
お 知 ら せ
スプレー缶・カセットボンベの
「出し方」が変わります

市立小・中学校の入学準備補助金
の申請

第７回　大阪マラソンランナー

平成30年度市立学校・幼稚園教員 第17回大阪市障がい者
スポーツ大会の出場者

'17食博覧会・大阪

御堂筋完成80周年記念
シンポジウム

ジュニア・レスキューチャレンジ

第66回 黒鷲旗全日本男女選抜
バレーボール大会観戦チケット

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）

平成29年度　市政モニター

高校生のための市大授業

天王寺動物園年間パスポートの
販売を開始します

環境影響評価準備書の
写しの縦覧等

大阪市くらしの便利帳の
広告を募集します

「古紙・衣類」の持ち去り行為等の
規制を実施します

Ｂ型肝炎ワクチン接種費用助成

募 集
・ 記事は3/10現在（市会審議中）のもの
で、事業等の内容を変更する場合があ
ります。
・ 掲載記事の問い合わせ先は4/1以降の
ものです。

　4/24からスプレー缶・カセットボン
ベ類は、必ず中身を完全に使いきり、穴
をあけずに、資源ごみとは別の透明ま
たは半透明の袋に入れて、資源ごみ収
集日に出してください。
環境局事業管理課
6630-3226 6630-3581

　経済的な理由で就学が困難な児童生
徒の保護者で、平成30年度に新1年生に
なる児童生徒の就学援助を受ける方に
入学準備補助金を支給します。入学準
備補助金の請求には、領収書等証明書
類が必要です。ランドセルや標準服(制
服)など学校で使用する用品を4/1以降
に購入した際の領収書は捨てずに保管
してください。詳しくは、入学説明会等
で配布する「就学援助制度のお知らせ」
をご覧ください。
教育委員会学校経営管理センター 
6575-5654 6575-5280

　3万2000人のランナーが大阪の名所
を駆け抜ける国内最大級のマラソン大
会。コース、定員、参加料（1万800円ほ
か）等は種目により異なります。
11/26（日） 大阪城公園前スタート
4/7 10:00～5/12 17:00に で。
大阪マラソンコールセンター 
6445-3978 6445-0004

　市立学校（小・中・高等学校）・幼稚園
の教諭、養護教諭、栄養教諭。 受験説
明会：4/12（水）・21（金）18:30～、4/22
（土）13:30～ 受験説明会：大阪市教育
センター または、区役所、大阪市
サービスカウンター（梅田・難波・天王
寺）などで配布する受験案内をご覧く
ださい。願書の受け付けは4/3～5/8。
教育委員会教職員人事担当
6208-9123 6202-7053

　対象は市内在住の身体障がい者・知
的障がい者・精神障がい者（各手帳の交
付を受けた方。知的、精神障がい者は、
それに準ずる方を含む）で、満13歳以上
の方。 アーチェリー5/13（土）、卓球
（サウンドテーブルテニスを含む）5/14
（日）、陸上競技 フライングディスク
5/21（日）、水泳5/27（土）、ボウリング
5/28（日） ヤンマーフィールド長居
ほか 大阪市障がい者スポーツ大会
事務局、長居・舞洲障がい者スポーツセ
ンター、各区保健福祉センターなどに
ある申込用紙に必要事項を書いて、4/1
（土）～21（金）に同施設へ持参。
大阪市障がい者スポーツ大会事務

局
6606-1631 6606-1638

　4年に一度大阪で、世界、大阪の食文
化の歳時記を展開し、食を通じて各国
の生活文化などの情報を発信します。
今回のテーマは「日本の祭り・日本の味
くらべ」。費用大人2200円ほか。 4/28
（金）～5/7（日）11 :00～20 :00（5/7は
19:00まで）
インテックス大阪
経済戦略局産業振興課
6615-3781 6614-0190

　御堂筋完成80周年である5/11に「歩
いて楽しめるまち」をテーマに、京阪神
政令市によるパネルディスカッション
などを行います。定員500人（先着順）。
5/11（木）13:30～16:30 中央公会堂
往復ハガキに代表者の住所・氏

名・電話番号、同行者（1人まで）の氏名、
手話や車いす席を希望の場合はその旨
を書いて、4/14～5/1に、〒559-0034 住
之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟6
階、建設局道路部内（シンポジウム係）
へ。 
6615-6855 6615-6582

　子ども用のレスキュー隊服を着て、
色々な障害物を乗り越える「障害突破
チャレンジ」や「ロープ渡り」の体験な
ど、楽しみながら防火防災を学べます。
5/3（水・祝）～7（日）10:00～16:00（受

け付けは15:30まで） 阿倍野防災
センター 6643-1031 6643-1040

　「Ｖ・プレミアリーグ」「天皇杯・皇后
杯全日本選手権大会」と並ぶ日本三大
大会のひとつである大会が開催されま
す。この大会のチケットを各日100組
200人の方にプレゼント（プレゼント対
象日：5/2（火）・7（日））。対象は市内在
住・在勤・在学の方。 5/2（火）～7（日）
中央体育館 4/13 または

往復ハガキで、住所・氏名・電話番号・観
戦希望日・市内在勤・在学の方は勤務先
名、学校名を書いて、〒553-0005 福島
区野田1-1-86 業務管理棟9階、経済戦略
局スポーツ課「黒鷲旗バレーボールチ
ケットプレゼント」係へ。
6469-3883 6469-3898

　対象は定期募集（公営住宅・改良住
宅）の落選回数が11回以上の方。申し込
みには収入などの条件があります。

4/21～28に住情報プラザなどで
配布する申込書に、落選ハガキ11枚か
平成24年9月以降実施の当募集の落選
（もしくは辞退）ハガキと必要書類を添
えて、4/21（金）・24（月）・26（水）・27
（木）・28（金）10:00～15:00（12:00～13:00
を除く）に住まい情報センターまで持
参。
大阪市住まい公社
6882-7024 6882-7021

　市政についてのアンケートにご協力
いただける市内在住の満18歳以上で、
パソコン・スマートフォン・タブレット
端末でインターネット・ を使える
方。定員800人。任期は来年3/31まで。
4/1～30に で。
市政改革室ＰＤＣＡ担当
6208-9757 6205-2660

　文学部・理学部の模擬講義や附属図
書館の施設見学会を開催します。大学
の雰囲気を体験してみませんか。詳し
くは をご覧ください。定員各150人
（先着順）。 4/29（土・祝）13 :00～
15:50 市立大学 4/21 往復ハ
ガキ・ファックス・ で、参加希望コー
ス・高校名・学年・住所・氏名・電話番号
を書いて、〒558-8585 住吉区杉本3-3-
138、市立大学地域連携センターへ。 
6605-3504 6605-3505

　初回入園日から1年間有効の年間パ
スポートを各入園ゲートで4/1から販
売します。費用大人2000円（通常入園料
大人500円）ほか。 天王寺動物園 
6771-8401 6772-4633

　（仮称）梅田曽根崎計画 縦覧：4/24
まで、意見書の受け付け：5/8まで 環
境局環境管理課ほか 環境局環境
管理課 6615-7938 6615-7949

　生活ガイドブック「くらしの便利帳」
については、民間事業者と協働するこ
とで市税を投入することなく発行して
います。10月末の発行に向け、大阪市が
発行する身分証を持った（株）サイネッ
クスの担当者が広告募集を行います。
政策企画室広報担当
6208-7252 6227-9090

　4/1から、コミュニティ回収の促進に
よる廃棄物の減量や適正処理を目的と
して、市またはコミュニティ回収活動
を実施する団体から委託を受けていな
い者が、古紙・衣類を、収集・運搬・保管
することなど（持ち去り行為）を禁止し
ます。10/1からは、違反行為者には指
導、勧告、命令と段階を経たうえで、5万
円以下の過料を科すことや氏名公表を
行います。
環境局家庭ごみ減量課
6630-3259 6630-3581

　ワクチンの定期接種を1歳になるま
でに終えることができなかった方（平
成28年4/1～9/30生まれ）を対象に、4/1
～9/30の期間に任意接種した費用を助
成します。申請期間は12/28まで。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656 6647-1029

試験区分 採用予定者数
事務行政(22～25歳)
[大学卒程度] 80人程度

大学卒程度
技術

(22～29歳)

都市建設
［主に土木］ 30人程度

建築 10人程度
機械  5人程度
電気  5人程度
化学 数人程度
造園 数人程度

社会人等
技術

(30～34歳)

都市建設
［主に土木］ 10人程度

建築 数人程度
機械 数人程度
電気 数人程度

短大・高専卒程度
技術

(20～21歳)

都市建設
［主に土木］  5人程度

建築 数人程度
大学卒程度社会福祉（22～32歳） 10人程度

市職員（事務行政、技術、社会福祉）
　合格者は平成30年4/1採用予定。日
本国籍を有しない方も受験できま
す。受験資格などの詳細は、 でご
確認ください。 第1次試験日：5/21
（日） 4/3 9:00～4/21 12:00に原則
として で。

大阪市人事委員会
6208-8546 6231-4622

催 し

児童虐待の通告·相談は、24時間365日
対応の「児童虐待ホットライン  
0120-01-7285（まずは一報 なにわっ
子）」にお電話ください。

プレゼント

大阪城天守閣　
ゴールデンウィーク開館延長
4/29（土・祝）～5/7（日）18:00まで

(入館は17:30まで)
大阪城天守閣
6941-3044 6941-2197

キッズプラザ大阪
4/1から休館日の変更
毎週月曜から第2・第3月曜に変更し
ます。
キッズプラザ大阪 
6311-6601 6311-6605
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編集／大阪市政策企画室　 06-6208-7251 06-6227-9090
面積……225.21㎢　人口……2,702,455人　世帯数……1,375,648世帯　平成29年2月1日現在(推計)

● 講座・催し等で特に記載のないものは、「無料、申し込み多数の場合は抽
　選、締め切りは当日必着」です。抽選の結果は当選者のみ通知します。
●往復ハガキで申し込む際は、返信用あて先の住所・氏名をお忘れなく。
●費用について、複数区分ある場合は、「○○円ほか」としています。

日時・期間　 会場　 締め切り　 申し込み
問い合わせ　 大阪市ホームページ　 Eメール
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

掲載している記事の情報
は、大阪市ホームページ
の「おおさか掲示板」の項
目からご覧いただけます
(  はこちらから )。

おおさか掲示板 検索

スマートフォン用
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