2021 年 10月 号
イベントなどが延期・中止、内容や場所が変更される場合があります。くわしくは区HPまたは電話でご確認ください。
健診・講座・相談などに参加される際には、マスクの着用をお願いします。

「国民健康保険被保険者証」を更新します

生野区後援 講演会とまち歩き2021
とらいじん

「古代の渡来人と
百済郡（生野）のかかわり」
くだらぐん

要申込

生野区を中心に渡来人との
かかわりをより深く知ってい
ただき、生野区の良さを再発
見できる内容です。

①講演会

と き 11月21日(日) 14：
０0〜16：00

（受付13：30〜）

ところ 大阪歴史博物館 4階講堂

（最寄駅：OsakaMetro 谷町四丁目駅）

内 容 「御勝山古墳のなぞ」

「古代の渡来人と百済郡」
（講師：大阪市文化財協会学芸員）

11月1日に「国民健康保険被保険者証」
（ 以下、
「保
険証」という）を更新します。新しい保険証（水色）
は10月中に区役所から簡易書留郵便で送付しま
す（転送はされません）。
配達時にご不在の場合は、投函された「郵便物等
お預かりのお知らせ」に書かれた方法でお受け取
りください。また、10月中に届かない場合や、郵便
局の保管期限が過ぎた場合は、写真付き本人確認
書類（または、有効期限が令和3年10月31日の保
険証と「郵便物等お預かりのお知らせ」）を持って、
区役所4階48番窓口までお越しください。
（ 保険証
の記載内容に変更がある場合や代理人が来られる
場合は別途お問い合わせください。）
※10月31日までに75歳になる方には、すでに「後
期高齢者医療被保険者証」
を送付しています。
問合せ

②まち歩き（少雨決行）

と き 11月23日(火・祝）10：00〜12：00

集合：生野区役所前（受付9：30〜10：00）

内 容 生野区内の史跡巡り
（約3ｋｍ）
費 用 800円
（資料代・保険代）

※①または②のみ参加の場合は500円

定 員 ①②各100名
（先着順）
申込み 11月15日
（月）
までに、往復はがきまたはメー

ルにて1.郵便番号、2.住所、3.氏名、4.電話番
号、5.参加イベント名（両方・講演会のみ・まち
歩きのみのいずれか）
を記載のうえ下記まで
※１通で２名まで申込み可

往復はがき：〒550-0006
大阪市中央区法円坂1-6-41
大阪市文化財協会 リレーウォーク係
メール：naniwa.rw@gmail.com
問合せ なにわの宮リレーウォーク実行委員会

naniwa.rw@gmail.com

お 知ら せ
スマートフォンやパソコンから
窓口の受付状況などが確認できます！
対象窓口 ・１階 住民情報担当

（受付窓口の呼出状況・交付状況）
・４階 保険年金担当
（受付窓口の呼出状況）
こちらからご覧いただけます。▶
※月曜日および連休明けは、
区役所の各窓口が混み合います。
時間に余裕をもってお越しください。

毎週金曜日は、一部の窓口で19：00まで延長し
て開庁しています。
また、毎月第4日曜日は、一部の窓口で
9：００から17：30まで開庁しています。
くわしくは区HPをご覧ください。
▶
問合せ

窓口サービス課
・住民情報担当 1階2・4・5番
☎06-6715-9963 FAX06-6715-9110
・保険年金担当 4階47・48番
☎06-6715-9956 FAX06-6717-1161

窓口サービス課 4階48番
☎06-6715-9956 FAX06-6717-1161

10月下旬に新しい医療証を送付します
・障がい者医療証……… オレンジ色 → うぐいす色
・ひとり親家庭医療証…

桃色

→ あさぎ色

・こども医療証…………色の変更はありません。
（有効期限が令和3年10月31日までの方のみ対象）
現在お持ちの医療証は11月1日から使えなくなり
ますので、10月末までに新しい医療証が届かない
場合は 問合せ までご連絡ください。
問合せ

保健福祉課 2階21番
☎ 06-6715-9857
FAX06-6715-9967

個人市・府民税（普通徴収分）
第３期分の納期限は11月1日（月）です
予測しない失業や大幅な所得減少（前年の６割以下）
が見込まれる場合は、申請により減額・免除されるこ
とがあります
（新型コロナウイルス感染症の影響によ
る場合を含む）。
くわしくは、令和３年１月１日現在にお
住まいの区を担当する市税事務所まで。
問合せ なんば市税事務所 市民税等グループ（個人市民税担当）

（平日9:00〜17:30 ※金曜日は19:00まで）
☎06-4397-2953 FAX06-4397-2905

生野税務署からのお知らせ（事業者向け）
◆消費税のインボイス制度をご存じですか？

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式と
して「適格請求書等保存方式」
（インボイス制度）が導入
されます。
適格請求書（インボイス）を発行できるのは適格請求書
発行事業者（登録事業者）に限られています。登録事業
者になるための申請は令和3年10月1日から可能です。
申請はe-Taxを利用すると手続きがスムーズです
e-Tax（ WEB版）で画面案内に従い入力することで
申請が可能です。また、マイナンバーカードをお持ち
の個人事業者の方は、スマホからの申請が可能です。
※インボイス制度に関して、くわしくは国税庁ＨＰの
「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。▶
問合せ 生野税務署

☎06-6717-1231
（代表）

「介護」で働きませんか？

無 料

要申込

介護施設21社の合同就職面接会を開催します。今
年も大阪市の事業「介護の職場 担い手創出事業」
で雇用管理改善に取り組むモデル事業所６社も参
加します。また、映 画「ケアニン〜こころに咲く花
〜」
（ 介護施設を舞台に奮闘する愛と感動の物語）
の上映会も同時実施しますので、介護の資格をお
持ちでない方や未経験の方でも、福祉分野に興味
がある方、介護業界で働いてみたい方は、ぜひご
参加ください。
「介護就職デイ 介護合同就職面接会＆映画上映会
in あべのハルカス」

遺産分割制度説明会「ご存じですか？
遺産分割調停〜裁判官がお話しします〜」
と き 10月25日
（月）14:00〜15:30頃

（Zoomによるオンライン開催）
定 員 50名
（先着順）

対 象 大阪府在住の方

申込み 10月6日
（水）から10月18日（月）
までに以下
の内容をメールで 問合せ まで送付

件名：法の日週間行事申込み
本文：①氏名 ②電話番号
③参加時のニックネーム
（表示名）
④質問事項（任意）

問合せ 大阪家庭裁判所事務局総務課広報係

☎06-6943-5692
（平日9:00〜17:00）
fc.oos.jinji@wm.courts.jp

と き 11月16日
（火）13:00〜16:00（予約制）

※映画上映時間は別途設定しています。
くわしくは 問合せ まで。

ところ あべのハルカス

10月は「犬・猫を正しく飼う運動強調月間」
＜飼い主のみなさまへ＞

25階会議室

参加
（予定）
事業所 21社
募集職種 介護職・看護職・その他
申込み ハローワーク大阪東 人材確保対策コーナー
問合せ ☎06-6942-4771
（内線45＃）
ちょういきん

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金（第十一回
特別弔慰金）の請求を受け付けています
ちょういきん

いしずえ

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等
の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の
意を表すため、恩給法による公務扶助料や戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けるご
遺族がいない場合に、特別弔慰金（額面25万円・5
年償還の記名国債）が支給されます。
手続き 支給には請求の手続きが必要です。
請求期限は、令

和5年3月31日まで。必要書類は請求される方に
よって異なりますので、
くわしくは 問合せ まで。

問合せ

区HP

地域まちづくり課 ４階44番
☎06-6715-9734 FAX06-6717-1163

・犬のふん尿の後始末は必ずしましょう！
・犬の公共の場所での放し飼いは条例で禁止されています！
・猫は室内で飼育しましょう！
※犬や猫を捨てることは動物の愛護及び管理に関
する法律に違反し、罰則が科せられます。
問合せ

保健福祉課 2階25番
☎06-6715-9973 FAX06-6712-0652

オンデマンドバスの乗降場所が追加されました
＜10月1日からの追加乗降場所＞
・南タクシー敷地内60（鶴橋 3-5-35）
けいせいかい

・慶生会ファイン舎利寺80（勝山南 4-14-12）
じゅこうえん

・寿幸苑90（林寺 4-13-14）
ますます便利になったオンデマンド
バスを、ぜひご利用ください！
オンデマンドバスについて
くわしくはこちら▶▶▶▶▶
問合せ Osaka Metro・シティバス案内コール

☎ 06-6582-1400
（8:00〜21:00 年中無休）
FAX06-6585-6466

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。取扱い時間はお問い合わせください。
●天王寺SC（あべちかB1 ☎06-6773-0874） ●梅田SC（ディアモール大阪B1 ☎06-6345-0874） ●難波SC（地下鉄なんば駅構内B1 ☎06-6211-0874）

