
新たな大都市制度の一つである総合区制度の組織体制や事務分担、区割りや総合区役所の位置などの詳細をとりまとめた素
案について説明します。対象は市内在住の方で、どの会場にも参加できます。お住まいが確認できる書類をご持参ください。開
会30分前から開場し、受付は先着順です。申し込み不要。開催期間は12/23まで、12/12以前の説明会は、11月号の広報紙に掲
載しています。詳しくは をご覧ください。

日時 日時
12/13（水）19:00～21:00 城東区民センター 460人 12/19（火）19:00～21:00 鶴見区民センター 480人

12/20（水）19:00～21:00 東成区民センター 130人

12/22（金）19:00～21:00 福島区役所 150人

12/23（土・祝）10:30～12:30 淀川区民センター　 360人

12/23（土・祝）15:30～17:30　 港区民センター 330人

12/15（金）19:00～21:00 旭区民センター 130人

12/16（土）14:00～16:00

12/17（日）10:30～12:30

12/17（日）15:30～17:30

住吉区民センター

平野区民ホール

天王寺区民センター

540人

300人

360人

会場 定員 会場 定員

「総合区素案に関する住民説明会」を24区で開催しています

副首都推進局戦略調整担当 6208-8876  6202-9355

お知らせお知らせ

学習塾や習い事（家庭教師やオンライ
ン学習塾を含む）にかかる費用を月額1
万円を上限に助成します。対象は、市内
在住で来年度中学生の方。養育者等の
所得制限がありますので、申請方法など
詳しくは をご覧ください。
来年1/15
大阪市塾代助成事業運営事務局

6452-5273　 6452-5274

冬はインフルエ
ンザが流行しや
すい時期です。
症状は風邪に似
ていますが、高
熱・頭痛・筋肉痛
などの全身症状が強く、肺炎などの合
併症を引き起こすこともあります。日頃
から、手洗いをして予防し、症状のある
ときはマスクを着用しましょう。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

大阪市では、繁華街における悪質な客
引き行為等を適正化するため、今年度
から取り組みを強化し、客引き行為等適
正化指導員の増員や店舗等への立ち入
り調査を実施するとともに、必要に応じ
て店舗名の公表等も行います。引き続
き、安全で安心な魅力と賑わいのあるま
ちづくりをめざします。

市民局市民活動支援担当
6208-7317　 6202-7073

障がい者福祉について理解を深めてい
ただくため、市民の皆さんから応募いた
だいた「心の輪を広げる体験作文」や
「障がい者週間のポスター」の入選作品
を展示します。障がいの有無に関わら
ず、誰もがお互いの人格と個性を尊重
できる社会を実現しましょう。
12/4（月）～8（金）
市役所1階
福祉局障がい福祉課
6208-8072　 6202-6962

市税の滞納整理強化策として、平日夜
間の電話催告や訪問調査などを行うほ
か、財産がありながら納税に応じていた
だけない場合には、不動産・給与・預金
などの差押えを行います。なお、職員訪
問の際は身分証明書（徴税吏員証）を携
帯していますのでご確認ください。
財政局収税課
6208-7781　 6202-6953

体調を崩しやすい冬は、献血に協力いただ
ける方が少なく、輸血用血液が不足しがち
です。ぜひ献血にご協力をお願いします。
保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

冬は電力などのエネルギー使用が増加
する時期です。無理のない範囲で省エ
ネルギーにご協力をお願いします。
環境局環境施策課
6630-3482　 6630-3580

定期募集で応募者が募集戸数に達しな
かった公営住宅などへの入居者。申し込
みには収入などの条件があります。
12/6（水）10:00～11:00に大阪市

住まい公社で受け付け。詳しくは、住情
報プラザ、住宅管理センター（梅田・阿
倍野・平野）などで配布するしおりをご
覧ください。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021　

募集分野は①も
のづくり（理工）
②スポーツ③言
語④芸術（美術・
デザイン）。対象
は市内在住で来年3月に卒業見込みの小
学生。定員各20人。入学検定料2200円。

中学生を対象とした塾代助成事業の
来年４月からの利用申請を
受け付けています

広げるなインフルエンザ、
広げよう咳エチケット

12月は市税の滞納整理強化月間です

12/3～9は「障がい者週間」です

12月は献血推進月間です

冬季の省エネにご協力ください

市営住宅への入居者

東洋陶磁美術館開館35周年記念
日中国交正常化45周年記念
特別展「唐代胡人俑
シルクロードを駆けた夢」

市立咲くやこの花中学校の生徒

非常勤嘱託職員
【看護師（学校配置・通学支援）】

大阪商店街にぎわいキャンペーン

悪質な客引き行為等を許しません

検査日：来年1/20（土）・21（日）
9:00集合

咲くやこの花中学校で配布する実
施要項に掲載の必要書類を12/26
（火）・27（水）10:00～16:00に同校へ
持参。
教育委員会学事課
6208-9114　 6202-7052　

小中学校での医療的ケアや大阪市内に
ある府立支援学校での通学支援に従事
する看護師を随時募集。詳しくは を
ご覧ください。
教育委員会インクルーシブ教育推進

担当
6327-1009　 6327-1023

以下の案は、区役所、市民情報プラ
ザ（市役所1階）、大阪市サービスカ
ウンター（梅田・難波・天王寺）などで
配布、または でもご覧いただけま
す。ご意見は、送付・ファックス・ ・持
参でお寄せください。
（仮称）大阪市水道経営戦略（2018

）案素（）7202－
水道・工業用水道事業の新たな経営
計画についてのご意見
閲覧・応募期間：12/18～来年

1/17
水道局経営企画課
6616-5410　 6616-5409

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。

ご意見をお聴かせください

今年度は次の64人の皆さん（敬称
略）を表彰しました。
●社会公益功労…岩見博之、木村
勉、堀一幸●区政功労…井戸百合
子、上田哲夫、浦田榮一、小野陽太
郎、甲斐幸治、神谷和代、川添良幸、
倉田秀太郎、倉本秀利、桑原兵充、小
西克彦、三前栄、白山廣子、住谷誠
次、 昭代、田中文雄、中山二三子、
播磨秀明、前川弘、宮城㓛、森本恭
子、 田五郎、吉田安雄●社会福祉
功労…北川義明、櫻町君枝、寺田修、
戸田正三、藤幾久子、山田幸人●産
業経済・消費生活功労…尼見幸一、
大西睦子、岡田安弘、澤山宏信、菅大
樹、玉置紘一、森 隆●環境・衛生功
労…生駒等、石見徹夫、　正英夫、平
川明子、山下ツキ子●緑化功労…寺
島賢●消防功労…森井昭、籔本雅巳
●教育功労…岩槻知也、草分孝子、
河野好昭、平井美代子、松嶋三夫●
スポーツ功労…稲岡和子、辻本
●文化功労…今井祝雄、オーギュス
タン・デュメイ、片岡當十郎（本名：宮
　博）、京山小圓嬢（本名：小西カヨ
コ）、谷直樹、鳥江三也、西浦布容（本
名：西浦悦子）、西際好譽（本名：西際
好剛）、藤間良太郎（本名：清水猛）、
湯浅雅子
政策企画室秘書担当
6208-7238　 6202-6950

大阪市市民表彰
第52回

募　　集募　　集

各商店街で地域
の特性を活かし
た抽選会や縁日、
寄席などの「にぎ
わいイベント」を
開催します。詳し
くは をご覧く
ださい。
12/31（日）まで
市内商店街
一部実費負担あり
経済戦略局産業振興課
6615-3781　 6614-0190

「唐代胡人俑」と
は、唐時代のシ
ルクロード文化
を象徴するエキ
ゾチックな風貌
の胡人（※）など
を表現した副葬
用の陶製人形
です。今回の展
示では、2001
年に甘粛省で発
見された人形の
数々を日本で初
めて紹介。また、国立国際美術館との連
携企画「いまを表現する人間像」展や、
特集展「中国陶俑の魅力」なども同時開
催。（※胡人：当時の中国で異民族を表
す名称）
12/16（土）～来年3/25（日）9:30～

17:00（12/22（金）～24（日）は19:00
まで）入館は閉館の30分前まで。月曜・
年末年始・1/9（火）・2/13（火）は休館
（1/8（月）、2/12（月）は開館）
大人1200円ほか
東洋陶磁美術館

6223-0055　 6223-0057

催　　し催　　し

加彩胡人俑
慶城県博物館蔵

せき

とう  だい    こ    じん  よう

14 15
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市の制度や手続き、イベント情報に関する問い合わせなどは ）休無中年00：12～00：8（）ルーコわにな（―タンセルーコ合総市阪大
4301-7285　 6373-3302

2017.12

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板

編集/大阪市政策企画室　 ０６-６２０８-７２５１　 ０６-６２２７-９０９０
面積…２２５．２１㎢　人口…２，７１３，１５７人　世帯数…１，３９２，９００世帯　　平成２９年１０月１日現在（推計）

    はり切め締、選抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特で等し催・座講
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。

。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

日時・期間　 会場　 費用　 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
〒   大阪市北区中之島   大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

記号の見方

掲載している記事の情報
は、 のおおさか掲示板
掲載ホームページ一覧で
ご覧いただけます。

おおさか掲示板 検索
ホームページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook


