ホームページバナー
募集中！

広報

区役所ホームページに広告を
掲載しませんか？ 詳細はこちら

東淀川区

バナー広告

検索

令和2年 12月｜No.295

東淀川区子ども・子育てプラザ
きせつの工作「クリスマス」

話合いで円満解決！
裁判所の民事調停

無料

12月4日から12月10日は
「人権週間」
です

民事調停では、様々なトラブルを取り扱っていま
す。法律の知識がなくても簡単に利用でき、費用も
民事裁判と比べ低額です！
【利用例】金銭トラブル、近隣トラブル、
交通事故のトラブル、不動産のトラブルなど

要申込
親子で一緒に、クリスマスに
ちなんだ工作を楽しみましょう。
日時 12月17日
（木）
10：00〜11：00
場所 東淀川区子ども・子育てプラザ
対象 当プラザに登録されている乳幼児の親子
定員 30名
（但し、材料がなくなり次第、終了）
申込 12月16日(水)10：00〜受付
一時保育 なし

c 大阪簡易裁判所手続案内係
a6363-1281
裁判所

プラザの行事予定は変更する場合があり
ますので、ホームページでご確認ください。

民事調停

人権週間は、国連で昭和23（1948）年12月10日
「世
界人権宣言」
が採択されたことを記念して定められた
ものです。これを機会に私たち一人ひとりが人権の
尊さ、命の大切さについて考え、すべての人の「人権
が尊重されるまち」
をみんなで築いていきましょう。
また、差別的な落書きやインターネット上の差別書込
み等を発見された方は下記まで連絡お願いします。

c 地域 1階 番
a 4809-9734

検索

その問題、専門家が一緒に考えます！

c 東淀川区子ども・子育てプラザ
a6327-5650

専門家による各種相談日

無料 秘密厳守

12月1日〜1月31日

相 談 内 容・相 談日

予 約 ・問 合せ

弁護士による法律相談 当日予約制 ★ ◆

地域に密着した最新情報をお知らせします

東淀川区役所LINE公式
アカウントおともだち募集！
東淀川区役所公式LINEアカウントでは、区役所か
らの行政情報を発信しています（平常時月５回程
度、非常時随時）。非常時のお知らせ・行事予定の
変更や、避難所の開設情報など、
「 広報ひがしよど
がわ」
ではカバーできず、テレビでもな
かなか流れない地域密着の最新情報
を迅速にお知らせします。ぜひ、
「 お友
だち登録」
をお願いします。

番

a4809-9683

12月3日・10日・17日・24日
（木）
／1月14日・21日・28日
（木）13：00〜17：00

広聴相談 1階 番
a 4809-9683

税理士による税務相談 当日予約制 ★ ◆

予約は左記の『相談日当日の9:00』
より受付けます。

※12月はありません／1月5日・12日・19日・26日
（火）13：00〜16：00

当日以外は予約できません。

宅地建物取引士による不動産相談 事前予約可 ★ ◆

大阪府宅地建物取引業協会
新大阪支部
a 6303-0676（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

12月11日
（金) 13：00〜16：00／※1月はありません

行政書士による相談 事前予約可 ★ ◆

司法書士による相談 事前予約可 ★ ◆

司法書士事務所
a 0120-676-888

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

（月〜金9：00〜18：00）

社会保険労務士による相談 事前予約可 ★ ◆

社会保険労務士事務所
a 4800-8125

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

就労相談 事前予約可 ★ ◆

（月〜金10：00〜17：00）

就労に関する情報提供・アドバイス・相談

12月9日・23日(水）
／1月13日・27日(水）9：15〜12：15 ※9：15〜11：45は予約不要

人権出張相談 事前予約制 ★

a6301-0488

月〜金 9：00〜20：30／日・祝 9：00〜17：00 ※電話・FAX・メールでも相談可

東淀川税務署からのお知らせ

人権擁護委員による人権相談

●パソコン・スマホで簡単e-Tax！
●国税庁HPの案内に従って、金額などを入力する
だけで、申告書が作成可能！
●いつでもどこでも申告書が作成できる！
●申告会場に行く時間も会場での待ち時間もなし！

国税の納付はキャッシュレスをご利用ください！
●e-Taxを利用している方や源泉徴収義務者の方
に便利な
「ダイレクト納付」
！
●所得税や消費税を毎年申告する個人の方に便
利な
「口座振替による納付」
！
●時間を気にせず利用したい方やインターネットを
利用している方に便利な
「クレジットカード納付」
や
「インターネットバンキング等からの納付」
！

犯罪被害者等支援のための総合相談
ひとり親家庭サポーターによる相談 事前予約制 ★
○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

毎週水・木・金 9：15〜17：30 ※祝・年末年始を除く ※他の曜日に相談できる場合あり。応相談

行政相談委員による行政相談 ★
12月7日(月)／ 1月12日(火) 14：00〜16：00 ※受付は15：30まで
サバンナ堆肥を進呈します

十三公園事務所
a 6309-0008

12月15日(火) 14：00〜15：30／※1月はありません

詳細やその他の納付方法について
は国税庁HPをご覧ください。

無料

要予約

日時
場所
定員
申込

番

子育て・教育 2階
a 4809-9850
広聴相談 1階 番
a 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

日曜
法律相談 ◆

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

市民局人権企画課（市役所4階）
a 6208-7489 b 6202-7073

月〜金 9：00〜17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く

花と緑の相談 ★

大阪市地域就労支援センター
a 0120-939-783

大阪法務局人権擁護部第一課
a 6942-1489

第1火曜 13：00〜15：30
場所：社会福祉法人水仙福祉会 水仙の家1階
（小松1‑12‑10）

確定申告は簡単・便利なe-Taxで！

c 東淀川税務署

（月〜金10：00〜16：00）

12月9日(水)／1月13日(水) 13：00〜16：00

12月23日(水)／1月27日(水) 13：00〜16：00

ご本人はもちろんご家族の方でもお話させて
いただきますので、お気軽にお越しください。
日時 12月8日
（火）
10：00〜15：00
場所 区役所１階ロビー

国税の納付手続

行政書士会相談受付
a 6643-9903

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

12月16日(水)／1月20日(水) 13：00〜16：00

防衛省自衛隊「就職・進学出張相談」

c 自衛隊十三募集案内所

★区役所で実施
◆1組 30分以内

相談日については、変更・中止になることがありますので、HPで最新情報をご確認ください。▶▶▶

その他

c 総合企画 1階

b 6327-1970

12月27日
（日）
9：30〜13：30
福島区役所
（福島区大開１‑８‑１）
／東住吉区役所
（東住吉区東田辺1‑13‑4）
各16名
（先着）
12月24日(木)・25日(金)9：30〜12：00【予約専用電話】a6208-8805

●体調不良とお見受けされる場合は、相談ブースへの入室をお断りすることがあります。
●マスク着用の徹底をお願いします。

検索

c 大阪市総合コールセンター

a6303-1141（代）

a4301-7285 b 6373-3302（年中無休）

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
大阪市では、犯罪被害者やその家族・遺族が被
害から回復し、社会の中で再び平穏な生活が
できるようになっていただくため、
「 犯罪被害
者等支援のための総合相談窓口」
を設置し、犯
罪被害者等からの相談をお受けして、その方
の状況に応じた大阪市の各種支援施策のご案
内や関係機関のご紹介などを行っています。
犯罪被害にあわれてお困りの方や、身近な方
が犯罪被害にあわれて支援を必要とされてい
る場合は、ぜひご相談ください。

4

時間

場所

広告

9：00〜17：30
（土・日・祝日・
年末年始を除く）
市民局人権企画課
（市役所4階）

a6208-7489
b6202-7073

市政・区政に対するご意見・ご要望は、広聴相談 1階 番へ a4809-9683 b6327-1970
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

