40)
9:30〜12:00
都島区役所(都島区中野町2-16-20)
【予約専用】
定員／各会場16組 先着順
06-6208-8805

予約要

11月4日・18日 、
12月2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4組

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

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

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

人権擁護委員
11月20日
による特設人権相談所
13:30〜16:00
（お気軽にご相談ください。）

場所／淀川区役所(十三東2-3-3)
生野区役所(勝山南3-1-19)
※東住吉区の方もご相談いただけます。

大阪第一人権擁護委員協議会
06-6942-1489
06-6943-7406

花と緑の相談

11月18日、12月16日
14：00〜15：30

ごみの分別相談と
フードドライブ※7

11月10日
14:00〜16:00

長居公園事務所
06-6691-7200

場所／区役所
正面玄関窓口案内横

中部環境事業センター
（普及啓発担当）
06-6714-6411

※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、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…遺言書や遺産分割協議書作成などに関する相談
※7…
（フードドライブ）
家庭で余っている食べ物等を持ち寄り施設等へ寄付する活動

防犯・防災
東住吉警察署からのお知らせ
東住吉警察署

06-6622-1234

指名手配被疑者の捜査にご協力を！
！
11月は指名手配被疑者検挙強化月間です。
全国の警察が総力を挙げて、｢逃げ得は許さない」
と
いう意気込みで取り組んでいます。
｢ん？ 似ている｣と思えば110番
不審者がいれば、110番
あなたのその第一報が犯人の
検挙に繋がります
指名手配被疑者の捜査にご協
力を！！
指名手配されている被疑者の情報収集や
追跡を強化すると共に大阪府警では凶悪･
重大事件の被疑者を で公開しています。

東住吉消防署からのお知らせ
東住吉消防署

06-6691-0119

11月9日 〜15日 は、
秋の火災予防運動期間です。

火災が発生しやすい時季を
迎えるに当たり、期間中は家庭
での防火をはじめ、地域におけ
る自主防災体制の充実を呼び
かけています。｢災害に強いま
ちづくり｣を推進するため、
ご協
力よろしくお願いします。

｢大事やで 防火の心

みんなの命｣

令和2年度 大阪市防火標語

ネットで便利！大阪市税 〈Web口座振替受付サービス〉大阪市税の口座振替・自動払込をパソコン・スマートフォン・タブレット端末からお申込みできます。
〈スマートフォン等を利用した納付方法〉コンビニ収納用バーコードが印刷された納付書で、大阪市税クレジットカード納付サイトからいつでもクレジットカードによる納付ができます。
財政局税務部収税課収納管理グループ
06-6208-7783
06-6202-6953 ※問合せ可能日、可能時間
（平日9:00〜17:30）

3

