
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★★

３月…2・9・16・23
４月…6・13・20・27
(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★★

３月…21・28
４月…4・11・18・25
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★★

３月１(水)　４月５(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★★

３月８(水)　４月12(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★★

３月15(水)　４月19(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★★

３月22(水)　４月26(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）

３月…1・8・15・22・29
４月…5・12・26

（3月まで毎週水曜 4月から第1・
2・4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★

３月…3・7・10・14・17・21・24・28・31
４月…4・7・11・14・18・21・25・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

３月6(月)　４月3(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 ３月７(火) Q14：00～16：00
４月４(火) Q14：00～15：30

十三公園事務所　H6309-0008
サバンナ堆肥を進呈しています

3月１日～4月30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

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

3/11(土)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。

❖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
【３/31までに受診する場合】

40歳以上の女性(昭和奇数年生まれの方)
【4/１以降に受診する場合】

40歳以上の女性(昭和偶数年生まれの方)
1,500円マンモグラフィ

子宮頸がん検診※３

【３/31までに受診する場合】
20歳以上の女性(昭和奇数年、平
成偶数年生まれの方)
【4/１以降に受診する場合】
20歳以上の女性(昭和偶数年、平
成奇数年生まれの方)

400円

骨量検査 18歳以上の方 無　料

風しん抗体検査 3/6(月)10:00～11:00 ・妊娠を希望する女性又はその配偶者
・妊婦の配偶者 無　料

予
約
不
要
結核健診 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

特集面も
ご覧ください！

■U健診（保健企画）　２階�番
　　　H4809-9882

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

❖ナイター法律相談 無料
l 3/14（火）18：00～21：00
　　　（受付は20：00まで）
I 北区民センター
　　　（北区扇町2-1-27）
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
l 3/26(日)９：30～13：30
I 平野区役所
　　　（平野区背戸口3-8-19）
C 16名(電話予約要：先着順)
V 電話で、3/23(木)・24(金)の
　　　9：30～12：00に申し込み。
　　　予約専用電話はH6208-8805

■U大阪市総合コールセンター　H4301-7285

3　�月・４月は住民票の異動手続きの窓口が大変混み合います！
　日曜開庁や区役所以外の窓口もご利用ください

　新生活に向けて引越しをする方が多い季節となりました。そのため、3月・
4月は窓口が大変混み合い、お待ちいただく時間が１時間以上になる場合
があります（特に月曜日は大変混み合います）。住民票の異動手続きや住民
票の写しなどの請求は、日曜開庁（左記参照）や、淡路駅前の東淀川区役所出
張所でも受け付けていますので、ぜひご利用ください。
　また、住民票の写しなどの証明書の取得は、全国のコンビニエンスストア・
大阪市サービスカウンター・大阪市役所でも可能なほか、当区独自の施策と
して東淀川井高野郵便局でもお取りいただけます。
　なお、コンビニ交付を利用するには、「マイナンバーカード」、または「コン
ビニ利用登録をした住民基本台帳カード」が必要ですが、４月１日からは証
明書の交付手数料の改定に伴い、コンビニエンスストアでお取りいただく方
が、区役所などの窓口や郵送でお取りいただくよりも安くなります。
　コンビニ交付や、各種証明書の手数料改定の詳細につきましては、区ホー
ムページをご確認ください。 U住民登録　１階❺番　H4809-9963

撤

U建設局自転車対策課　H6615-6683

　�去された自転車等の保管場所が変わります
神崎川第２自転車保管所を平成29年３月末で閉鎖します。
【新しい保管場所】
　宮原自転車保管所（淀川区宮原１-19）H6350-0585
　淡路駅、だいどう豊里駅、井高野駅、瑞光四丁目駅で撤去
した自転車は、平成29年４月以降、宮原自転車保管所で保
管します。

　東淀川区では、昨年１年間で４9件（前年比＋
３件）の火災が発生しました。主な火災原因は

放火、てんぷら油、たばこ等で特に放火（疑い含む）は全体の３割を占めていま
す。放火を防ぐには、燃えやすい物などを家の周りに置かないようにすること
が大切です。また、３月１日から７日までは春の全国火災予防運動です。これ
を機会にご近所同士で声を掛け合うなど、地域ぐるみで放火されない環境づ
くりに努めましょう。 U東淀川消防署　予防担当　H6320-0119

放　�火火災にご用心!!

愛　�犬の登録と狂犬病予防集合注射
　犬の登録（生涯１回）と狂犬病予防注射（毎年１回）は狂犬病予防法で定
められた飼い主の義務です。平成29年度は、次の会場で犬の登録及び集合
注射を行います。
　なお、次の日程に関らず、最寄の動物病院でも３月２日（木）から、『平成
29年度の狂犬病予防注射』が受けられますが、本市では、登録の手続きや
済票の交付を委託している動
物病院もございます。詳しく
は、お問合せ下さい。

時 間 1３：３０～1６：００まで
※�雨天実施（荒天時は、中止することが
あります。）
※�昨年から変更または廃止になった会
場がありますのでご注意ください。

D  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。

日　程 場　所
４月1３日（木）東淀川区役所　北側
４月1６日（日）東淀川区役所　正面駐車場
４月19日（水）井高野南公園
４月2６日（水）南江口公園
４月2７日（木）淡路出張所　南西側駐車場

U生活環境　２階�番　H4809-9973

★�区役所から案内が届
いた方は、必ず持参
してください。

お　�引越しの手続き等にご利用ください
時 間 9：00～17：30
―――――――――――― 主 な 取 扱 業 務 ―――――――――――

▶ 転入・転出、出生・婚姻などの届出、住民票・印鑑登録・戸籍に関する証明発
行、就学手続きなど

　U住民登録　１階❸番・❹番・❺番　H4809-9963
▶ 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金に関すること
　U保険年金　１階❻番・❼番　H4809-9956・9946
※関係機関への確認が必要なものなど、お取り扱いのできない場合があります。
※ 出張所や上記以外の窓口については、業務を行っておりません。詳しくは各担当へお問

い合わせください。

３月26日（日）・４月２日（日）は、一部の窓口業務を行います。

お忘れなく！

◆「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…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、３月31日（金）です。
期限内納付にご協力をお願いします


