
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）

2019年11月号

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）

【11・12月の混雑カレンダー】

休

旧氏（旧姓）は、過去の氏の中から１つだけを選んで併
記することができます。その際、当該旧氏（旧姓）から
現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべて
の戸籍謄本等が必要となります。
また、住民票に旧氏の記載がされると、旧氏を示す印
で印鑑登録が可能となります。
旧氏（旧姓）併記にかかる手続きは、11月5日から現在
お住まいの区役所で受付を開始します。
詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。

お知らせ
11月５日から住民票やマイナンバー
カード等に旧氏（旧姓）が併記できます

働きやすい介護施設をめざす18社が集合します！
福祉分野に興味のある方、介護業界で働いてみたい
方は、ぜひご参加ください。

介護合同就職面接会＆
説明会を開催します！

生野区 学校跡地活用イベント
「参画エントリー会議」を開催
します（観覧のご案内）

大阪市東部中央卸売市場開設
55周年記念市場まつり

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

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9743　FAX6717-1163
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来署によるご相談は事前予約をお願いします！

スマホ申告がさらに便利になります

所得税の年末調整説明会及び
消費税軽減税率制度等説明会の開催

問合せ 生野税務署　☎6717-1231（代表）

問合せ 生野税務署 源泉所得税担当
☎6717-1252

生野税務署からのお知らせ

国税庁 事前予約 検　索

ところ リゲッタIKUNOホール（生野区民センター内）
※駐車場はございません

と き 11月15日（金）
①13:15～15:20（所得税の年末調整説明会）
※税務署より事前に関係書類をお送りして
　いる場合はご持参ください
②15:30～16:35（消費税軽減税率制度等説明会）

申告書作成等で具体的な書類の確認が伴うなど、電
話での相談が困難な場合については、所轄の税務署
において相談をお受けしています。事前に電話で相談
日時等のご予約をお願いします。

所得税の確定申告について令和2年1月以降、スマホ
画面の利用可能対象範囲が拡大されます。
マイナンバーカードがなくても事前に税務署でIDと
パスワードを受け取れば、確定申告の時には自宅でパ
ソコンやスマホからe-Taxで申告できます！
くわしくは、国税庁ホームページをご覧ください。

①所轄の税務署に電話をかける。
②音声案内に従い、「『２』税務署からのお尋ねや納付
に関するご相談（税務署にご用の方）」を選択する。
③相談の事前予約である旨をお伝えください。
担当職員におつなぎします。

事前予約の流れ

子どもたちが安心して暮らせる環
境を確保するため、「子ども110
番の家」の旗を掲出していただけ
る方を募集しています。また、事業
用車両に「子ども110番」のステッ
カーを表示していただける方も募集しています。ご協
力いただける方は、問合せまたは地域の青少年福祉
委員までご連絡ください。

刑務所について皆様に広く知っていただくために、
年1回開催しています。

生野区西部地域の学校再編に伴い、今までの学校の避
難所機能は備えつつ校舎を活用して地域を活性化し
ていく予定です。
「参画エントリー会議」は、学校跡地活用において「こ
ういう形で運営を行いたい」「校舎の一部で時々こん
なことをしたい」といった事業者や団体、住民の皆さ
まからのご提案をいただくイベントです。観覧のご希
望の方はご応募ください。

新鮮な生鮮食料品の販売や、まぐろの解体実演など
様々なイベントを行います。この機会に東部市場に、
みなさまぜひお越しください。

労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入
する必要があります。

問合せ 　地域まちづくり課 4階44番
☎6715-9743　FAX6717-1163

問合せ 　地域まちづくり課 4階43番
☎6715-9919　FAX6717-1163
メール ikunoevent@city.osaka.lg.jp

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

11月は
「子ども・若者育成支援強調月間」

無 料

無 料

無 料

問合せ 大阪刑務所作業部門　
☎072-238-8269　FAX072-238-8289

ところ 大阪刑務所内特設会場　※入場無料
（大阪府堺市堺区田出井町6-1）

と き ・11月  9日（土）10：00～16：00
・11月10日（日）  9：30～15：00

内 容 パネル展示、所内見学、刑務所作業製品の展示
即売。飲食コーナーも多数あり。各種団体によ
るイベント等あり。初日には、NHK朝ドラ「ス
カーレット」の出演者が、オープニングセレモ
ニーに参加予定です。

問合せ ハローワーク大阪東 人材確保対策コーナー
☎6942-4771（内線45＃）

ところ あべのハルカス 25階会議室

と き 11月14日（木）13:00～16:00
受付は15:30まで

ところ 区役所6階大会議室
と き 11月20日（水）17:00～20:00

申込み「観覧申込書」に必要事項を記載のうえ、電子
メールにて　　　まで。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

締切り 11月18日（月）17：30まで

第２回区民ハイキング
「箕面方面」

第32回関西矯正展

第19回
生野区老人福祉センター 文化祭

野良猫を地域の猫として地域の皆さんが主体となっ
て不妊去勢手術を行い適正に管理していく取り組み
を「街ねこ」活動といいます。
活動の要件は次のとおりです。
・3名以上(うち1人は地域住民)のグループを作ること
・地域の代表となる方の合意を得ること
・猫の不妊手術1匹につき、2500円を負担いただくこと

「街ねこ」活動について

要申込

要申込

申込み 11月11日（月）までに下記まで。お申込み時に
参加費の振込用紙をお渡しします。
・平日受付 　地域まちづくり課 4階44番
・土日祝受付 区民センター(勝山北3-13-30）
　　　　　　　　　　　 ☎6716-3020

参加費 大 人（中学生以上）700円
子ども（小学生）     300円

と き 11月17日（日） 雨天中止
集 合 10:00に阪急大阪梅田駅3階改札口前集合

定 員 80名（申込み先着順）

コース 阪急箕面駅から箕面の滝をめざします。
往復約6km
※コースは変更になる場合があります。

問合せ

問合せ 中央卸売市場東部市場（業務管理）
☎6756-3901　FAX6756-3905

問合せ 大阪労働局
・労働保険適用・事務組合課 ☎4790-6340、6350
・雇用保険課 ☎4790-6320

ところ 中央卸売市場東部市場（東住吉区今林1-2-68）
※お車での来場はご遠慮ください。

と き 11月10日（日）10：00～14：00

ところ
問合せ

生野区老人福祉センター（勝山南4-7-35）
☎6712-2228

と き ・11月7日（木）10:00～16:00
  演芸会・作品展
・11月8日（金）10:00～15:00
  お茶席・ぜんざいコーナー・作品展など

事業主のみなさま
労働保険の成立手続はおすみですか

対 象 所得税源泉徴収義務者のうち区内の法人・
個人事業者
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