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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。
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広報

東淀川区　ご意見・ご要望

東淀川区役所でフードドライブを
毎月第２火曜日に開催しています

1月10日（火）13：30～15：30
区役所１階 エレベーター前

日時
場所

g東北環境事業センター　a6323-3511

1月5日（木）14：00～・10日（火）13：30～・18日（水）14：30～・26日（木）13：30～
2月2日（木）14：00～・14日（火）13：30～・15日（水）14：30～

精神科医による精神保健福祉相談
こころの健康についての専門医による相談 健康相談 2階24番

a 4809-9968

毎週木・金 10：00～17：00　（※2月23日（祝）は除く）

区役所1階で実施スマホ使い方相談
スマートフォンの初歩的な使い方の相談 広聴相談 3階31番

a 4809-9683

★ ◆

大阪市では、長年にわたってまちの美化
推進にご協力いただいている方、並びに
長年にわたり資源のリサイクルやごみの
減量に大きく貢献された資源集団回収活
動功労団体に、感謝状を贈呈していま
す。東淀川区では、12月6日に東淀川区
民ホールにて「令和4年度 東淀川区美化
運動功労者・資源集団回収活動功労団体 市長表彰伝達式並びに区長表彰
式」を開催し、22名と６団体に市長感謝状並びに区長感謝状を贈呈しまし
た。地域清掃、資源回収へのご協力ありがとうございます。

2月10日（金） 13：00～16：00　※1月はありません

宅地建物取引士による不動産相談
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）

★ ◆ ●事前予約可

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。

専門家による各種相談日
その問題、専門家が一緒に考えます！ 無料 秘密厳守

★区役所で実施  ◆1組 30分以内  ●予約制
1月1日～2月28日

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

2月21日（火） 14：00～15：30　※1月はありません
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

1月11日・25日（水）／2月8日・22日（水） 9：15～12：15 ※9：15～11：45は予約不要

就労相談
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
○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

1月12日・19日・26日（木）／2月2日（木）・9日（木）・16日（木）・24日（金） 13：00～17：00
弁護士による法律相談

1月10日・17日・24日・31日（火）／2月7日・14日（火） 13：00～16：00
税理士による税務相談

月～金 9：00～20：30／日・祝 9：00～17：00 ※区役所等での出張相談も可
※電話・FAX・メールでも相談可

人権出張相談

第2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

1月10日（火）・2月6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

1月11日（水）／2月8日（水） 13：00～16：00

行政書士による相談
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

1月18日（水）／2月15日（水） 13：00～16：00

司法書士による相談
簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理などの相談

1月25日（水）／2月22日（水） 13：00～16：00

社会保険労務士による相談
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。

大阪府行政書士会（淀川支部）
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
（月～金10：00～17：00）

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

1月13日（金）／2月10日（金） 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

★ ◆ ●当日予約制

★ ◆ ●当日予約制

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

★ ◆ ●事前予約可

●事前予約制

★ ●事前予約制

★

★

★

ナイター法律相談
1月13日（金）18：30～21：00（受付は20：00まで）
中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）　　　　32組

※受付開始（18:00予定）までに来場された方で、抽選により相談の順番を決定。以降、先
着順。※定員に達した時点で受付早期終了あり。

◆ 無料 予約不要

場所
日時

定員

日曜法律相談 無料 要予約◆

1月22日（日）9：30～13：30
天王寺区役所（天王寺区真法院町20-33）　　　　 16組(先着)
1月19日（木）・20日（金）9：30～12：00　a6208-8805（予約専用）

日時
場所 定員
申込

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

令和5年度個人市・府民税の申告受付について、申告
期間（2月16日（木）から3月15日（水））の窓口の混雑緩
和のため、次のとおり事前申告受付会場を開設します。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送や
大阪市行政オンラインシステムによる申告をお願いします。

梅田市税事務所
（北区梅田1-2-2 700 大阪駅前第2ビル7階）
2月6日（月）～15日（水）
平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00）

※所得税の確定申告等については、東淀川税務署
a6303-1141にお問い合わせください。

g梅田市税事務所市民税等グループ a4797-2953
※問合せ可能日・可能時間
　平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00）

日時

会場

個人市・府民税の事前申告について

大阪市市民表彰は、公益の増進、産業の振興、学術、文化の向上発展などに貢献
し、顕著な成績のあった方を広く市民に顕彰することを目的に実施しています。
12月16日に開催された「第57回大阪市市民表彰」では、長年にわたり区政
の伸展に積極的に尽力された表西 弘子（おもにし ひろこ）さんが、区政功労
の項目で表彰されました。

g総合企画 3階31番　a4809-9683

大阪市市民表彰

大阪市では 長年にわた てまちの美化

美化運動功労者・資源集団回収活動功労団体表彰

その他

節分にちなんだ飾りを、
親子で一緒に作ってみませんか。

無料 要申込

1月26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20組（材料がなくなり次第、終了）
1月25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。

東淀川区子ども・子育てプラザ
a6327-5650

きせつの工作「節分の飾り」

東淀川税務署
a6303-1141（代）

●スマートフォンやご自宅のパソコンで簡単e-Tax！
●国税庁HPの画面の案内に沿って入力するだけで
自動計算し、申告書が作成可能！
●確定申告期間は24時間いつでも利用可能！
●申告会場に行く時間も会場での待ち時間もなし！
【スマホを利用した申告がさらに便利に！！】
●スマホ専用画面で見やすく操作が簡単!
●カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取って自動入力!
●青色申告決算書・収支内訳書がスマホで
　作成可能に！

確定申告は簡単・便利なe-Taxで！

作成コーナー
確定申告書等作成コーナーはこちら

本年10月1日から適格請求書等保存方式
（いわゆるインボイス制度）が導入されます
制度開始当初から適格請求書発行事業者の登
録を受けるためには、原則、本年3月31日まで
に登録申請手続を行う必要があります。インボ
イス制度の詳しい情報については、国税庁HP内
のインボイス制度特設サイトをご覧ください。 インボイス

特設サイト

g総務 3階31番　a4809-9625

★ ●事前予約制

広告


