
お知らせ お知らせ

※各施設の年末年始の休館日については18、19ページをご覧ください。

　収集時間帯が普段と変わる場合があります。「収集日の朝8:30まで」に必ずごみを出していた
だきますようお願いします。

※各種ごみの収集日が重なっている場合は、場所を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  06-6377-5750（通話料有料）

受付日▶月曜日～土曜日（祝日も受付しています）9:00～17:00
（月曜日、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。）
◆12月27日（火）までに申し込みされた粗大ごみは12月中に収集します。
※ただし、申込状況により12月中に収集できない場合がありますので、ご了承ください。
◆12月29日（木）～1月3日（火）の受付は休ませていただきます。

 城北環境事業センター　  6913-3960　  6913-3674

平成28年度 年末年始のごみ収集日程
・ コンビニ交付サービスの利用には、「マイナンバーカード（個
人番号カード）」が必要です。マイナンバーカードの取得には
時間がかかりますので、お早めに申請してください。
・ 住民基本台帳カードをお持ちの方は、コンビニ交付サービ
スの利用が可能（要利用登録）ですが、住民基本台帳カード
の有効期限にご注意ください。
　住民基本台帳カードの新たな発行はすでに停止してお
り、お持ちのカードについても更新はできませんので、住民
基本台帳カードの有効期限までに余裕を持って「マイナン
バーカード（個人番号カード）」の申請をしていただくよう
お願いします（e-Taxをご利用の方は電子証明書の期限に
もご注意ください）。

 区役所窓口サービス課（住民情報）
 6930-9963　  6930-9978

平成29年4月1日から住民票の写しなどの
交付手数料を改定します

「工業統計調査」の調査日が変わります
　次回の工業統計調査は、調査日を平成29年6月1日（木）
に変更し実施します。
● 製造業を営む事業所を対象とする工業統計調査は、毎年
12月31日に実施していますが、平成27年実績について
は、6月1日に実施した「平成28年経済センサス活動調
査」において把握します。
● 平成28年実績については、平成29年6月1日（木）に実施
する「平成29年工業統計調査」にて調査しますので、引き
続きよろしくお願いします。なお、工業統計調査について
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。

【経済産業省ホームページ】
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/index.html

 区役所総務課　  6930-9928　  6932-0979

重度障がい者医療助成の訪問看護利用料の
一部自己負担額が変わります
　平成29年1月から、重度障がい者の方が訪問看護ステー
ションで訪問看護を受けたときの一部自己負担額が、1訪
問看護ステーションごとに1日あたり最大500円（月2日限
度）となります。また、同じ月内に受けた保険診療にかかる
一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超
過分の払戻しを受けることができます（ただし、医療費と訪
問看護利用料を合算することはできません）。

 保健福祉センター保健福祉課（福祉）
 6930-9857　  6932-1295

固定資産税についてのお知らせ
●償却資産申告書の送付について
　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。

 船場法人市税事務所 固定資産税担当（償却資産）
 4705-2941　  4705-2926

●市税の納期限のお知らせ
　固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は、12月26
日（月）です。

 京橋市税事務所 固定資産税担当
 4801-2957(土地)  4801-2958(家屋)  4801-2905

●市税の納付について
　市税の納付には安全・確実・便利な口座振替・自動払込を
ご利用ください。

 船場法人市税事務所 収納管理担当
 4705-2931　  4705-2905

健　康

普段の
収集曜日（地域）

年末の収集日 年始の収集日

最終前 最終 最初 2回目

普通ごみ

月・木曜日の地域 26日（月） 29日（木） 5日（木） 9日（月・祝）

火・金曜日の地域 27日（火） 30日（金） 6日（金） 10日（火）

水・土曜日の地域 28日（水） 31日（土） 4日（水） 7日（土）

資源ごみ

月曜日の地域 19日（月） 26日（月） 9日（月・祝） 16日（月）

火曜日の地域 20日（火） 27日（火） 10日（火） 17日（火）

水曜日の地域 21日（水） 28日（水） 4日（水） 11日（水）

金曜日の地域 23日（金・祝） 30日（金） 6日（金） 13日（金）

容器包装
プラスチック

火曜日の地域 20日（火） 27日（火） 10日（火） 17日（火）

水曜日の地域 21日（水） 28日（水） 4日（水） 11日（水）

木曜日の地域 22日（木） 29日（木） 5日（木） 12日（木）

金曜日の地域 23日（金・祝） 30日（金） 6日（金） 13日（金）

土曜日の地域 24日（土） 31日（土） 7日（土） 14日（土）

古紙・衣類

月曜日の地域 19日（月） 26日（月） 9日（月・祝） 16日（月）

火曜日の地域 20日（火） 27日（火） 10日（火） 17日（火）

木曜日の地域 22日（木） 29日（木） 5日（木） 12日（木）

金曜日の地域 23日（金・祝） 30日（金） 6日（金） 13日（金）

粗大ごみ収集の申し込み受付粗大ごみ収集の申し込み受付

主な改定内容
窓口交付 コンビニ交付

改定前 改定後 改定前 改定後
住民票の写し 200円 300円 200円 200円
印鑑登録証明書 250円 300円 250円 200円
課税証明書 250円 300円 250円 200円

手話通訳あり申込不要 無　料
　沈黙の臓器、「肝臓」に関する講座を行います。座ってできるストレッチや肝臓病に
ならない食事の話など、知ってほしい肝臓病のお話を予定。ぜひ、ご参加ください！
とき▶12月10日（土）13:30～15:30
ところ▶大阪市立総合医療センター さくらホール（都島区都島本通2-13-22）
定員▶250名（当日先着順）

 大阪市立総合医療センター　  6929-1221　  6929-0886

市民医学講座「沈黙の臓器-肝臓はつらいよ！ 知ってほしい肝臓の話」

区役所の年末年始のお休みは区役所の年末年始のお休みは1212月月2929日日（木）（木）～～11月月33日日（火）（火）ですです

7766 区の人口：165,467人、男：78,788人、女：86,679人、世帯数：77,584世帯　　＜平成28年11月1日現在推計＞
交通事故（人身事故）件数418件（概数）、火災件数25件、救急件数9,519件　　＜平成28年1月～10月累計＞お知らせ　区役所の日曜開庁は12月25日(日) 9:00～17:30です。＜窓口サービス課(住民情報・保険年金)＞

No.2472016.12

肝臓
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