
「広報ひらの」は毎月1日 （休刊日の場合は翌日）に新聞（朝日・毎日・読売・産経・日本経済・大阪日日）朝刊折込でお届けしています。これらの新聞を購読されていない方で配付を希望される場合
は政策推進課（政策推進）㉓番窓口（☎4302-9683）へお申し込みください。市政・区政に関するご意見・ご要望は、政策推進課（政策推進）㉓番窓口（☎4302-9683 64302-9880）へ。

お知らせ

問合せ 大阪市総合コールセンター
☎4301-7285

1月26日（日） 午前9時30分～午後1時30分
中央区役所（中央区久太郎町1-2-27）
住吉区役所（住吉区南住吉3-15-55）
東住吉区役所（東住吉区東田辺1-13-4）
市内在住の方各16名（先着順）
1月23日（木）・24日（金）
午前9時30分～正午
【予約専用電話】☎6208-8805

日　時
場　所

対象・定員
予約受付

日曜法律相談 無料 要電話予約

固定資産税の申告書等について

問合せ 大阪市総合
コールセンター
☎4301‐7285

問合せ あべの市税事務所 
固定資産税担当
☎4396-2957(土地)
☎4396-2958(家屋)
☎4396-2959(償却資産)

1月9日（木） 午後6時～9時
北区民センター（北区扇町2-1-27）
市内在住の方40名
当日先着順（受付は午後8時まで）　
※定員に達した時点で受付終了

日　時
場　所
対象・定員
申込み

ナイター法律相談 無料

申込み・問合せ  電話または直接、保健福祉課（地域保健）32番窓口 （☎4302-9882）へ 

※今年度の検診予約につきましては、平成25年3月1日から募集を開始しているため、各回定員に達した時点
で、第1次受付を終了している場合がありますが、原則、毎月１日（土・日・祝日の場合は翌開庁日）に翌月分の
第2次受付を行いますのでお問い合わせください。
☆今年度の検診日程は、広報ひらの3月号別冊【特集号】または平野区ホームページをご覧ください。

　次の申告書等について、該当する資産をお持ちの
方は、それぞれ資産のある区を担当する市税事務所
に提出してください。
①「償却資産申告書」
　（eLTAX(エルタックス)の利用も可）
　事業用機械・器具等の償却資産
　提出期限  1月31日（金）
②「住宅用地の申告書」または「住宅用地の異動申告書」
　平成25年中に住宅の新築・増改築・取り壊しや用
　途変更があった敷地
　提出期限  1月31日（金）
③「現所有者に関する申告書」
　1月1日までに死亡した方が所有者として登記
　(登録)されている土地や家屋
　提出期限  1月31日（金）
④「非課税適用申告書」
　公共のために利用されている一定の私道
　提出期限  非課税適用（取消）の事実発生の日から
　10日
⑤「土地分割評価届出書」
　利用状況により2つ以上に明確に区分できる1筆
　の土地
　提出期限  随時

　水道局平野サービスステーション
（平野区役所2階 背戸口3-8-19）は、
平成26年1月31日（金）で営業を終
了します。今後の水道料金等のお支
払いは金融機関やコンビニエンスス
トア等でお支払いいただけます。また、
便利な口座振替もご利用ください。
問合せ お客さまセンター ☎6458-1132

受付時間：（平日）午前8時～午後8時
（土曜日）午前9時～午後5時
※年始は１月４日（土）より営業します

水道局平野サービスステーション
閉鎖のお知らせ

　窓口サービス課（住民情報）窓口での業務や手続き
内容に変更はありません。これからも、区民の皆様へ
のサービス向上を図ってまいります。

問合せ 窓口サービス課（住民情報）⑭番窓口 
☎4302-9963

問合せ 窓口サービス課（住民情報）⑮番窓口 
☎4302-9798

住民情報窓口業務の一部民間委託を
開始します

　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が１年
間（平成２４年８月１日から平成２５年７月３１日まで）に
支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、
自己負担限度額を超える被保険者の方に、１月下旬
に大阪府後期高齢者医療広域連合より申請勧奨通
知を発送します。
　書類が届いた方は、必要事項をご記入のうえ、同
封の封筒にて返送してください。
問合せ 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 

☎4790-2031

後期高齢者医療高額医療・高額介護
合算制度における平成24年度分の
申請勧奨通知を発送します

　平成26年3月31日期限の市営交通機関の乗車料
金福祉割引証等またはタクシー給付券をお持ちの方
で、引き続き４月以降も利用される方は、更新交付申
請書の提出が必要です。
　1月下旬に申請書を送付しますので、同封の返信用
封筒で2月10日（月）までに更新手続きをしてくださ
い。申請書が届かない場合は、お問い合わせください。
問合せ 保健福祉課（地域福祉）33番窓口 

☎4302-9857

障がいのある方の市営交通乗車料金
福祉割引証・タクシー給付券の

更新手続きについて

届いていますか、
新１年生の就学通知書

　今年4月に、小・中学校へ入学されるお子さまがお
られるご家庭に、就学通知書をお送りしています。ま
だ、届いていない場合はお問い合わせください。

　また、国立・私立の学
校及び市立咲くやこの
花中学校（注）へ入学さ
れる場合は、その学校が
発行する入学許可証と
印鑑を持って、お住まい
の区役所または、区役所
出張所へお届けください。
※市立咲くやこの花中
　学校は別途、学校から指示があります。
●適正な就学について●
　居住実態のない住所地に住民登録をし、そこから
通学をするのは不適正な就学です。住民登録を正し
く行い、適正な就学をしましょう。不適正な入学と分
かれば、入学後でも適正な学校へ転校していただき
ます。

各種検診の
お知らせ

カルテ
先着順

検診内容・対象・料金（免除制度あり）など 日　　時 会　場 予約

予
約
要

区役所2階
検診フロア

乳がん超音波（30歳代／1,000円）
乳がんマンモグラフィ（40歳以上で
大正・昭和の偶数年生まれ1,500円）
骨量検査（18歳以上／無料）

特定健診（大阪市国民健康保険・
後期高齢者医療制度加入の方）
★受診券と国民健康保険被保険者証・後期
　高齢者医療被保険者証が必要です。

2/20（木） 9：30～10：30

2/26(水) 9：30～10：30

1/25（土）・30（木）
9：30～11：00

1/30(木) ・9：30～11：00
　　　　 ・13：30～15：00
1/23(木) 10：00～11：00

歯科健康相談（無料）

胃がん（40歳以上／500円）
大腸がん（40歳以上／300円）
肺がん（40歳以上／無料
※喀痰（かくたん）検査は400円）

結核健診（15歳以上／無料） 予
約
不
要

●小学校…平成19年（2007年）4月2日から平成20
年（2008年）4月1日までに生まれたお子さま
●中学校…平成26年（2014年）3月に小学校卒業見
込みのお子さま

2月3日（月）実施（予定）期　日

年始の期間中は、次の日程表のとおり収集します。
◎収集曜日が普段と変わる場合は、赤字で表示しています。
◎年始の期間中は収集時間が変更になる場合がありますので、必ず収集日の午前9時までに出してください。
◎各種ごみの収集日が同じ日になる場合は
　少し離してお出しください。
◎1月1日（水・祝）～1月3日（金）は休館日です。

最初 ２回目
月・木曜日の地域 
火・金曜日の地域 
水・土曜日の地域 
月曜日の地域 
火曜日の地域 
水曜日の地域 
木曜日の地域 
金曜日の地域 
土曜日の地域 

４日（土）
５日（日）
６日（月）
６日（月）
７日（火）
８日（水）
９日（木）
５日（日）
４日（土）

９日（木）
７日（火）
８日（水）

１３日（月・祝）
１４日（火）
１５日（水）
１６日（木）
１０日（金）
１１日（土）

普
通
ご
み

普段の
収集曜日（地域）

年始の収集日

資
源
ご
み

容
プ
ラ

最初 ２回目
６日（月）
７日（火）

年末２９日（日）
年末３０日（月）
年末３１日（火）
４日（土）

１３日（月・祝）
１４日（火）
８日（水）
９日（木）
１０日（金）
１１日（土）

２０日（月）
２１日（火）
１５日（水）
１６日（木）
１７日（金）
１８日（土）
２７日（月）
２８日（火）
２２日（水）
２３日（木）
２４日（金）
２５日（土）

月曜日の地域
火曜日の地域
水曜日の地域
木曜日の地域
金曜日の地域
土曜日の地域
月曜日の地域
火曜日の地域
水曜日の地域
木曜日の地域
金曜日の地域
土曜日の地域

普段の
収集曜日（地域）

年始の収集日

古
紙・衣
類

第
１・３

第
２・４

問合せ 東南環境事業センター ☎6700-1750

年始のごみ収集日程について

対象者

ごみ袋 ごみ袋

ごみ袋
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