2021 年 3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。

固定資産税（土地・家屋）
に関する
縦覧を行います

お 知ら せ

じゅうらん

１Ｆ住民情報担当窓口の混雑状況予測
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…延長窓口（19時まで）

※例年3・4月のお引越しシーズンは窓口が大変混み
合います。時間に余裕をもってお越しください。
※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。▶▶▶▶
・5番（届出受
※区HPでは、4番（証明発行）
付）窓口の待ち人数を、
リアルタイムで
配信しています。
生野 現在の窓口混雑状況
問合せ

検索

窓口サービス課 １階2・４・５番
☎06-6715-9963 FAX06-6715-9110

個人市･府民税の申告期限を延長します
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告期限を４月15日
（木）
まで延長します。
申告が必要な方は、できるだけ郵送または大阪市行
政オンラインシステム
（※）
により申告をお願いします。
※扶養控除や医療費控除など各種控除の申告をす
る方や、令和２年中に収入があった方はご利用いた
だけません。

市税事務所窓口および
区役所臨時申告受付会場での申告について
・マスクの着用や筆記用具の持参など、感染症拡
大防止にご協力をお願いします。
・区役所臨時申告受付会場での受付は3月15日（月）
までです。
（ 受付時間：9：00〜11：30、13：00
〜16：00※昨年と異なります）
※市税事務所窓口では3月16日（火）以降も受
け付けています。
・受付期間の最後の１週間や期間中の9時台は混
雑が予想されます。

区内に土地または家屋をお持ちの方は、なんば市税
事務所で、土地または家屋の令和3年度の価格等を
記載した縦覧帳簿を縦覧できます。
（所有資産の所在
する区の縦覧帳簿に限る。）
期 間 ４月１日〜４月30日
（土日祝除く）

9：00〜17：30（金曜日は19：00まで）

タウン発

俳句展示会

地域の皆さまの作った俳句を展示します。ぜひ、
お越しください。作品も募集しています。
（題材自由）
と き 4月1日
（木）〜30日（金）9：30〜21：30

ところ なんば市税事務所 ４階窓口

（生野区民センター開館日時に準ずる）

（浪速区湊町1-4-1
大阪シティエアターミナル
オーキャット
ビル
（OCAT））
持ち物 本人確認ができるもの
（運転免許証など）
また
は納税通知書
※代理人が縦覧を希望する場合は委任状が
必要です。
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）、2958（家屋）

ところ 生野区民センター ロビー

問合せ 「生野ふれあい児童遊園さくらの樹を守る会」

（社協登録ボランティアグループ）
☎080-2403-9390（副会長 西林）

なんでも
相談いらっしゃ〜い

生野税務署からのお知らせ
◆確定申告はe-Taxで!

感染リスク軽減のため、確定申告書はス
マートフォンやパソコンを利用してご自宅
などで作成し、e-Taxでご提出ください。
申告書の作成手順は国税庁の動画サイト
国税庁HP
でご案内していますので、
ご覧ください。

【申告期限・納期限】

所得税及び復興特別所得税・贈与税……4月15日
（木）
消費税及び地方消費税…………………4月15日
（木）
※申告期限・納期限が延長されています。
※納税には便利な口座振替をご利用ください。
※確定申告に関する疑問はAI
チャットボット
（ふたば）
にご相
談ください。▶▶▶▶▶▶▶
※確定申告相談会場への入場には「入場
整理券」が必要です。また、待合スペー 税務職員
ふたば
スはありません。

「野菜作りボランティア」養成講座

＜なんでも相談いらっしゃ〜い大相談会＞

弁護士・司法書士・精神保健福祉士等の専門
家が無料で相談に応じます。
と き 3月14日
（日）10：00〜15：30
ところ リゲッタIKUNOホール
（生野区民センター内）
問合せ「なんでも相談いらっしゃ〜い」
（社協登録ボランティアグループ）
担当：くわもと ☎080-3811-0650

ここでは地域の方々からの情報を掲載しています。
掲載希望月の2か月前の5日までにご連絡ください。
なお、紙面の都合で掲載できない場合もあります。
※政治・宗教・営業活動に関する記事は掲載不可
問合せ

無 料

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

要申込

と き 4〜9月の間で毎月2回

いずれも14：00〜15：30
4・5・6・8月…第2・4木曜日
7・9月…第2・5木曜日
ところ 生野区社会福祉協議会および ▲講師の水上さん
「むすびファーム
（生野東1-39-2）」
みずかみ
しんご
講 師 （株）
マイファーム 水上 真吾さん
対 象 定年退職後〜75歳までの方で、
受講後ボラン
ティア活動ができる方。
定 員 15名
（先着順） 参加費 無料
申込み ４月５日
（月）
までに、電話またはFAXにて 問合せ まで
問合せ 生野区社会福祉協議会
（勝山北3-13-20）

☎06-6712-3101 FAX06-6712-3001

〈注意〉3月16日以降に申告された場合は、令和３年度
分の「個人市・府民税」の決定・通知や課税（所得）証明
書の発行時期が遅れることがあります。
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）
☎06-4397-2953 FAX06-4397-2829

▲収穫した野菜

無 料

「どこに相談にいったらいいかわからない」
と
いった困りごとをなんでも相談できます。
と き 3月24日
（水）、4月28日（水）
10：00〜16：00（受付15：30まで）
ところ 生野区民センター 3階302会議室

問合せ 生野税務署 ☎06-6717-1231
（代表）

人とひととの つな がり を目 的としたコ
ミュニティ農園（むすびファーム）で、野菜
作りを学び、地域で野菜作りの指導者を養
成する講座です。
なお、栽培した野菜は、高齢者の方々を対
象にした食事サービスや子ども食堂等に寄
付します。
受講後は、むすびファームで地域の人に野
菜の作り方を教えるボランティア活動に参
加していただきます。ぜひ、
この講座に参加
し、野菜作りを学ぶとともに、その知識・経
験を地域の方々との交流や地域貢献に活
かしていきませんか？

無 料

▲コミュニティ農園「むすびファーム」

防犯キャンペーン 毎月19日の「いくのの日」の16時に、区役所前で自転車の防犯カバーの取り付けを行っています。
（平日のみ実施）次回は3月19日（金）
！
問合せ
地域まちづくり課 4階44番 ☎06-6715-9012

