
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）

戸籍や住民票等の証明書は郵送でもご請求いただけます。
くわしくはHPをご確認ください。 　　　　  大阪市郵送事務
処理センター（大阪市役所内）  ☎6208-8832～8835

郵送請求先

2019年12月号 2019年12月号

「個人番号カード」をお持ちの方は、コンビニで戸籍や住民票等の証明書の取得が可能です。
サービスが休止される場合がありますので、くわしくはHPをご確認ください。
　　　　窓口サービス課（住民情報）1階5番　☎6715-9963　FAX6715-9110

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

問合せ 　地域まちづくり課 ４階４４番
☎6715-９７３４　FAX6717-１１６３

と き 12月８日（日）14：００～16:30（予定）
※開場１３：３０

定 員 ３００名（当日先着順）
内 容 ・講演『障がいについて～あいサポート運動～』

約30分
講師 大阪市障がい者相談支援研修センター所長
・映画『こんな夜更けにバナナかよ』
【笑いと涙の感動実話】　約120分

ところ リゲッタIKUNOホール（生野区民センター内）

住民情報担当１Ｆ
窓口混雑状況予測について

住民基本台帳カードの電子証明書を
ご利用の方へ

※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）

【12・1月の混雑カレンダー】

休

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

問合せ 都市整備局まちなみ環境グループ
☎6208-9631  FAX6202-7064

受付日 月～土（祝日も受付しています）
9:00～17:00

無 料

無 料

無 料

要予約★印は全て●区役所での各種専門相談（対象：市内在住の方）

●建物の修景のご相談をお受けしています

相談日内　容 時　間 受　付

司法書士相談
行政書士相談

社会保険労務士相談

就労相談

★法律相談（弁護士）
　（定員:第2火曜日24組
　第3･4火曜日16組）

12月10日(火)
17日(火)
24日(火)

12月12日(木)
行政相談 12月18日(水)

12月19日(木)

不動産相談

12月20日(金)

税務相談 12月  6日(金)
12月  5日(木)
1月23日(木)

12月11日(水)

予約電話 ☎6715-9683

当日9:00～16:00まで電話予約
（申込先着順で定員になりしだい
受付は終了します)

15：00まで1階相談室前で受付
（先着順）
※待ち人数によっては、お断りす
る場合があります。

☎0120-939-783
（月～金、10時～17時）

予約電話

15：30まで1階相談室前で受付
（先着順）※待ち人数によっては、
お断りする場合があります。

13：00～16：00
1階相談室で実施

13：00～17：00
（1組30分）

13：30～16：00
1階相談室で実施
★16：00～17：00は
事前予約者のみ

学び

内 容 ことばをつかむ表現ワークショップです。読み
あい、聞きあいから詩を作ります。

問合せ 中央図書館自動車文庫
☎6539-3305
FAX6539-3336

移動図書館まちかど号巡回日
12月4日（水）、1月8日（水）
13：10～13：50 新巽東会館・老人憩の家（巽東4-11）
14：15～14：55 せいりょう巽北駐車場（巽北2-22）
10：15～10：55 天理教葛上分教会（新今里5-3）

と き
ところ

お知らせ

体験活動 DO/CO
「こえとことばで自由に表現！」

ところ クロスベイス事務所（桃谷4-5-15）
講 師 小泉朝未さん（大阪大学大学院）

と き 12月15日（日）14:00～16:00

生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 認定事業

問合せ NPO法人クロスベイス 
☎／FAX 6741-1123
メール：crossbase.info@gmail.com

申込み 電話・FAX・メールで　　　まで
締切り 12月13日（金）

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

無 料
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※政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載不可

無 料

「どこに相談にいったらいいかわからない」と
いった困りごとをなんでも相談できます。

今からでも間に合います。ぜひご参加ください。

問合せ なんでも相談いらっしゃ～い
☎080-3811-0650

と き 12月25日（水）、1月22日（水）
10:00～16:00（受付15:30まで）

ところ 生野区社会福祉協議会
2階ボランティアルーム
※区役所から場所が変更になりました

と き 12月25日（水）、1月22日（水）19：00～
ところ 生野区民センター302号室

懐かしい昭和歌謡も
お届けします。

問合せ 荒木産業 総務部コンサート事務局
☎6791-7577
詳しくはwww.arakisangyo.co.jp/ まで

と き 12月28日(土)
16：00～17：30

ところ 荒木産業株式会社 １Ｆ
※巽南４丁目5-2 新巽中学校 南側

なんでも相談いらっしゃ～い

無 料年末クラシックコンサート

無 料

無 料

『日本人の心の形成を考える』と題し、プール
学院理事長とプール学院短期大学副学長が
講演いたします。

問合せ 学校法人プール学院法人本部総務部
☎6741-7005(代表)

と き 12月21日（土）10:00～12:20
ところ プール学院中学校高等学校内清心館
内 容 テーマ『日本人の心の形成を考える』

・講義1　中世から現代に続く「茶道」の
精神が、日本人に与えたもの（65分）
・講義2　森鴎外『舞姫』の新たな読解か
らみる近代日本人の心の形成（65分）

問合せ いわき生野学園（担当:内山、増田）
☎6753-1121  FAX6753-1123

と き 12月21日（土）12：30～15：45
ところ 生野区民センター（入場無料）

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

地域情報

「みんなの掲示板」では皆さんからいただいた地域
に密着した情報を掲載しています。
掲載希望月の2ヶ月前の5日までにご連絡ください。
なお、紙面の都合で掲載できない場合もあります。

くらしの相談

年末年始のごみ収集日程について

問合せ

プール学院社会人講座

高齢者や障がいをお持ちの方、児童や学生な
どの多くの区民の皆さんの交流の場として毎
年開催しています。当日は施設の活動内容の
展示や、手作りパンやクッキーの販売、ゲーム・
舞台発表などの盛りだくさんの内容です。

健康リフレ大会

確定申告の準備はお早めに！

スマホ×確定申告～進化するスマート申告～

問合せ

問合せ

生野税務署　☎6717-1231（代表）

生野税務署からのお知らせ

償却資産申告書の送付について生野図書館 年末年始の休館について

国税庁

大阪エヴェッサ 応援デー 検 索

検 索

令和元年分の所得税及び復興特別所得税等の確定
申告の時期が近づいてきました。
生野税務署の令和元年分確定申告書作
成会場は、令和2年2月17日（月）から開設
しますが、申告に必要な書類の作成準備
をお早めにお願いします。

年末年始は12月26日（木）から1月6日（月）まで休館
します。
※返却ポストは12月26日（木）17時～1月6日（月）
9時までご利用いただけません。
※年末年始にあわせて、図書館ネットワークシステム
機種更新を行います。

令和2年1月から、2か所以上の給与所得がある方、年
金収入や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用
画面をご利用いただける方の範囲が広がります。
マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のス
マートフォン等をお持ちの方は、e-Taxで送信できま
す。また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等
をお持ちでない方も、税務署でIDと
パスワードを受け取れば、e-Taxで
送信できます。IDとパスワードは、対
面による本人確認を行った後に発
行しますので、運転免許証などの本
人確認書類をお持ちの上、お近くの
税務署にお越しください。

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

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

問合せ 船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）
グループ ☎4705-2941

問合せ なんば市税事務所 固定資産税グループ
☎4397-2957(土地)、4397-2958(家屋)

問合せ 東部環境事業センター
☎6751-5311　FAX6753-3041

問合せ 東部環境事業センター
☎6751-5311　FAX6753-3041

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

生野図書館
☎6717-2381　FAX6717-3119

「区民アンケート」にご協力ください

粗大ごみ収集の申込み受付

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。）

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２ヶ月程度
の時間を要します。令和元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、通知カードと一体に
なっていますが、氏名や住所が変わっている場合は、
新しい申請書が必要となりますので、問合せまでご連
絡ください。

固定資産税・都市計画税（第3期分）の
納期限は、12月25日（水）です

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
かない場合は下記までお問い合わせください。

12月4日（水）～10日（火）は
人権週間です

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～

ペットボトルの捨て方
知っていますか？

生野区のごみの減量目標は「１回に出す普通ごみの中
から、さらに１人あたり４ｇ（発泡トレイ（M）１枚分）の容
器包装プラスチックを分けて出しましょう！！」です。
意外と知られていませんが、ペットボトルは「資源ご
み」ですが、キャップとラベルは「容器包装プラスチッ
ク」なんです。
ペットボトルをごみとして出す時には、キャップとラベ
ルは必ず外して、発泡トレイなどと一緒に容器包装プ
ラスチックの収集日に出してください。皆さんの小さ
な努力が、生野区の減量目標の達成、ひいては地球環
境問題解決の一歩に繋がっていきます。

12月～２月は
「ねずみ防除強調期間」です
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をしましょう！
捕獲かごの貸出しなどはご相談ください。

ひと・愛・ふれあいシアター＆講演会

大阪市では、地域魅力の創出を図るため、外観の特徴を活かした改修や
まちなみに配慮した整備など、建物の「修景」に関する相談をお受けしてい
ます。詳細はホームページをご覧ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000399610.html

平成30年度モデル修景
「林寺2丁目長屋」（昭和13年建築）

以下の時間までに所定の場所へごみを出してください

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

家庭の電話0120-79-0053（通話料無料）
携帯電話0570-07-0053（通話料が必要）

●12月25日（水）までに申込まれた粗大ごみ
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（日）～翌年1月3日（金）の間の受
付は休ませていただきます。
※資源化可能な古紙・衣類については粗大ご
みで受付できません。

※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。

＜相談員養成講座＞

応募資格 生野区にお住いかお勤めの方
応募方法 応募用紙に必要事項を記入のうえ、お問い合

わせ先にお申込みください。なお、郵送・FAXで
の送付は必ず、確認のお電話をお願いします。

募集期間 12月2日（月）～12月28日（土）必着
応募条件 応募作品は自作で未発表のものであること
選考方法 応募作品の中から選定委員会により選考します
結果発表 令和2年4月号「広報いくの」等にて公表し、

生野区長の賞状及び記念品を贈呈します

※応募用紙は老人福祉センター、生野区社会福祉協
議会、各地区老人憩いの家、生野区役所で配布

問合せ 生野区老人福祉センター（勝山南4-7-35）
☎6712-2228　FAX6712-3528

生野区老人福祉センターの愛称を
募集します！

老人福祉センターをもっと身近に、もっと新しく感じる
親しみやすい愛称を募集します。あなたが名付け親に！

対象端末の
一覧はこちら➡
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「ペットボトル」は
資源ごみ

「ラベル」「キャップ」は
容器包装プラスチック

と き ・12月29日（日）試合開始15:05・12月30日（月）試合開始13:05
対戦カード 大阪エヴェッサvsアルバルク東京

ところ エディオンアリーナ大阪（浪速区難波中3-4-36）
対 象 区内在住・在勤・在学の方
優待価格 大人2,000円（通常前売価格：2,500円）小中高900円（通常前売価格：1,000円）

問合せ 大阪エヴェッサ クラブオフィス ホームタウン担当 ☎0120-937-625（平日10時～17時）

販売期間 12月24日（火）23:59まで

※優待は前売のみとなります。当日に優待販売はございません。
※対象席種が完売になり次第、終了させていただきます。
※詳細はQRコードから、公式WEBサイトでご確認ください。
https://www.evessa.com/ticket/hometown/

※時間は変更になる可能性がございます。公式WEBサイトをご確認ください。

購入方法 事前に大阪エヴェッサ公式WEBサイトからお申込みください。

座 種 アリーナ 2階 自由席

生野区民応援デー
B.LEAGUE「大阪エヴェッサ」を応援しよう！

ⒸOSAKA EVESSA

B.LEAGUEを
優待価格でご観戦
いただけます！　

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
月・木 30日（月） 6日（月）
火・金 31日（火） 7日（火）
水・土 28日（土） 4日（土）

資源ごみ
木 26日（木） 9日（木）
金 27日（金） 10日（金）
土 28日（土） 4日（土）

容器包装
プラスチック

月 30日（月） 6日（月）
火 31日（火） 7日（火）
水 25日（水） 8日（水）

古紙・衣類

月 30日（月） 6日（月）
火 31日（火） 7日（火）
水 25日（水） 8日（水）
木 26日（木） 9日（木）
金 27日（金） 10日（金）
土 28日（土） 4日（土）


