
社会保険労務士相談を始めます！
　東淀川区役所ではいよいよ27日（水）より「社会保険労務士相談」を始めます。年金・
医療、労災・雇用保険、退職・解雇、セクハラ・パワハラに関することなど、お気軽にご相
談ください。

毎月第４水曜日（祝日の場合はなし）下記各種相談日参照
13：00～16：00（一組30分以内）
前日までに社会保険労務士事務所（ 06-4800-8125 月～金（祝日を除く）10：00～
17:00）に電話で申込み。

区役所総務課　１階10番　 4809-9683

区役所窓口サービス課　１階５番　 4809-9963

届いていますか？ 就学通知書
　平成28年４月に、大阪市立小学校または中学校へ入学するお子さんがいるご家庭
に、就学通知書を送付しました。入学式の日に学校へ提出する必要がありますので、
届いていない場合はお問合せください。
　また、国立・私立などの学校へ入学する場合は、「入学許可証」と「印鑑」を持参の
うえ、区役所窓口サービス課（住民情報）または出張所へお届けください。
　なお、指定校変更の手続きをされる場合は、就学通知書に同封している案内に記
載の期限までに区役所または出張所で手続きが必要です。

納期限のお知らせ　期限内納付にご協力をお願いします
個人市・府民税（第４期分）、国民健康保険料、
後期高齢者医療保険料、介護保険料の納期限は 2月1日●月

※かくたん検査の対象者には条件があります

区役所保健福祉課　2階22番　
4809-9882

日時内容 対象 費用

18歳以上の方
40歳以上の女性（昭和偶数年生まれの方）

40歳以上の方

1,500円
400円

15歳以上の方

がん検診等の
予約状況はこちら

無 　料

無 　料

無 　料
  300円

40歳以上の方 エックス線
かくたん検査※

大腸がん検診
40歳以上の方   500円胃がん検診

肺がん検診

無 　料風しん抗体検査

乳がん検診
骨粗しょう症検診

結核健診

予

制
約

予

要
不
約

予約の際にお問い
合わせください。

各種検診(健診)　保健福祉センターで実施

03:41～03:31）水（02/1
1/26（火）14:00～15:00

1/20（水）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

日時 対象・費用場所

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

（81/1 月）9：30～11：00 保健福祉センター
00：11～03：9）土（32/1 淡路小学校

特定健康診査･後期高齢者医療健康診査

相談日 問合せ

法律相談★

行政書士★
による相談
司法書士★
による相談
社会保険労務士
による相談★

1月 7・14・21・28
2月 ）日曜金みの日21（52・81・21・4

区役所総務課 1階10番
4809-9683

★予約専用電話 4809-9843
　（相談日当日の9:00から受付）13：00～17：00

）しな施実はでま51/3～61/2（00:61～00:31

（第1～4木曜）

9：00～21：00
9：00～17：30

（月～金）
（土・日・祝）
（電話・ファックスでの相談も可）

（毎週水曜） 9:15～12:15

1月 1 ）水（3 2月 1 ）水（0
13:00～16:00

14:00～16 （00: 受付は15:00まで）
1月 4（月） 2月 1（月）

14:00～16:00
1月 ）火（5 2月 ）火（2

2月 ）水（42

1月 ）水（02 2月 ）水（71
13:00～16:00

★行政書士会相談受付 
6306-3307（月～金10:00～16:00）

★司法書士事務所 6358-4533
　（月～金9:00～18:00）

経営相談★ 随時
（土日除く7日前までに申込み）

就労相談
　　★※

税務相談★

1月 6・13・20・27

1月
2月

5・12・19・26
2・9　　　　

13:00～16:00
1月 ）水（72 2月 ）水（42

2月 3・10・17・24

（毎週火・金） 9：15～17：30

1月 5・8・12・15・19・22・26・29
2月 2・5・9・12・16・19・23・26

★※11:45～12:15は要予約
大阪市地域就労支援センター
0120-939-783

★区役所総務課 1階10番
4809-9683

（相談日当日の9:00から受付）

★社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金10:00～17:00）

★区役所総務課 1階10番
4809-9683 6327-1970

区役所総務課 1階10番
4809-9683

人権出張
相談　★

花と緑の
相談

★人権啓発・相談センター
6532-7830 6531-0666

行政相談

区役所保健福祉課 2階25番　
4809-9852

ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

ひとり親家庭
サポーター
による相談★

十三公園事務所 6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

13：30～15：00
1月 ）水（72区長との懇談★

(定員3組)
★区役所総務課 1階10番
4809-9683 6327-1970

健康掲示板 ※詳しくは、お問い合わせください。

無 料 要予約

無 料 予約不要

実施日
相談時間

所得税及び復興特別所得税の確定申告
　東淀川税務署の確定申告会場は、2月16日（火）から開設します。長時間お待ちい
ただいたり、状況によっては、相談受付を早め（16時ごろ）に終了する場合があります。
なお、還付申告される方は、2月15日（月）以前でも申告書を提出できます。
確定申告還付申告センター

　医療費控除や住宅借入金等特別控除などにより、所得税及び復興特別所得税の
還付申告をされる方は、還付申告センターをご利用できます。

２月２日（火）～２月15日（月）※土・日・祝日を除く　9：30～16：00
JR「北新地駅」地下駅前広場（大阪駅前第２・第３ビル間 地下歩道）

　なお、申告書等は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成でき
ます。作成した申告書等はｅ-Ｔａｘを利用して送信又はプリンタで印刷して郵送等でご
提出ください。

東淀川税務署　 6303-1141（代表） ）く除を日祝（00:71～03:8の日曜金～月

後期高齢者医療高額医療・高額介護合算制度における
平成２６年度分の申請勧奨通知の発送について

　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が１年間（平成２６年８月１日から平成２７年
７月３１日まで）に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、自己負担限度額を
超える被保険者の方は支給申請をすることによりその超えた金額が支給されますので、１月
下旬に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請勧奨通知を発送します。
　書類が届いた方は、必要事項をご記入・捺印のうえ、同封の封筒にて返送してください。

区役所窓口サービス課　１階6番　 4809-9956

学校選択について
　学校選択により、通学区域の学校以外の学校へ入学する場合は、就学通知書に
「入学説明会の日程に関する案内」が同封されていますので、必ずご確認ください。

無 料 無 料ナイター法律相談 日曜法律相談

大阪市総合コールセンター　 4301-7285

1月14日（木）18:00～21:00
（受付は20:00まで）
中央区民センター
（中央区久太郎町1-2-27）
40名（先着順）

※定員に達した時点で
　受付早期終了あり

1月24日（日）9：30～13：30
西成区役所（西成区岸里1-5-20）、平野区役所
（平野区背戸口3-8-19）、北区役所（北区扇町
2-1-27）、此花区役所（此花区春日出北1-8-4）
各16名（電話予約要：先着順）
電話で１/21（木）・22（金）の9：30～12：00
に申し込み。
予約専用電話番号 6208-8805

　相談会などでは沢山の方が来られます。主には年金・労務に関することで
すが、時には離婚に関することなど、実に様 な々相談をお受けします。
　勿論、社労士として出来ることと出来ないことはありますが、困って来られてい

れて立に役の人もでし少「、らかすで訳る ば」と言う熱い思いでやっています。

社労士さんに

聞いてみまし
た！

区内で活躍されており、人情味溢れる人柄が
魅力的な社労士の東田さんにお話を伺いました

1月17日は       　　　　　　　　　、
1月15日から1月21日は

「防災とボランティアの日」
「防災とボランティア週間」

22・293月

各種相談日 1月1日～2月29日 区役所で実施
（★は要予約）無 料

お気軽に
お越しください

2 ◆「広報ひがしよどがわ」1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。

広 報 区民モニター大募集！ あなたのご意見お寄せください。申込みはこちら➡

1月から

広告掲載枠


