
問合せ 中央図書館自動車文庫
 ☎ 06-6539-3305
FAX06-6539-3336

と き
ところ

1月5日（水）
● 10：15～10：55
　天理教葛上分教会（新今里5-3）
● 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）

かつじょう

移動図書館「まちかど号」巡回日 無 料

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びをします。
と き ①1月 8 日（土） 

　14:30～15:00（幼児から小学生向け）
②1月12日（水） 
　11:00～11:30（０・１・２歳児向け）

定 員 ①15名 ②10組 ※先着順

生野図書館（勝山南4-7-11） 
 ☎ 06-6717-2381  
FAX06-6717-3119

ところ
問合せ

申込み 12月10日（金）から開催前日まで
に来館または電話にて　　　へ問合せ

絵本の会 要申込無 料

※予約不要の相談は先着順となります。待ち人数によっては、お断りする場合があります。

おおさかこくさいこうりゅう

げつようび どようび にちようび しゅくじつきんようび
大阪国際交流センター  ☎06-6773-6533
（月曜日～金曜日 9：00～19：00、土曜日・日曜日・祝日 9：00～17：30）

えいご
English
英語

ちゅうごくご
汉语

中国語
かんこく ちょうせんご
한국·조선어

韓国・朝鮮語

在留資格(ビザ)・生活・仕事・病気のことなど
ざいりゅうしかく しごと びょうきせいかつ

Tiếng Việt
ベトナム語

べ と な む ご
Filipino
フィリピン語
ふ ぃ り ぴ ん ご

が い こくじ ん そ うだ ん ま どぐ ち

外国人のための相談窓口

といあわ

問合せ

そう　だん

相 談

べんごし ほうりつそうだん

よやく ひつよう

★弁護士に法律相談も
できます。
　（予約が必要です）

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

問合せ

市民局人権企画課
☎ 06-6208-7489
FAX06-6202-7073

問合せ

大阪市コールセンター
「なにわコール」
☎ 06-4301-7285
FAX06-6373-3302

問合せ
☎ 06-6208-8805予 約

12月23日(木）・24日(金)の
9：30～12：00に電話予約（先着順）

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

問合せ

☎ 0120-939-783予 約
（16:00以降相談の場合のみ）

内　容 日時・受付時間 場　所 問合せ先等

生野区役所
12月14日(火)
12月21日(火)
13:00～17:00（1組30分）

要予約
法律相談

（定員：第2火曜24組、
　　　  第3火曜16組 ）

当日9：00～16：00に電話予約（先着順）
問合せ
予 約

企画総務課 4階45番
☎ 06-6715-9683
FAX06-6717-1160

犯罪被害者等支援の
ための総合相談

日曜法律相談

（定員：各場所16組）
要予約 12月26日(日)

9:30～13:30

就労相談

要予約
16：00以降の
相談は

12月 8 日(水)
13:30～17:00
※受付は15:30まで

行政書士相談
12月16日(木)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

行政相談
12月15日(水)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

社会保険労務士相談
12月17日(金)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

司法書士相談
12月9日(木)
13:00～16:00
※受付は15:00まで

月～金9:00～17:30
（祝日・年末年始を除く）

西区役所
および

鶴見区役所

市役所4階
市民局人権企画課

生野区役所または
生野区民センター

会場にて
先着順で相談を
受け付けます。

※相談日の当日に
　区役所１階の
　総合案内で
　ご案内します。
　月初から区HP
　にも掲載します。

お気軽に
ご相談ください各種無料相談

10月7日に、株式
会社ウェブシャーク
様より「Yogibo製
ビーズソファ」のご
寄附をいただきま
した。これらは西生
野小学校および生
野中学校で使用さ
れ、令和4年4月に
開校予定の大阪市立義務教育学校「生野未来学園」
に引き継がれます。
※生野区内の大阪市立小中学校に対し、教育活動や
　体験機会・人材や物資の提供など「生野区のこども
　の学び」に対する支援を行い、社会に開かれた次世
　代の学校づくりを実現するために、企業・学校法人・
　団体等で構成された「産官学地域連携」のネット
　ワークです。

「IKUNO未来教育ネットワーク※」に
ご寄附いただきました！ 

　地域まちづくり課 4階43番
☎06-6715-9020　FAX06-6715-1163

問合せ

なんば市税事務所 個人市民税担当
☎06-4397-2953　FAX06-4397-2905
（平日9:00～17:30※金曜日は19:00まで）

問合せ

令和４年以降に実施される
主な税制改正（個人市・府民税）

＜令和４年1月１日から＞
・勤続年数５年以下の方の退職手当等：所得控除の見直し
＜令和４年度から＞
・住宅ローン控除の特例（期間13年）：入居期限の延
長（令和４年末まで）等
・上場株式等の配当等所得・譲渡所得：所得税の申告
と異なる課税方式を選択する場合に個人市・府民税
の申告の不要化
・国や市の子育て助成金等の非課税措置：施設・サー
 ビス利用料の助成金が対象
 くわしくは市HPをご確認ください。

大阪市 税制改正 検索

生野税務署
☎06-6717-1231（代表）

問合せ

生野税務署からのお知らせ

令和３年分の確定申告の時期が近づいてきました。
令和４年１月からはスマホのカメラで給与の源泉徴
収票を撮影することで自動入力されるなど、スマホ
での申告がより一層便利になります。また、マイナン
バーカードとマイナンバーカード対応のスマホがあ
れば、税務署に来ることなくご自宅で申告書の作
成・送信をすることができますので、この機会にぜ
ひマイナンバーカードを取得してスマホ申告しませ
んか？
※マイナンバーカード
　をお持ちでない方も
　スマホ申告する方法
　があります。くわしく
　は国税庁HPをご覧く
　ださい。

スマホ申告 検索

確定申告はご自宅からスマホで作成・送信して完了！

ヨギボー

TAX

【生野図書館】
休館期間：１２月29日（水）～1月4日（火）
※返却ポストは１２月28日（火）19時～1月4日（火）9時
　までご利用いただけません。

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。 区HP

2021年12月号

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（市役所内）  ☎06-6208-8832～8835

郵送請求先
「マイナンバーカード」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　☎06-6715-9963　FAX06-6715-9110問合せ

以下は「広告スペース」です


