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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
「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 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30年度分の
申請勧奨通知の発送について

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

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）
くらしの相談

問合せ 生野税務署　☎6717-1231（代表）

問合せ なんば市税事務所（個人市民税担当）
☎4397-2953

生野税務署からのお知らせ

個人市・府民税の申告受付が
始まります

開設期間
相談受付

2月17日（月）～3月16日（月）土日祝除く
9:15から16:00まで

申告受付期間

　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30年8月1日から令和元年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は支給申
請をすることによりその超えた金額が支給されます
ので、大阪府後期高齢者医療広域連合より、３月上旬
に申請勧奨通知がお手元に届くよう発送します。
　書類が届いた方は、必要事項をご記入・捺印のう
え、同封の封筒にて返送してください。

※令和元年分について還付申告をされる方は、申告
書を作成済みの場合に限り2月14日（金）以前でも
提出できますが、会場で申告書を作成される方は、
上記開設期間にお越しください。
※平成30年分以前の申告相談については、2月14日
（金）以前にも行いますが、事前に予約が必要です。
※相談受付時間は、9:15から16:00までです。混雑状
況により早めに締め切らせていただく場合がありま
すので、ご了承ください。
※駐車場はありませんので、お車でのご来場はご遠
慮ください。

　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、より便利になりました！
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
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、税務署で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。

●２月17日（月）から１週間程度は、窓口が大変混み合
い、長時間お待たせする場合があります。あらかじ
めご了承願います。
●個人市・府民税の申告受付会場では、所得税の申
告に関する受付は行っておりません。

2月17日（月）から3月16日（月）
（土・日・祝休日除く）

申告受付会場
・なんば市税事務所
（受付時間）9:00～17:30（金曜は19:00まで）
・生野区役所
（受付時間）9:00～17:30（金曜は19:00まで）　
※申告受付期間のみ臨時開設（申告受付期間外は
　市税事務所にて受付）

生野税務署に令和元年分確定申告書
作成会場を開設します

スマホ×確定申告～進化するスマート申告～

国税庁 検 索

※2月11日は祝日のため、翌日に振り替えて開催します。

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）

【2・3月の混雑カレンダー】
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問合せ 　保健福祉課 2階21番
☎6715-9024　FAX6715-9967

 と き 

 内 容 
ところ

生野区まちぐるみ
子育て宣言シンポジウム

　すべてのこどもが笑顔で暮せるまちをめざし、「生
野区まちぐるみ子育て宣言」を発表し、ひとりでも多く
の方にご賛同いただけるようシンポジウムを開催い
たします。子育てしやすいまちとはどういうまちか、皆
さんと一緒に考えたいと思います。

3月3日（火）15:00～17:00
リゲッタIKUNOホール（生野区民センター内）
 Ⅰ 部 生野区まちぐるみ子育て宣言
 Ⅱ 部 記念講演
「子育てしやすいまちとは？！～私たちに何がで
きるか、それぞれの役割～」
流通科学大学教授　加藤曜子先生
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内　容 相談日 時　間 受　付

★法律相談（弁護士）
　(定員:第2火曜日24組
　　 第3･4火曜日16組)

2月12日(水)※
18日(火)
25日(火)

13:00 ～ 17:00
（1組30分）

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)

  ☎6715-9683

司法書士相談 2月13日(木)

13:00 ～ 16:00
1階相談室で実施

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。

行政書士相談 2月20日(木)

不動産相談
2月  6日（木）
2月27日（木）
3月  5日（木）

行政相談委員 2月19日（水）

社会保険労務士相談 2月21日（金）

就労相談 2月12日（水）
13:30 ～ 16:00
1階相談室で実施
※16:00～17:00は
　事前予約者のみ

15:30まで実施会場前で受付
（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）

問合せ 　企画総務課 4階45番
☎6715-9625　FAX6717-1160

に ご寄附いただき
ありがとうございました

いくみん基金
（大阪市区政推進基金）

「大阪市区政推進事業（生野区）」にご寄附
いただきました方をご紹介します。
（平成31年１月から令和元年12月）
※申し込み時等に氏名の公表に同意された
　方のみを掲載しています。

碇　 洋司 上井 宏之 多田 龍弘
田中 研一 松井 研次 山田　 昇
芳井 敬一

個人（五十音順・敬称略）

  大阪偕星学園高等学校
みんなのカイゴエキスポ実行委員会
 （株）リゲッタ 鳴門屋製パン（株）
 （株）和鋼 （株）開智総合学院
 （株）川上葬祭 （福）聖綾福祉会

企業・法人・団体等（敬称略）

寄附についてはこちら

ところ

生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 認定事業
IKＵNO・多文化ふらっとシンポジウム

2月16日（日）14:00～16:30
御幸森小学校体育館

問合せ IKＵNO・多文化ふらっと
☎6741-1123

テーマ
パネリスト

生野区✖多文化共生✖大学
山口洋典（立命館大学准教授）
武田　緑（教育コーディネーター）
岡本依子（シドニー五輪テコンドー銅メダリスト）

 と き 

　生野区における多文化共生のまちづくりに、
大学が果たせる役割や可能性について考えてみませんか。

無 料




