2021 年 12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。

ぼうじょ

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

12月4日（土）〜10日（金）は人権週間です
一 人 ひとりが お 互 い の 違 いを認 め 、
お互いの人権を守ることが大切です。
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。

人権週間イベント
「こばなしで まなぶ じんけん」
こばなし

12月4日（土）から人権小噺を配信します。
ぜひご覧ください。

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
！
ほかく
捕獲かごの貸出しなどはご相談ください。
問合せ

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

「いくみん基金」を活用させていただいています！
生 野 区では、
「 いくみ ん 基 金（ 生 野 区 区 政 推 進 基
金）」の寄附を募集し、さまざまな施策の充実に役
立てています。令和２年度は、街頭犯罪の防止と見
守り活動に有効である「防犯カメラ」の設置に活用
させていただきました。今後も皆さまの
ご協力をよろしくお願いいたします。
問合せ

企画総務課 4階46番
☎06-6715-9002 FAX06-6717-1160

「区民アンケート」にご協力ください
生野区役所の取組について、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ま
いります。
アンケートは12月中に発送します。
なお、回
答はオンラインでも可能です。
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
☎06-6715-9683 FAX06-6717-1160

年末年始のごみ収集について
1月1日
（土）
〜1月3日
（月）
は、
ごみの収集はありません。
その他の日は、通常通りの曜日で収集します。
12月27日(月)〜1月10日(月)は、午前・午後どちら
の収集地域においても、収集日の朝8時30分までに
ごみを出してください。

粗大ごみ収集（有料）
について

しょうふくていろしょう

講 師 笑福亭呂翔さん
（上方落語協会所属）
問合せ

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

まもなく締切！ご応募ください
「I love IKUNO!」写真コンテスト
２月13日（日）開催のオンラインイベント「I love
IKUNO!」では、生野区の魅力あふれる写真を募集
しています。入賞者はイベント内で発表します。
イベント内容・応募方法など、
くわしくは区HPをご覧ください▶
応募締切 12月15日
（水）

問合せ（一財）
大阪市コミュニティ協会生野区支部

（生野区民センター内）
☎06-6716-3020 FAX06-6716-1797

◆インターネットでの申込み
https://s-kantan.com/
kankyo-osaka-u/

24時間、365日いつでも申込可能！
◆電話での申込み
☎0120-79-0053（通話料無料）
携帯電話からは
0570-07-0053
（通話料有料）
（月〜土 9:00〜17:00）
※12月29日（水）〜1月3日（月）は電話での
受付は行っていません。
※月曜日や祝日の翌日、また受付開始直後は、
電話がつながりにくい場合があります。
問合せ 環境局 東部環境事業センター

☎ 06-6751-5311（月〜土 8:30〜17:00）
FAX06-6753-3041

区HP

「大阪マラソン・びわ湖毎日マラソン統合大会
クリーンUP 作戦」の参加者を募集します
大会開催前に市内全域の
清 掃 活 動 を 実 施しま す 。
「きれいなまち」大阪をめ
ざし、清 掃 活 動にご 協 力
ください。
実施期間 ２月５日
（土）〜２月25日（金）
申込み 参加募集チラシ裏面の申込書に必要事項を記

入し、
お申し込みください。
（参加募集チラシは
区役所区民情報コーナーや環境事業センター
などで配布中）

締切り １月７日
（金）
問合せ 環境局 東部環境事業センター

☎ 06-6751-5311（月〜土 8:30〜17:00）
FAX06-6753-3041

生野空き家シンポジウム

要予約

無 料

〜若い人が魅力を感じ活動できる懐かしい未来づくり〜

生野区役所と空き家の利活用を推進している民間団
体「生野区空き家活用プロジェクト」
との共催イベン
トです。空き家を活用した生野区の魅力やまちの可
能性について、一緒に考えませんか？
生野区で空き家をお持ちの方や空き家を
利活用してみたい方、ぜひご参加ください。
と き 12月19日
（日）13：30〜15：30
ところ 区役所 6階大会議室
わだ

きんや

内 容 基調講演：和田 欣也 氏
（「がもよんにぎわい

プロジェクト」代表）
、生野区長
だいと
やまだ
たかひと
トークセッション：山田 岳人 氏（(株)大都 代
表取締役）、和田 欣也 氏、生野区長

定 員 50名
（先着順）
申込み 12月6日
（月）
〜12月16日
（木）
までに

「氏名、住所、電話番号」
を電話、
メールまたは
来庁にて 問合せ まで。

空き家の利活用改修費用を一部補助する制度が
あります。
くわしくは 問合せ まで。
（令和3年度：12月15日
（水）締切）
問合せ

地域まちづくり課 4階44番
☎06-6715-9743 FAX06-6717-1163
ikunoevent@city.osaka.lg.jp

固定資産税・都市計画税（第3期分）の
納期限は、12月27日（月）です
問合せ なんば市税事務所 固定資産税グループ

☎06-4397-2957(土地)、
06-4397-2958(家屋)
（平日9:00〜17:30 ※金曜日19:00 まで）

以下は「広告スペース」です

大阪市サービスカウンター（SC）では、土・日・祝日も戸籍や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。
（12月4日（土）、12月29日（水）〜1月3日（月）は休業）
●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）

