
【問合せ】子育て・教育　　　　　 ４８０９-９８５０

秘密厳守無 料

相談日 予約・問合せ先、相談内容

弁護士による
法律相談

行政書士による相談

宅地建物取引士に
よる不動産相談

司法書士による相談

5月 9・16・23・30
4月 4・11・18・25

広聴相談
4809-9683

（ご予約は、相談日当日の9:00より受付けます。）
（当日以外のご予約は受付けておりません。）

全日本不動産協会大阪府本部北支部
6373-1511（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

行政書士会相談受付
6306-3307（月～金 10：00～16：00）

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

司法書士事務所
0120-676-888（月～金 9：00～18：00）

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

社会保険労務士事務所
4800-8125（月～金 10：00～17：00）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

子育て・教育  　　　　 4809-9852
就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談
離婚を考えている方、養育費に関する相談

大阪市地域就労支援センター　 0120-939-783
就労に関する情報提供・アドバイス・相談

13：00～17：00

5月 7・14・21・28（火）
4月 2・9・16・23（火）

13：00～16：00

5月 8(水)4月 3(水)
13：00～16：00

5月 8(水)4月 10(水)
13：00～16：00

5月 15(水)4月 17(水)
13：00～16：00

5月 22(水)4月 24(水)
13：00～16：00

5月 8・22（水）4月 10・24（水）
9：15～12： ）  　　　は54:11～51:9（ 51

（毎週水・木・金）
（祝・年末年始を除く）
※他の曜日に相談できる場合があります。応相談

※４月から
　第３火曜に変更

※4月から曜日変更
9：15～17：30

14：00～16：00（受付は15：00まで）

14：00～15：30

税理士による
税務相談

人権啓発・相談センター　 6532-7830　
6531-0666　 7830@osaka-jinken.net

大阪法務局人権擁護部第一課　 6942-1489
（場所）社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階（小松1-12-10）

市民局人権企画課（市役所4階）
6208-7619　 6202-7073

広聴相談 　　　　 4809-9683
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

人権出張相談

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

人権擁護委員による
人権相談

花と緑の相談

行政相談委員による
行政相談

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

社会保険労務士
による相談

21（火）5月16（火）4月

1階　　番10

1階　　番10

2階　　番25

原則、第１～４木曜
祝日等の場合は変動あり

専門家による各種相談日  4月1日～5月31日
その問題、専門家が一緒に考えます！

（月～金）     9：00～17：30
（土・日・祝・年末年始を除く）

（第1火曜）     13：00～15：30

（月～金）     9：00～20：30
（日・祝）  　 9：00～17：00

13（月）5月１（月）4月

　は区役所で実施   　 は予約制   　 は一組30分以内

区 予 30

30

30

30

30

30

30

区 予 30

区 予

区 予

区 予

区 予

区 予

区

区

予約不要就労相談 区 予

区 予

区 予

※電話・FAX・メール
　でも相談可

【問合せ】大阪市総合コールセンター　 4301-7285

【日　時】４月28日(日) 9：30～13：30
【場　所】中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）・鶴見区役所（鶴見区横堤5-4-19）
【定　員】各16名(電話予約要・先着順)
【申　込】４月25日(木)・26日(金) 9：30～12：00　予約専用電話 6208-8805

日曜法律相談 無 料 30要予約

【日　時】3月27日（水）～4月7日（日） 9:00～21:00
【場　所】柴島浄水場の一部（柴島1-8）（阪急崇禅寺駅

から淡路駅間東側線路沿いの約460メートル）
※会場に駐車場、駐輪場はありません。公
共交通機関をご利用ください。

【問合せ】 6614-8866（桜並木通り抜けご案内専
用ダイヤル、24時間対応）
※自動音声によるご案内です。

柴島浄水場桜並木通り抜け

花と緑の講習、相談を行います。
【日　時】4月24日（水） 14:00～15:30
【場　所】豊里中央公園（公園内 豊里5丁目）
【講習内容】バラの栽培管理
【その他】「ひとり・ふたり・みどり号」には、ビデオ・図書

などもあります。どうぞご利用ください。
【問合せ】十三公園事務所　 6309-0008

庭木や草花の園芸の悩みをお聞かせください
「ひとり・ふたり・みどり号」

入場無料

無 料 申込不要

平成30年度のスポーツ活動・文化活動などにおい
て顕著な成果をあげた山下さんと川副さんが２月22
日に表彰を受けました。

区内に土地又は家屋をお持ちの方は、平成31年度
縦※（。すまきで覧縦を簿帳覧縦たし載記を等格価の

覧は所有資産の所在する区の縦覧帳簿に限ります）
【期　間】４月１日～５月７日（土・日・祝を除く）

9:00～17:30（金曜は19:00）
【場　所】梅田市税事務所（北区梅田1-2-2 大阪駅前

第２ビル７階）　※区役所では縦覧できません
【持ち物】本人確認ができるもの（運転免許証など）

又は納税通知書 ※代理人の場合は委任状
【問合せ】梅田市税事務所

固定資産税（土地）グループ　 4797-2957
固定資産税（家屋）グループ　 4797-2958

固定資産税（土地・家屋）に関する
縦覧を行います

2階　　番25

第12回全日本中学野球選手権大会優勝
瑞光中学校　山下 来球 さん

やました ききゅう
第45回吟詠コンクール全国大会 幼・少年の部 優勝
豊新小学校　川副 琴 さん

かわぞえ こと

市長・教育長表彰 教育長表彰

決勝戦は東京ドームでの試合

で、チームの皆と試合を楽しむ

ことを心がけました。負けてて

も勝ってても最後まで全力で

プレイできるようにしました。

４月からは大阪桐蔭高等学校

で甲子園に出て日本一になるこ

とをめざしてがんばります。

⎛
⎝

⎞
⎠

詩吟は小学校１年生の時に見守

り隊のおじさん（詩吟の先生）に

誘ってもらって始めました。

大会では詩吟の先生に言われて

いた、マイクとの距離や、マイク

の音が割れないように気を付けて

うたいました。これからもたくさ

んの大会に出て優勝したいです。

大阪市立校園児童生徒表彰！

4月27日（土）から5月6日（月）までの連休中も次の
とおりご利用いただけます。

※1：ご利用にはマイナンバーカードか利用登録済みの住民
基本台帳カードが必要です。

※2：取扱いを行う証明書についてはHP等をご確認ください。

10連休中の戸籍及び住民票関係の
届出・証明書発行について

【問合せ】住民情報　　　　　 4809-99611階　　番4

サービス
カウンター
（梅田・難波・
天王寺）

コンビニ交付
（※1）

区役所夜間
休日窓口

区役所窓口

証明書発行
（※2）

証明書発行
（※2）

戸籍の届出の
預かり対応
（婚姻届など）

各種届出・
証明書発行

10:00～19:00
4月27日（土）全日及び
5月1日（水）の10:00～13:00は
システムメンテナンスにより休業

6:30～23:00
4月27日（土）はシステム
メンテナンスにより休止

区役所開庁時以外、24時間受付け
「婚姻記念撮影コーナー」が
ご利用いただけます。
また、5月1日（水） 9:00～17:30は
混雑が予想されますので、
窓口を増設します。
（出張所には婚姻記念撮影コーナー
及び窓口の増設はありません）

4月28日（日） 9:00～17:30
（出張所は開庁しません）

お取り扱い 開設時間

GWの取扱

4
●市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談　　　　　へ　 4809-9683　 6327-1970
　区役所正面玄関に、「市政・区政へのアイデア　区長への提案・意見箱」を設置しています。 東淀川区  ご意見・ご要望 検 索

1階　　番10

広報 ホームページバナー募集中！　区役所ホームページに広告を掲載しませんか？ 詳しくはこちら➡ 東淀川区  バナー広告 検 索

広告掲載枠 広告掲載枠


