
区民アンケートにご協力ください

対 象 生野区に住民登録のある方の中から
無作為に抽出した1,300人の方

問合せ 　企画総務課 4階45番　
☎6715-9683
FAX6717-1160

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番　
☎6715-9009　FAX6717-1163

生野区役所の取り組みについて、皆さまの評価と区
政に関するご意見をいただき、より良い区政につな
げていくため、今年も「区政に関する区民アンケー
ト」を実施します。（アンケートは12月中に送ります。）

すべての人の人権が尊重されるまちを私たちみん
なで築いていきましょう。
〈ひとりで悩まずにご相談ください〉
・みんなの人権110番  ☎0570-003-110
・女性の人権ホットライン  ☎0570-070-810
・子どもの人権110番  ☎0120-007-110
・外国語人権相談ダイヤル  ☎0570-090-911

12月4日（火）～10日（月）は
人権週間です

スポーツセンターからの
お知らせ

と き 12月8日（土）、22日（土）
10：00～11：45／12：30～14：15

費 用 大人200円  子ども100円  幼児無料
申込み 各利用時間の20分前～5分前の間

（多数の場合は5分前に抽選）

と き 12月8日（土）、22日（土）18:30～20:40
費 用 大人300円  子ども100円  幼児無料　
申込み 3日前（水）の10：00から電話にて受付
※当日18：30までに来館されない場合、予約取り
消しとなります。

※中学生以下は保護者同伴
※必ずフロアーシューズ持参のうえ、2人以上で参加
※ラケット・シャトル・ボールの無料貸し出しあり（数に限り有）

【啓発活動重点目標】

生野スポーツセンター（巽西1-1-3）
☎6758-4500　FAX6758-4618

ところ
問合せ

問合せ 　窓口サービス課 １階４・５番
☎6715-9963　FAX6715-9110

住民情報担当１Ｆ
窓口混雑状況予測について

※実際の混雑状況と異なる場合がありますのでご
了承ください。
※生野区公式ツイッターでは定期的に待ち人数を
配信しています。

…混雑 …比較的すいてる
…閉庁日
…大変混雑

…延長窓口（19時まで）
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【12･1月の混雑カレンダー】
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年末年始のごみ収集日程について

問合せ

受付日

東部環境事業センター
☎6751-5311  FAX6753-3041

粗大ごみ収集の申込み受付

月～土（祝日も受付しています）
9:00～17:00

・12月25日（火）～翌年1月7日（月）収集日の朝8時30分までに ・1月8日（火）～通常通り。収集日の朝9時までに。

以下の時間までに所定の場所へごみを出してください

普通ごみ

月・木 31日（月） 7日（月）

火・金 28日（金） 4日（金）

水・土 29日（土） 5日（土）

木 27日（木） 10日（木）

金 28日（金） 4日（金）

土 29日（土） 5日（土）

月 31日（月） 7日（月）

火 25日（火） 8日（火）

水 26日（水） 9日（水）

月 31日（月） 7日（月）

火 25日（火） 8日（火）

水 26日（水） 9日（水）

木 27日（木） 10日（木）

金 28日（金） 4日（金）

土 29日（土） 5日（土）

資源ごみ

容器・包装
プラスチック

古紙・衣類

普段の
収集曜日（地域）

年末最終の
収集日（12月）

年始最初の
収集日（1月）

※「普通ごみ」と「資源ごみ」「容器包装
プラスチック」「古紙・衣類」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。

固定電話のみ
☎0120-79-0053（通話料無料）
固定電話・携帯電話
☎06-6377-5750（通話料が必要）

※月曜日や祝日の翌日は申込みが多いため、
電話がつながりにくい場合があります。
●12月26日（水）までに申し込まれた
粗大ごみは12月中に収集します。ただ
し、受付状況により12月中に収集でき
ない場合がありますので、お早めにお
申込みください。
●12月29日（土）～翌年1月3日（木）
の間の受付は休ませていただきます。
※資源化可能な古紙・衣類については
古紙・衣類分別収集にお出しください。

お知らせ

問合せ 　保健福祉課 2階25番　
☎6715-9973　FAX6712-0652

快適な生活を送るために、ねずみを防除しましょう。防
除するには、エサとなるごみの片付け、侵入口を塞ぐ
などねずみの住みにくい環境づくりが重要です。なお、
ねずみの捕獲かごの貸出しなどはご相談ください。

12月から2月は
「ねずみ防除強調期間」です

生野スポーツセンター開放DAY
（バドミントン・卓球）

夜間自主練習会（卓球）

税についてのお知らせ

問合せ・固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について
なんば市税事務所 固定資産税グループ
(土地)☎4397-2957 (家屋)☎4397-2958
・固定資産税（償却資産）について
船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ
☎4705-2941
・納税管理人について
なんば市税事務所 管理グループ
☎4397-2948

土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ち
の方に償却資産申告書または償却資産の申告をお
知らせするハガキを送付します。12月中に申告書等
が届かない場合は船場法人市税事務所固定資産税
（償却資産）グループへお問合せください。

海外を含む、市外への転出で納税義務者が市内に住
所、事務所などを有しない場合、納税に関する一切
の事項を処理してもらうために、市内に住所等を有
する者のうちから納税管理人を定めて申告してくだ
さい。詳しくは大阪市ホームページをご覧ください。

大阪市  納税管理人 検索　

固定資産税・都市計画税（第3期分）の
納期限は、12月25日（火）です。

償却資産申告書の送付について

納税管理人に関するご案内

世界人権宣言70周年
みんなで築こう人権の世紀
～考えよう  相手の気持ち
未来へつなげよう  違いを認め合う心～

問合せ 　窓口サービス課 １階４・５番
☎6715-9963　FAX6715-9110

住民基本台帳カードの
電子証明書をご利用の方へ

住民基本台帳カードの電子証明書は、有効期間満了日ま
で利用することが可能ですが、平成27年12月22日を
もって住民基本台帳カードの電子証明書を更新するサー
ビスは終了しておりますので、有効期間満了後は、個人番
号カードの交付（無料）を申請いただく必要があります。
個人番号カードの交付は、交付申請後から約２ヶ月程度
の時間を要します。平成30年分の確定申告等で電子
証明書を利用する場合は、早期に申請をお願いします。
なお、個人番号カード申請書は、通知カードと一緒になっ
ていますが、氏名や住所が変わっている場合、新しい申
請書が必要となりますので、担当までご連絡ください。

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9920　FAX6717-1163

回答期日 12月10日（月）まで

まちづくりに関する
アンケート調査にご協力ください。

学校跡地を「みんなの学校」に！――生野区では、西部
地域の学校再編とその後の校舎活用のあり方につい
て、実績が豊富な民間事業者に業務委託し、防災・子
育て環境の充実・地域活性化など、さまざまな角度か
ら調査・検討しています。その中で、“区民が集い、多
様な関わりをもてる新しい学びの環境”として「まち
ぐるみ学校」というコンセプトを設定し、議論を進めて
います。そこで、区民の皆様が学校跡地の活用にお持
ちのご意見や、「まちぐるみ学校」に対してのイメージ
をお聞きする目的で、アンケート調査を実施いたしま
す。区民の皆様のご意見も検討の参考にいたします
ので、ご協力よろしくお願いいたします。

・QRコードを読み取るか、アドレスから
アクセスして、回答してください。
http://bit.ly/ikunokunomachizukuri
・紙での回答を希望する場合は【問合せ】まで

アンケートの回答方法

大阪市サービスカウンター（SC）では、土・日・祝日も戸籍、住民票等の証明書をお取りいただけます。取扱い時間はお問合せください。
●天王寺SC（あべちかB1 ☎6773-0874）　●梅田SC（ディアモール大阪B1 ☎6345－0874）　●難波SC（地下鉄なんば駅構内B1 ☎6211-0874）


