相談分類

法 律

具体的な相談内容

案内窓口等

有料でもいいので、弁護士による法律相談を受け
法律相談・大阪弁護士会
たい

（自分が）死亡した際の相続について、(遺言書の
作成を含め)色々知っておきたい

リンク先など

大阪弁護士会

大阪弁護士会の遺言・相続センターを案内
大阪弁護士会遺言・相続センター

公証役場を案内

相 続
相続放棄について知りたい

税理士による所得税や相続税、経理などに
関する税務相談

大阪弁護士会の遺言・相続センターを案内
毎年5月～12月まで、月2回相談窓口を開設。
（市役所会議室 予約制 無料）

大阪弁護士会遺言・相続センター

広報紙掲載

問合先・・・近畿税理士会 富田林支部事務局（25-6250）

税 金

国税に関する問い合わせ
＜河内長野市管轄＞富田林税務署
（所得税・法人税・相続税・贈与税・酒税・消費税・
石油税・石油ガス税・自動車重量税・印紙税・登
〒584-8501 富田林市若松町西2丁目1697番地の1（24-3281）
録免許税・国たばこ税 など）
府税に関する問い合わせ
①府民税・事業税・不動産取得税・自動車税
②府たばこ税・ゴルフ場利用税・地方消費税・軽
油引取税・狩猟税

①＜河内長野市管轄＞南河内府税事務所
〒584-8531 富田林市寿町2-6-1（25-1131）
②なにわ北府税事務所
〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号（06-6362-8611）

国税庁

大阪国税局

府税に関する問合せ先

日本年金機構
・ねんきんダイヤル

年 金

交通事故

国民年金･厚生年金に関する相談

自動車損害賠償責任保険等の請求方法や示談
について知りたい

0570-05-1165（ナビダイヤル）
03-6700-1165（一般電話）
・天王寺年金事務所 06-6772-7531
受付時間 月曜日 8：30-19：00
火～金曜日 8：30-17：15
第２土曜日 9：30-16：00
*月曜日が祝日の場合は、翌日以降開所日初日に19:00まで
*祝日(第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日は利用いただけません。
公益財団法人
日弁連交通事故相談センター 0570-078325
月～金(土・日・祝祭日を除く) 10～15：30
一人10分程度 弁護士が直接対応

日本年金機構

認 知 症

認知症と思うがどうすればよいか
ひと時も目が離せないので大変
など

地域包括支援センターを案内
（東部地域包括支援センター）電話52-0180・FAX52-0181
（中部地域包括支援センター）電話55-3451・FAX55-3452
（西部地域包括支援センター）電話56-6600・FAX53-8080
こころの健康相談
（大阪府富田林保健所）電話0721-23-2681
大阪府認知症疾患医療センター
（大阪さやま病院）相談専用電話072-365-1875

太陽光発電

住宅用太陽光発電導入支援補助金について聞き
一般社団法人 太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター
たい

再生可能エネルギー 再生可能エネルギー固定価格買取制度について
経済産業省 資源エネルギー庁
固定価格買取制度 聞きたい

就労支援

労 働

職業に関しての相談や、仕事の紹介、情報の提
供等

職場でのトラブル、労働条件などの相談受付

【ハローワーク河内長野】
・連絡先
0721-53-3081
・利用時間
月曜日～金曜日 8時30分～17時15分
（土・日・休祝日及び年末年始を除く）
【大阪府総合労働事務所 南大阪センター】
・連絡先
072-233-6821
・利用時間
月曜日～金曜日 9時～17時45分
（土・日・休祝日及び年末年始を除く）
（夜間労働相談あり：第4木曜日 18時～20時（祝日の場合は翌日））
【羽曳野労働基準監督署】
・連絡先
072-956-7161
・利用時間
月曜日～金曜日 8時30分～17時15分
（土・日・休祝日及び年末年始を除く）

住宅全般

住まいに関する様々な相談

地域包括支援センター

大阪府住宅相談室
06－6942－3854 (直通)
開設時間 月曜日から金曜日
9時00分から12時00分、13時00分から17時30分（祝日・年末年始除く
大阪府建築安全マネジメント推進協議会

認知症疾患医療センター（府ホームページ）

一般社団法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター

経済産業省資源エネルギー庁

大阪ハローワーク

大阪府総合労働事務所

厚生労働省大阪労働局

大阪府住宅相談室

住宅関係全般に係る相談窓口一覧

不動産の登記

＜河内長野市管轄＞法務局 富田林支局
不動産等の登記に関する相談

大阪法務局

〒584-0036 富田林市甲田1丁目7-2（23-2472又は23-2432）

境界問題

境界問題に関する相談

大阪法務局 境界問題相談センターおおさか（06-6942-8750）

境界問題相談センターおおさか

不動産の無料相談
（第1・第3水曜日）

社団法人 大阪府不動産鑑定士協会（06-6203-2100）

（社）大阪府不動産鑑定士協会

不動産
所有する土地の情報（権利関係、公図）

大阪法務局富田林支局
〒584-0036富田林市甲田一丁目７番２号
電話：
※登記簿等の公開に関する事務(不動産登記及び商業法人登記の登記事
項証明書，地図の写し，印鑑証明書等の交付，地番の照会等）についての
お問い合わせ … 0721-23-2472
※上記以外に関すること… 0721-23-2432
【大阪府人権相談窓口】 （財団法人 大阪府人権協会内）
１ 電話相談等
電話番号 ０６－６５８１－８６３４
Ｅメール so-dan@jinken-osaka.jp
Ｆ Ａ Ｘ ０６－６５８１－８６１４

財団法人大阪府人権協会

２ 面接相談
大阪市港区波除４－１－３７ H R Cビル８階
※できる限り事前にご連絡ください。(地下鉄・ＪＲ「弁天町」 下車徒歩９分）

人権相談

人権に関する相談

３ 相談窓口開設時間
（１）平日相談 毎週 月曜日から金曜日 ９時３０分から１７時３０分
祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日)を除く
（２）夜間相談 毎週 火曜日 １７時３０分から２０時００分
祝日、年末年始を除く （１２月２９日から１月３日）を除く
（３）休日相談 毎月 第４日曜日 ９時３０分から１７時３０分
※ なお、特にこの時間帯での相談が難しい場合には、一度ご連絡いただ
きましたら、ご都合の良い日程、時間帯等でお受けします。
【大阪法務局富田林支局】

0721-23-2432

大阪法務局

常設相談（全国人権相談ダイヤル 0570-003-110）

女性相談

ドーンセンター（大阪府男女共同参画・青少年センター）
・電話相談（火～金：17時～20時、土日：10時～16時）
06-6937-7800
・面接相談
女性専門のカウンセラーによる、生き方・家族・家
（相談時間 火～金：17時～21時、土日：10時～18時
庭・子育て・人間関係など、女性の悩み全般
（予約受付 火～金：13時30分～18時、18時45分～21時
土日：9時30分～13時、13時45分～18時）
06-6910-8588

大阪府相談窓口のご案内

DV相談

高齢者虐待

高齢者介護全般

児童虐待

大阪府女性相談センター（平日・土日 ９時～20時）
06-6949-6022、06-6946-7890
配偶者暴力相談支援センター（富田林子ども家庭センター）
（平日 ９時～17時45分）0721-25-2065
地域包括支援センターを案内
高齢者に対する虐待を見た（聞いた）がどうしたら （東部地域包括支援センター）電話52-0180・FAX52-0181
よいか。
（中部地域包括支援センター）電話55-3451・FAX55-3452
虐待かどうか分からないが心配など
（西部地域包括支援センター）電話56-6600・FAX53-8080
配偶者・元配偶者・内縁の夫などからの暴力

介護の仕方が分からない。
地域包括支援センターを案内
介護サービスを利用したい。
（東部地域包括支援センター）電話52-0180・FAX52-0181
どのような高齢者向けの福祉・介護サービスがあ
（中部地域包括支援センター）電話55-3451・FAX55-3452
るか。
（西部地域包括支援センター）電話56-6600・FAX53-8080
など
※ 大阪府児童虐待110番 富田林子ども家庭センター 0721-25-2263
（月曜日から金曜日の9時から17時45分）
※ 夜間・休日専用 児童虐待通報窓口
072-295-8737
「虐待かな？」と思う子どもがいるときや自分の子
（月曜日から金曜日の17時45分から9時及び土曜日、日曜日、祝日、年末年
どもの接し方で「虐待かも？」と不安を抱いたとき
始）
※ 河内長野市子ども子育て課
0721-53-1111
（月曜日から金曜日の9時から17時30分）
地域包括支援センターを案内
（東部地域包括支援センター）電話52-0180・FAX52-0181
（中部地域包括支援センター）電話55-3451・FAX55-3452
（西部地域包括支援センター）電話56-6600・FAX53-8080
大阪弁護士会（高齢者・障がい者総合支援センターひまわり）
電話06-6364-1251
大阪司法書士会（成年後見センター・リーガルサポート大阪支部）
電話06-4790-5656

成年後見制度

成年後見制度を利用したいが手続きは
どうすればよいか
認知症があり、お金の管理などに心配がある
など

大阪社会福祉士会（相談センター「ぱあとなあ」）
電話06-4304-2727

大阪社会福祉協議会（大阪後見支援センターあいあいねっと）
電話06-6191-9500
大阪府行政書士会（コスモス成年後見サポートセンター）
電話06-6231-7771
大阪家庭裁判所堺支部

大阪府相談窓口のご案内

地域包括支援センター

地域包括支援センター

大阪府富田林子ども家庭センター

地域包括支援センター

大阪弁護士会（高齢者・障がい者総合支援センターひまわり）

大阪司法書士会（成年後見センター・リーガルサポート大阪支部）

大阪社会福祉士会（相談センター「ぱあとなあ」）

大阪社会福祉協議会（大阪後見支援センターあいあいねっと）

大阪府行政書士会（コスモス成年後見サポートセンター）

電話072-223-7001
裁判所（後見サイト）

NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター

NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター 06-6774-6365

犯罪被害

（自分や身近な人が）犯罪に巻き込まれ、
生命・身体・精神・財産上の被害を受けた
どのような支援が受けられるか知りたい

大阪弁護士会 犯罪被害者支援センター

06-6364-1227

大阪地方検察庁 被害者ホットライン

06-4796-2250

法テラス（日本司法支援センター）

大阪地方検察庁 被害者支援制度

法テラス（日本司法支援センター）

0570-079714

警察相談室（大阪府警察本部）

06-6941-0030

河内長野警察署 広聴相談係

0721-54-1234

河内長野市役所 自治振興課

0721-53-1111

警察相談室（大阪府警察本部）

市役所の犯罪被害者支援の相談窓口

行政相談

国の行政などへの苦情や意見・要望を相談した
い

総務省より委嘱を受けた地域の行政相談委員による相談窓口を毎月第１・
第３火曜日に市役所で行っていますが、国の機関に直接伝えたいとの申し
出があれば、近畿管区行政評価局の電話相談窓口を案内
０５７０－０９０１１０、つながらない時は０６－６９４２－１１００
受付時間
月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時３０分

ペット(犬)

犬の飼い方に関する苦情・相談
犬の譲渡、引取、返還、処分
捕獲した犬の収容
野犬の掃討

大阪府動物管理指導所 藤井寺分室
住所：藤井寺市藤井寺1-8-36
電話072-937-1101

大阪府動物管理指導所

ペット(猫)

猫の飼い方に関する苦情・相談
猫の引取、返還、処分

大阪府動物管理指導所 藤井寺分室
住所：藤井寺市藤井寺1-8-36
電話072-937-1101

大阪府動物管理指導所

病院に行ったほうがいいの？
救急車を呼んだほうがいいの？
応急手当をしたいがわからないなど

医療

水質検査

近畿管区行政評価局

救急安心センターおおさかを案内
♯7119 （携帯電話・固定電話（プッシュ回線））
もしくは、06-6582‐7119 （固定電話（IP電話））
24時間365日 医師・看護師・相談員が応対します。

医療機関に関する相談

富田林保健所 電話0721-23-2681
※専用電話ではありませんので、ご利用の際は「医療相談窓口」とお申し出
ください。
※来所される場合は、事前に電話で予約してください。
平日 午前9時15分から12時15分 午後1時から4時まで

井戸等の水が飲用可能か知りたい

大阪府富田林保健所 所在地：富田林市寿町３丁目1-35
電話：０７２１-２３－２６８１

富田林保健所

大阪府富田林保健所水質検査に関するホームページ

地デジ

地デジに関する質問や問い合わせをしたい。ま
た、具体的な支援があれば内容を知りたい。

総務省テレビ受信者支援センター
地デジコールセンター ０５７０－０７－０１０１（ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ）
平日・土日・祝日 9時から18時

大阪府消費生活センター 電話相談
０６－６６１６－０８８８
（年末年始および祝休日を除く 月～金 9時～17時 ）

お店で買った商品に関する苦情

消費生活

訪問販売業者の勧誘が強引で迷惑している
商品の内容と広告・表示の内容が違っている
などのトラブルに関する相談

消費者庁 消費者ホットライン ０５７０－０６４－３７０
公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
西日本支部
（ＮＡＣＳウイークエンドテレホン関西分室）
電話相談 ０６－４７９０－８１１０
（年末年始を除く 土曜日 10時～12時、13時～16時）
公益社団法人 全国消費生活相談員協会 大 阪
電話相談 ０６-６２０３-７６５０
（ 年末年始を除く 日曜日10時～12時、13時～16時）

悪質商法

悪質商法、高金利融資その他悪質業者に関する
大阪府警察本部 悪質商法110番 ０６－６９４１－４５９２
相談

デジサポ 総務省テレビ受信者支援センター

大阪府消費生活センター

消費者庁 消費者ホットライン

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 西日本
支部

公益社団法人 全国消費生活相談員協会

大阪府警察本部 各種相談窓口

