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広
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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

ホームページバナー
募集中！ 検索東淀川区　バナー広告

広告

日曜法律相談 ◆ 4月24日(日) 9：30～13：30　　　　　各16組（先着順）
都島区役所（都島区中野町2-16-20）／阿部野区役所（阿倍野区文の里1-1-40）
4月21日（木)・22日(金) 9：30～12：00 【予約専用電話】a 6208-8805

日時
場所

定員

予約無料 要予約

g大阪市総合コールセンター（年中無休）　a4301-7285　b6373-3302

月～金 9：00～12：00、13：00～17：00 ※土・日・祝・年末年始を除く
近畿財務局多重債務無料相談窓口 近畿財務局理財部

a 6949-6523

4月8日（金) 13：00～16：00

5月11日（水) 13：00～16：00

宅地建物取引士による
不動産相談 事前予約可★◆
賃貸・売買契約や相続、名義変更など
不動産に関する相談

大阪府宅地建物取引業協会新大阪支部
a6303-0676（月～金10：00～16：00）
全日本不動産協会大阪府本部北支部
a6373-1511（月～金10：00～16：00）

4月19日（火)／5月17日（火) 14：00～15：30
花と緑の相談 ★ サバンナ堆肥を進呈します 十三公園事務所

a 6309-0008

4月13日・27日（水)／5月11日・25日（水) 9：15～12：15 ※9：15～11：45は予約不要

就労相談 事前予約可★◆
就労に関する情報提供・アドバイス・相談

毎週火・水・木 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

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

4月7日・14日・21日・28日（木）／5月12日・19日・26日（木） 13：00～17：00
弁護士による法律相談 当日予約制★◆

4月5日・12日・19日・26日（火）／5月10日・17日・24日・31日（火） 13：00～16：00
税理士による税務相談 当日予約制★◆

月～金 9：00～20：30／日・祝 9：00～17：00 ※電話・FAX・メールでも相談可
人権出張相談 事前予約制★

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）

人権擁護委員による人権相談

4月4日（月)／5月9日（月) 14：00～16：00 ※受付は15：30まで

行政相談委員による行政相談 ★
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

月～金 9：00～17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く
犯罪被害者等支援のための総合相談

4月13日（水)／5月11日（水) 13：00～16：00

行政書士による相談 事前予約可★◆
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

4月20日（水)／5月18日（水) 13：00～16：00

司法書士による相談 事前予約可★◆
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

4月27日（水)／5月25日（水) 13：00～16：00

社会保険労務士による相談 事前予約可★◆
年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

広聴相談 3階31番
a4809-9683
予約は左記の『相談日当日の9:00』より
電話にて受付けます。
当日以外は予約できません。

行政書士会相談受付
a7739-8000
（月～金10：00～16：00）

司法書士事務所
a0120-676-888
（月～金9：00～18：00）

社会保険労務士事務所
a4800-8125
（月～金10：00～17：00）

大阪市地域就労支援センター
a0120-939-783

人権啓発・相談センター
a 6532-7830 b 6531-0666
e 7830@osaka-jinken.net
大阪法務局人権擁護部第一課
a 6942-1489
b 6943-7406
市民局人権企画課（市役所4階）
a 6208-7489 b 6202-7073

子育て・教育 2階25番
a 4809-9850

広聴相談 3階31番
a 4809-9683

相談内容・相談日 a・問合せ予約

4月12日（火)／ 5月17日（火) 10：00～15：00
防衛省自衛隊  就職・進学出張相談 ★ 自衛隊十三募集案内所

a 6301-0488

その他その他その他

施設からのお知らせ
東淀川消防署 a6320-2172

春に火災が多い理由とは？
春は１年で最も火災が多いことをご存じですか？統計
では、年間を通して３月～５月に最も火災が多いこと
がわかっています。冬の乾燥した空気が残る上、風が
強い日が多いので火の取り扱いに注意しましょう！
乾燥（着火しやすい状況）＋強風（燃え広がりの原因）
この状況により、春は火災が増えます。
火の用心を踏まえ、ぜひ以下のことを見直してください。

コンロ周辺➡火の放置や消し忘れにご注意ください。
たばこ関係➡寝室での寝たばこは絶対にやめましょう。
火遊び関係➡ライターやマッチでの火遊びは厳禁です！
ストーブ関係➡ストーブの近くに物を置いたり、洗
濯物を乾かしたりするのはやめましょう。
住宅用火災警報器➡電池切れなどになっていない
か再度確認しましょう。

火災予防に大切な５つのポイントチェック

東淀川区子ども・子育てプラザ
a6327-5650

きせつの工作「こいのぼり」
こどもの日にちなんでこいのぼりを作ります。
親子で楽しみましょう。

4月28日（木）10：00～11：00
東淀川区子ども・子育てプラザ
当プラザに登録されている乳幼児の親子
親子15組（材料がなくなり次第、終了）
4月27日(水)10：00～受付
なし

日時
場所
対象
定員
申込
一時保育 プラザの行事予定は変更

する場合がありますので、
HPでご確認ください。

無料 要申込

令和4年度 東淀川区関連予算の概要について
１３億２,６４７万円(人件費を除く)

区長自由経費４億９,８３５万円
区長に権限があり、

区が実施する事業の予算です。

区CM自由経費８億２,８１２万円
区長が区ＣＭ(シティー・マネージャー)として
権限を持ち、局が実施する事業の予算です。

東淀川区関連予算東淀川区関連予算につ
いて、「住んでよかった、
住み続けたい東淀川
区」の実現をめざして、
予算編成を行いました。

主な
事業

◆もと西淡路小学校にかかる活用方策策定事業
もと西淡路小学校跡地の有効な活用方策策定の検討に必
要な基礎調査を行います。

◆地域福祉コーディネーター業務委託事業
各種生活課題を抱えた住民の相談対応や緊急時の一時的な援助、支援に繋がっていない地域住民をいち早く発見し、
適切な支援が受けられるように関係機関や各制度につなぐとともに、地域における住民主体のコミュニティづくりを推
進します。

◆交通安全対策事業
地域や警察等との連携により、総合的かつ効果的に交通
安全運動や自転車適正利用の啓発活動等を実施します。

◆東淀川区西部地域まちづくり
地域や都市基盤整備事業者などで組織するまちづくり協
議会を開催し、区長のマネジメントのもと、大きなポテン
シャルを有する区西部地域のまちづくりを進めます。

◆児童虐待防止のための保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業

g総務 3階31番　a4809-9625／総合企画 3階31番　a4809-9908

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。▶▶▶
●体調不良とお見受けされる場合は相談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。

その問題、専門家が一緒に考えます！ 
専門家による各種相談日

４月1日～５月31日 無料 秘密厳守
★区役所で実施　◆1組 30分以内

「とことこ」のかみしばいの時間
4月16日（土）14：00～14：30日時

「なにわ語り部の会」のおはなし会
毎月第4土曜日に、素話で昔話などの物語を語るおは
なし会を行っています。

4月23日(土)13：30～14：00日時

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止や延期と
なる場合があります。

場所
対象
定員

東淀川図書館 多目的室
子どもから大人まで
10名（開催日の2週間前から前日16：00までに
事前申込要・先着順）

【
共
通
】

無料 要申込

東淀川図書館 a6323-5476

土地または家屋の固定資産税の納税者となる方は、資産のある区を
担当する市税事務所で縦覧帳簿を縦覧できます。（資産をお持ちの区
の縦覧帳簿に限ります）縦覧の際は、本人確認ができるもの（マイナン
バーカード、運転免許証など）または納税通知書を持参してください。
代理人の場合は委任状が必要です。

４月１日（金）～５月２日（月）（土・日・祝日を除く）
9：00～17：30（金曜日は19：00）まで

g梅田市税事務所 固定資産税グループ
a4797-2957(土地)・2958(家屋)

※問合せ可能日・可能時間  平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00）

期間

固定資産税（土地・家屋）に関する縦覧を行います

区長自由経費の
予算事業一覧は

コチラ

運営方針
令和４年度
東淀川区運営
方針はコチラ

区内保育施設等を対象に、在籍児童についてのスクリーニングを支援することで、虐待等の気づきを促
し、支援が必要な児童・家庭を区役所や地域等につなぎ、社会全体で支える仕組みを構築します。


