
広告掲載枠

相談日 問合せ・相談内容

弁護士による
法律相談★★

１月…5・12・19・26
２月…2・9・16・23
(第1～4木曜) Q13：00～17：00

広聴相談　1階10番　H4809-9683
(相談日当日の9：00から受付)

税理士による
税務相談★★

１月…10・17・24・31
２月…7・14
Q13：00～16：00

広聴相談　1階10番　H4809-9683
(相談日当日の9：00から受付)

宅地建物取引士
による
不動産相談★★

２月１(水)
Q13：00～16：00

全日本不動産協会大阪府本部北支部
H6373-1511(月～金10：00～16：00)
賃貸・売買契約や相続、名義変更など
不動産に関する相談

行政書士
による相談★★

１月11(水)　２月8(水)
Q13：00～16：00

行政書士会相談受付
H6306-3307(月～金10：00～16：00)
官公署に提出する許認可や登録申請、�
遺言や相続、契約などの手続きの相談

司法書士
による相談★★

１月18(水)　２月15(水)
Q13：00～16：00

司法書士事務所　H6358-4533
(月～金9：00～18：00)
簡易裁判所における訴訟代理業務、
供託手続き、登記簿手続きなどの相談

社会保険労務士
による相談★★

１月25(水)　２月22(水)
Q13：00～16：00

社会保険労務士事務所
H4800-8125(月～金10：00～17：00)
年金・医療、労災・雇用保険、退職・解雇、�
セクハラ・パワハラなどに関する相談

就労相談★
（９：15～11：45
は予約不要）

１月…4・11・18・25
２月…1・8・15・22
(毎週水曜) Q9：15～12：15

大阪市地域就労支援センター
H0120-939-783
資格・技能取得講座などの紹介、履歴書の
書き方、面接の受け方など、仕事探しのた
めのアドバイス・相談

経営相談★ 随時(土日除く7日前までに申込み) 広聴相談　1階10番
H4809-9683　56327-1970

人権出張相談★
(月～金) Q9：00～21：00
(土・日・祝) Q9：00～17：30
(電話・ファックスでの相談も可)

人権啓発・相談センター
H6532-7830　56531-0666

ひとり親家庭サ
ポーターによる
相談★

１月…6・10・13・17・20・24・27・31
２月…3・7・10・14・17・21・24・28
（毎週火・金）Q9：15～17：30

子育て・教育　2階25番
H4809-9852
ひとり親家庭向け就業相談・離婚前相談など

行政相談委員に
よる行政相談

１月16(月)　２月6(月)
Q14：00～16：00(受付は15時まで)

広聴相談　1階10番　H4809-9683
国の仕事やその手続き、サービスに
対する意見・要望などの相談

花と緑の相談 １月10(火)　２月7(火)
Q14：00～16：00

十三公園事務所　H6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

１月１日～２月28日
各 種 相 談 日専門家

による
秘密厳守

無料その問題、専門家が一緒に考えます！

区役所で実施
★…予約制。★…１組30分以内

❖ナイター法律相談 無料
l1/16（月）18：00～21：00
　　　（受付は17：30～20：00）
I天王寺区民センター
　　　（天王寺区生玉寺町７-57）
C 40名
※�受付開始までに来場された方で、抽選に
より相談の順番を決定
※定員に達した時点で受付早期終了あり

❖日曜法律相談 無料
l１/22(日)９：30～13：30
I中央区役所
　　　（中央区久太郎町1-2-27）
C 16名(電話予約要：先着順)
V電話で、１/19(木)・20(金)の
　　　9：30～12：00に申し込み。
　　　予約専用電話はH6208-8805

■U 健診（保健企画）
　　　２階�番
　　　H4809-9882

健 康 掲 示 板

❖特定健康診査･後期高齢者医療健康診査 無料・予約不要
日　時 場　所 対象・費用

2/5(日)9:30～11:00 保健福祉センター 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入
している方。持ち物…受診券と保険証。3/11(土)9:30～11:00

❖各種検診（健診）� ※保健福祉センターで実施
内　容 日　時 対　象 費　用

予
約
制

胃がん検診

予約の際にお問い合
わせください。

40歳以上の方 500円※１
大腸がん検診 40歳以上の方 300円

肺がん検診 40歳以上の方 エックス線 無　料
かくたん検査※2 400円

乳がん
検診

超音波検査
※３

30歳以上の女性 1,000円

40歳以上の女性（昭和奇数年
生まれの方） 1,500円マンモグラフィ

子宮頸がん検診※３ 20歳以上の女性（昭和奇数年、
平成偶数年生まれの方） 400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査
1/16(月)10:00～11:00
2/9(木)13:30～14:30
2/23(木)10:00～11:00

・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

無　料

予
約
不
要
結核健診

1/16(月)10:00～11:00
2/23(木)10:00～11:00
3/6(月)10:00～11:00

15歳以上の方 無　料

※１��医療機関での受診は1,500円。　※２�かくたん検査の対象者には条件があります。
※３�医療機関で受診

けん診に関心
　寿命の延伸！

がん検診等の予約状況はこちら▶
大阪市　がん検診予約状況 ➡検索

■U 大阪市総合コールセンター　H4301-7285

介　�護保険料(普通徴収)がコンビニエンスストアで
　納付できるようになります

　１月から「コンビニ収納用バーコード」が印刷された納
付書を発行します。コンビニエンスストアでお支払いでき
るようになります。
　なお、平成28年12月までに発行された納付書には専用のバーコードがな
いため、コンビニエンスストアではなく郵便局か銀行の窓口をご利用くだ
さい。ほかに、納付に便利な口座振替・自動払込もご利用ください。

U 介護保険　２階�番　H4809-9859

　�定申告及び個人市・府民税申告のお知らせ確 ※�会場専用の駐車場・駐輪場
はありませんので、公共交
通機関をご利用ください。

※�東淀川税務署内には、申告
書作成会場は開設しており
ません。

※�東淀川税務署内では、用紙
等の交付、作成済みの申告
書等の受付のみ行っていま
す。

　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を利用して送信いただくか、プリンタで
印刷して郵送等で提出してください。

◎所得税及び復興特別所得税の確定申告方法について

▎東淀川税務署からのお知らせ（所得税等の確定申告）
開設期間 相談受付時間 場所

税理士による所得税・個人事業
者の消費税の相談会場（譲渡所
得の申告相談を除く）

２/２(木)～�
　　２/1５(水）
土・日を除く

９:30～1５:00
梅田スカイビル5階�
ファンファンプラザ�

（北区大淀中１－１－88）所得税・贈与税・個人事業者の消
費税の申告書作成会場

２/1６(木)～�
　　３/1５(水）
土・日を除く

９:1５～1６:00

※東淀川区民ホールでは確定申告会場は開設しません
U 東淀川税務署　H6303-1141(代表)

▎梅田市税事務所からのお知らせ
 （個人市・府民税の申告。確定申告をされた方は、市・府民税申告は不要です）

開設期間 相談受付時間 場所

個人市・府民税
事前申告受付会場

２/２(木)～�
　　２/９(木）
土・日を除く

９:00～17:30�
(金曜日のみ～19:00）

梅田市税事務所�
（大阪駅前第２ビル７階�
北区梅田１－２－２－700）

個人市・府民税
申告会場

２/1６(木)～�
　　３/1５(水）
土・日を除く

９:00～17:30�
(金曜日のみ～19:00）�
(出張所は17:30まで）

東淀川区役所�
東淀川区役所出張所�
梅田市税事務所

U 梅田市税事務所　H4797-2953(個人市民税担当)

特　�定健診の受診はお早めに！
　大阪市国民健康保険では、４0歳以上の方（３月までに４0歳になる方を含
む）を対象に、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防
するために無料で受診できる特定健診を実施しています。対象の方には、
緑色の封筒で「受診券」を送付しています。受診券の有効期限は３月末と
なっていますので、それまでに受診をお願いします。
U 受診券のこと＝保険年金　１階❻番　H4809-9956
　　　 健診のこと＝健診（保健企画）　 ２階�番　H4809-9882

無 料

天　�ぷら油火災に気をつけましょう!!
　毎年、天ぷら油による火災が火災原因の上位を占めています。
火災になる要因としては、調理中に火を止めずにその場から離れ
てしまうことがあります。「うっかり、ちょっと」という気の緩みが
尊い命を奪うことになりかねません。また、規定の油量を守らず、少ない油で
調理したことで、急激な温度上昇が起こり、安全装置が働かず火災に至った
ケースもあります。
　調理器具の使用上の注意事項を守り、今一度気を引き締めて楽しい冬を
過ごしましょう！ U 東淀川消防署　H6320-0119

◆「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25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。２

◆納期限のお知らせ…個人市・府民税（普通徴収）、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、１月31日（火）です。
期限内納付にご協力をお願いします


