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は7/14休館）。
大阪市住まい公社 
6882-7024　 6882-7021

　高齢者の方々が、住み慣れた地域で
安心してその人らしい生活を続けてい
けるよう、さまざまな関係機関と連携を
取りながら地域づくりを行う同センター
の運営等について審議する協議会委
員。対象は7/1現在、市内に1年以上在
住している①65歳以上②40～64歳の
方（市職員および他の市審議会等の委
員でない方）。定員各1人。任期は平成
30年5月末まで。
7/24（消印有効）　 送付または

ファックスで「地域包括支援センターに
期待すること」をテーマにした作文
（800字以内）、別紙に住所・氏名・年齢・
電話番号・性別・これまでの取り組み
（団体活動、ボランティア活動など）を書
いて、 福祉局高齢福祉課へ。
6208-8051　 6202-6964

　高齢者が住み慣れた地域で、いきい
きと豊かに暮らせる社会づくりに向けた
計画の策定などを審議する市民委員。
対象は7/1現在、市内に1年以上在住し
ている①65歳以上②40～64歳の方
（市職員および他の市審議会委員等で
ない方）。定員各2人。任期は平成30年
11月末まで。
7/31（消印有効）
送付、 またはファックスで「高齢

者施策について」をテーマにした作文
（800字程度）、別紙に住所・氏名・年齢・
電話番号・性別を書いて、 福祉局高
齢福祉課「大阪市社会福祉審議会高齢
者福祉専門分科会」委員募集係へ。
6208-8026　 6202-6964

　保育士や消防士、ファッションデザイ
ナーなど、子どもたちが興味や関心の
ある分野で、さまざまな体験学習がで
きるプログラムを実施。対象は市内在
住の小学4年生～中学3年生。参加費
500円ほか。

プログラムにより異なります。
詳しくは をご覧ください。

小中学校・区役所・図書館などで
配布する申込書（ にも掲載）を送付ま
たはファックスで、「こども 夢･創造プロ
ジェクト」実行委員会事務局へ。
080-3804-3857　 6354-3856

　天王寺駅から直行バスを運行し、霊園
内を現地管理事務所職員が案内しま
す。定員50人（先着順）
7/18（土）13：00
集合:天王寺公園（入園ゲート前）。
7/16 16：00までに電話かファッ

クスで泉南メモリアルパーク管理事務
所へ。
072-476-2332　
072-476-5771

　地域における環境活動や環境学習の
担い手として、指導力・技術力を身につ
けることを目的とした講座。好きな講座
を一つからでも受講できます。定員各
40人
7/11（土）～8/8（土）全10回※詳し

くはホームページ「なにわエコスタイ
ル」をご覧ください。　
7/10　 電話またはファックス・

で、住所・氏名・年齢・電話番号・参加希
望講座を（一社）あだーじょ「大学」係
（ 4708-7474　 6222-3262）へ。
環境局環境施策課
6630-3264　 6630-3580

　大正後期
から昭和初
期にかけて、
大阪市が大
大阪と呼ば
れていた時
代の魅力を
多方面から紹介します。定員各300人
（7月開催分は当日先着順）。
7/11（土）、18（土）、25（土）、8/2

（日）14：00～16：00
【8/2開催分】 または往復ハガキ

で住所・氏名（2人まで）・電話番号を書

クリック！
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はこちらから➡

　地方税法の一部改正に伴い、次のと
おり改正しました。①住宅ローン控除の
適用期限を平成31年6/30まで延長、
②平成27年以後に支払ったふるさと寄
附金に係る特例控除額の上限を所得割
額の1割から2割に拡充、③ふるさと納
税ワンストップ特例制度の創設に伴い
寄附金税額控除額算定方法の変更、④
平成27年度に新規取得した一定の環境
性能を有する軽四輪等（平成28年度課
税対象）について、その燃費性能に応じ
たグリーン化特例を導入。
財政局課税課　 6208-7751（個

人課税）、 6208-7747（法人課税）
6202-6953

　免震装置
に仕様性能
を満たさな
い東洋ゴム
工業（株）製
の免震材料
が中央公会
堂に使用されていた問題に関して、同社
が実施した構造安全性（耐震性）に関す
る緊急検証結果について、国土交通省
において「震度6強から震度7程度の地
震に対して倒壊するおそれはない」こと
が確認されましたので、今後も引き続き
安心してご利用いただけます。
経済戦略局文化課
6469-5173　 6469-3897

　公立保育所については順次民間に移

市税条例の一部を改正しました

中央公会堂の構造安全性（耐震性）が
確認されました

管することとしています。平成29年度に
移管予定の保育所は、新家保育所（福島
区）、福保育所（西淀川区）、木川第2保
育所（淀川区）、あすか保育所、南江口保
育所（東淀川区）、北中本保育所（東成
区）、浅香東保育所（住吉区）、平野東保
育所（平野区）、天下茶屋保育所（西成
区）です。順次保護者への説明を行い、
今後移管する法人の公募を始めます。
なお、移管後も認可保育所として運営さ
れますので、保育の質が低下することは
ありません。また、出来島保育所（西淀
川区）については、福保育所の移転建替
えによる民間移管にともなって合築を
行い休止する予定です。
こども青少年局保育所運営課 
6208-7574　 6202-9050

　初めて住宅を購
入する新婚・子育
て世帯を対象に、
住宅ローンに対す
る利子補給を実施
しています。対象は小学6年生以下の子
どものいる世帯または夫婦いずれもが
満40歳未満で婚姻届出後5年以内の新
婚世帯で、前年の所得金額が1200万
円以下の方。対象となる融資や住宅取
得にかかる契約締結日により、利子補給
の条件が変わりますので、詳しくはお問
い合わせください。
都市整備局住宅支援受付窓口 
6882-7050　 6355-0351

　7/1から難病医療費助成制度の対象
疾病（指定難病)が110疾病から306疾
病に拡大します。国が定める診断基準を
満たす方のうち、症状が一定程度以上

または高額な医療費を支払っている場
合は医療費助成制度を利用できるよう
になり、医療費の自己負担が軽減され
ます。申請手続きの詳細については
をご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。
大阪市保健所管理課
6647-0923　 6647-0803

　市内の既存建築物にある露出した吹
付けアスベストの含有調査や除去工事
等を実施する際、一定要件を満たせば
その費用を補助します。申請には事前協
議が必要ですので、実施予定の場合は
お早めにお申し込みください。
11/30（申請受付）
都市計画局監察課 

6208-9314　 6202-6960

　市税の滞納により各市税事務所が差
し押えた不動産等の合同公売。
7/28（火）　 弁天町市税事務所
財政局収税課　
6208-7781　 6202-6953

　公営住宅、市営住宅すまいりんぐ等
の入居者。申し込みには収入などに条件
があります。
7/3～16に住情報プラザ、住宅管理

センター（梅田・阿倍野・平野）、区役所
区民情報コーナー、大阪市サービスカ
ウンター（梅田・難波・天王寺）などで配
布する申込書を送付。または窓口（区役
所、大阪市サービスカウンターを除く）
で7/14～16に受け付け（住情報プラザ

編集／大阪市政策企画室　
06-6208-7251  06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

おおさか掲示板
いて、7/15までに〒550-0014 西区北
堀江4-3-2、大阪市立中央図書館へ。
6539-3302　 6539-3335

　～家庭でできるごみ減量と省エネ～
【第1部】ごみ減量と3Ｒ【第2部】省エネ
や節電方法。定員70人。
7/16（木）14：00～16：00
阿倍野市民学習センター　
7/9　 または電話で消費者

センターへ。
6614-7522　 6614-7525

　小児気管支ぜん息やアレルギーにつ
いての専門医による講演。対象は市内
在住の小学6年生までの子どもとその
保護者（保護者のみの参加可）。定員50
組（先着順）。
7/31（金）13：30～16：00
北区民センター
電話または区役所で配布（ にも

掲載）の申込書を送付・ファックス・ ・
持参で、〒545-0051 阿倍野区旭町
1-2-7-1000 あべのメディックス10階、
大阪市保健所管理課へ。
6647-0648　 6647-0718

　大阪市立大学で長年研究と指導にあ
たってきた名誉教授等が、わかりやすく
解説。対象は16歳以上の方。定員各
120人（先着順）。費用：各回500円 
【コース】①リチウムインサーション材料
と高エネルギー密度蓄電池②東アジア
と哲学③絶対零度の世界④日本におけ
る社会保障改革―年金を中心に― ⑤
認知症―あなたと、家族のための講座
― ⑥錯体を環境に生かす⑦繊毛虫の
生存方略
①7/16（木）②7/24（金）③7/30

（木）④8/5（水）⑤8/7（金）⑥8/20
（木）⑦8/25（火）各18：30～20：00

または送付（返信用封筒を同
封）・ファックス・持参で、希望講座名（複
数可）・住所・氏名・年齢・電話（ファック
ス）番号を書いて、〒530-0001 北区梅
田1-2-2-600大阪駅前第2ビル6階、大
阪市立大学文化交流センターへ。
6344-5425　 6344-5524

平成29年度に民間移管する
保育所について

新婚・子育て世帯向け分譲住宅
購入融資利子補給制度

難病医療費助成制度の
対象疾病が拡大します

民間建築物吹付けアスベスト除去等
補助制度の申請受け付け

合同公売を実施します

募　　集募　　集
市営住宅の入居者

大阪市地域包括支援センター
運営協議会委員

大阪市社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会の市民委員

こども 夢・創造プロジェクト事業

泉南メモリアルパーク現地見学会

講座･教室講座･教室
おおさか市民環境大学2015

平成27年度大阪連続講座 
「おおさか時間旅行 
-大大阪と呼ばれた時代-」

大阪城公園天守閣落成
奉祝花電車（鶴と紅葉）

ぜん息講演会
「こどもの食物アレルギーとぜん息」

市立大学文化交流センター
7・8月夏期講座「学問の先達は語る」
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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　 6644-4894

●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。


