
※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　　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（61/3
3/30（水）14：00～15：00

03：41～03：31 ）水（61/3

・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

特定健康診査･後期高齢者医療健康診査

無 料 無 料ナイター法律相談 日曜法律相談
）木（71/３ 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

）日（72/３ 9：30～13：30
阿倍野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）、

　　　淀川区役所（淀川区十三東2-3-3）、
　　　都島区役所（都島区中野町2-16-20）

各16名（電話予約要：先着順）
の）金（52・）木（42/３で話電

　　　9：30～12：00に申し込み。
予約専用電話番号 6208-8805

各種相談日 3月1日～4月30日
相談日 問合せ

区役所で実施
（★は予約制）無 料

法律相談★

行政書士★
による相談
司法書士★
による相談

3月 3・10・17・24
4月 7・14・21・28

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（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）

（2/16～3/15までは実施なし）

9：15～12：15

3月 9（水） 4月 1 ）水（3
13：00～16：00

3月 22・29 4月 5・12・19・26
13：00～16：00

）でま00：51は付受（00：61～00：41
3月 7（月） 4月 4（月）

14:00～16:00
3月 ）火（1 4月 ）火（5

4月 ）水（72

3月 ）水（61 4月 ）水（02
13：00～16：00

★行政書士会相談受付 
6306-3307（月～金10：00～16：00）

税務相談★

★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
　　★※

3月 2・9・16・23・30
4月 6・13・20・27

（毎週火・金） 9：15～17：30

3月 1・4・8・11・15・18・22・25・29
4月 1・5・8・12・15・19・22・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 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

★区役所総務課 1階10番　
4809-9683

　(相談日当日の9：00から受付）

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
3月 ）水（32区長との懇談★

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

大阪市総合コールセンター　 4301-7285

健康掲示板 ※詳しくは、お問い合わせください。

国民健康保険・後期高齢者医療保険に医加入
している方。受診券と保険証を持参。

3/12(土)
9：30～11：00 保健福祉センター

日時 場所 対象・費用
無 料 予約不要

社会保険労務士
による相談★ 13:00～16:00

3月 23（水） 4月 27（水） ★社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金10:00～17:00）
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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、　　　　　　　　　　　　　　　　　　  です。3月31日●木納期限のお知らせ

期限内納付にご協力をお願いします

『司法書士相談』ってどんな相談ができるの？

区役所保健福祉課　２階　　番（身体・知的）　 ４８０９-９８４５
                                   ２階　　番（精神）　 ４８０９-９８８２

市営交通乗車料金割引証・タクシー給付券の発行
　身体障がい者手帳をお持ちの方などで、２月１０日の期日までに更新交付申請書を
提出された方については、新年度分を３月末日までに書留で郵送します。期日を過ぎて
申請された方についても順次郵送します。届かない場合はお問い合わせください。

　私たちは登記簿の専門家なんです。
　簡易裁判所における起訴代理業務、地代・家賃の供託手続き、起
訴・調停などの裁判書類製作手続き、不動産の相続・売買、会社の設
立・役員変更などの登記簿手続きなど、困っていること、迷っていることがありましたら、
お気軽にご相談ください！

平成２８年度 愛犬の登録と狂犬病予防集合注射
　犬を飼っている方は、１年に１回、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させる必要があ
りますので、最寄りの会場で必ず受けてください。また、新たに犬を飼われてる方は、犬
の登録が必要です。なお、市が委託している動物病院でも、登録および狂犬病予防
注射を受けることができます。詳しくは、お問合せください。

４月４日（月）
４月7日（木）
４月8日（金）

日　程 場　所 日　程 場　所
井高野小学校
区役所１階西側
※出張所１階南西側駐車場

４月１０日（日）
４月1 1日（月）
４月12日（火）

区役所１階西側
南江口公園
※西淡路公園

★個人市・府民税の申告は　　　　　  まで
★国民健康保険の届出は　　　　 に

３月15日（火）
14日以内

エーッ！？約　　　　　の
詐欺被害が区内に発生！！

　詐欺の手口はいろいろあり、あんな手、こんな手でだまそうとします。世間の関
心が高いキーワードが電話口で出れば、まず詐欺を疑いましょう。

◆ マイナンバー制度をかたる不審な電話や訪問にご注意！

　電話で区役所職員を名乗り言葉巧みな誘導で銀行名や口座番号を聞き出そう
としたり、ATMで還付金や医療費の手続きをさせようとするのは、詐欺手口です。

◆ 詐欺にあわない為に

◆ お金は、送らない！振り込まない！手渡さない！
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市民交流センターのご利用ありがとうございました
　3月31日（木）で大阪市立市民交流センター１０館（東淀川区では、市民交流センターひ
がしよどがわ（西淡路1-4-18））は閉館します。これまでのご利用、ありがとうございました。

市民局 総務課 施設管理グループ　 6208-7318　

新規登録：１頭につき、6,250円（登録手数料含む。）
　　　継　　続：１頭につき、3,250円（平成７年４月1日以降に登録している犬で会場で接種した場合）
　注射料金・注射済票交付手数料を２ヵ所で分けて徴収します。ご理解とご協力をお願いします。
★区役所から案内が届いた方は、必ず持参してください。

区役所保健福祉課　２階　　番　 ４８０９-９９７３

13：30～16：00
※雨天実施（荒天時は、中止することがあります。） ※西淡路小学校と淡路小学校の統合のため、西淡路公
園に変更しています。 ※出張所に駐車スペースはありませんので、お車での来所はご遠慮ください。
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島田　淳志さん
しま  だ       あつ  し

区役所総務課　１階　　番　 4809-968310

）内以分03組1（00:61～00:31 日曜水3第月毎
前日までに司法書士事務所（ 6358-4533 月～金（祝日
を除く）9:00～18:00）に電話で申込み。

実施日時

お忘れ
なく

司法書士相談

マイナンバーに関するお問い合わせ
マイナンバーコールセンター　 0570‐20‐0178（全国共通ナビダイヤル）

区役所市民協働課　１階　　番　 4809-9819その他問合せ 9

　あわてずに、家族や知り合いに相談しましょう！
※平成27年中区内詐欺被害　総害 約5千万円、被害件数 15件（暫定数値）

特殊詐欺 5 千万円

司法書士さん
に

聞いてみまし
た！

気さくな雰囲気で笑顔が魅力的な司法書士の
島田さんにお話を伺いました

2 ◆「広報ひがしよどがわ」3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24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。
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