
　在宅の認知症高齢者等が、介護者の急病や葬儀への出席など突発的な事由により在宅生活が困難となった場
合、福祉施設で一時的に受け入れ介護サービスを提供することで、認知症高齢者の地域での日常生活を継続さ
せるとともに、介護者の精神的負担の軽減につなげ、家族支援を行います。
■相談窓口
•介護保険認定を受けている方
　　担当のケアマネージャー
　　または地域包括支援センター
•介護保険認定を受けていない方
　　地域包括支援センター
■利用条件
•介護者が急病や事故の場合
•葬儀などのやむを得ない介護者の事情がある場合
•介護者の心身が著しく疲労した状態にあり、高齢者
虐待などの恐れがある場合　　　　　　　　　など
※ただし、本人が伝染性疾患を有する場合などはお断
りすることもあります。

■受付
•月曜から金曜（12/29～1/3、祝日を除く）の
　9：00～17：00
■利用期間
•原則として14日以内（本事業利用後、利用者は在
宅復帰を原則とします）

■利用料
•介護保険を利用でき
る方は、介護保険制
度を利用した場合と
同額

•介護保険の利用限度
額を超えている方
は、全額自己負担

4福祉局高齢福祉課　56208-8051　66202-6964

認知症高齢者緊急ショートステイ事業を始めます

　平成27年10月分の請求から、基本水
量を廃止し、新たに1㎥～10㎥の使用に
従量料金を導入します。使用水量が10
～1,000㎥のお客さまについては変更
ありません。詳しくは8または10月検針
時に配布するお知らせをご覧ください。
4水道局お客さまセンター 
56458-1132　66458-2100

　期間内に引
き換えされな
かった「大阪市
プレミアム商
品券」（大阪市
内で買いま商品券）を、先着順で販売し
ます。1人2冊まで（残数により1人1冊と
なる場合あり）。
09/19（土）～※売り切れ次第終了
1市内スーパー等を予定。詳しくは区
役所などで配布するチラシまたは8を
ご覧ください。
4大阪市プレミアム商品券コールセンター
50570-002-552　6050-3730-5458

　来年6/30（木）まで、PiTaPaのご利用
料金（5000円までのご利用分）を20％
割り引きます（学生区分は除く）。この機
会に、ぜひPiTaPaカードをお申し込みい
ただき、市営交通をご利用ください。
4市営交通案内センター
56582-1400　66585-6466

　市民交流センター10館は来年3/31
をもって閉館するため、4/1以降の施設
利用受け付けは行いません。
4市民局総務課　
56208-7318　66202-7555

　事業を行う方に家屋（貸室等）を貸し
付けている方は、法令により申告が必要
です。一部でも新たな貸し付けや入居者
の異動があった場合は、貸ビル申告書を
提出してください。 　34船場法人市
税事務所事業所税グループ 
54705-2934　64705-2905

　9月は障がい者雇用支援月間です。障
がい者雇用への理解と関心を深めてい
ただくため、市内の障がい者支援施設に

通う方が作った小物や焼き菓子などの
展示・販売を行います。
09/29（火）・30（水）　1市役所本庁
舎1階　4福祉局障がい福祉課 
56208-7994　66202-6962

　11/22執行予定の市長選挙に立候
補する方のために、届出手続などの説
明会を行います。  010/7（水）9：30～
1市役所本庁舎P1会議室 
4行政委員会事務局選挙課 
56208-8511　66204-0900

　市が管理する不動産を一般競争入札
により売却。　0要領配布：9/11～
10/16、申込受付：10/5～16、入札日：
10/23（金）　4水道局管財課 
56616-5467　66616-5469

　【変更】①生産緑地地区（東淀川区、鶴
見区、住吉区、平野区）②関谷町公園（浪
速区）③馬渕町公園（浪速区）④日本橋
西公園（浪速区）
0縦覧と意見書の受け付け：9/11まで
134都市計画局都市計画課 
56208-7892　66231-3753

おおさか掲示板はこちら
クリック！
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水道料金を一部改定します

「大阪市プレミアム商品券」の
2次販売について

市民交流センターの閉館について

事業所用家屋貸付状況の申告

授産製品の展示・販売を行います

大阪市長選挙立候補予定者説明会

市有不動産の売却

都市計画案の縦覧と意見書の受け付け

　瓜破霊園、服部霊園の霊地使用者。
0募集期間：9/4～18　3詳しくは市
役所・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
るパンフレットをご覧ください。

　以下の案は、大阪市サービスカウ
ンター（梅田・難波・天王寺）、市民情
報プラザ（市役所本庁舎1階）などで
配布、または8でもご覧いただけま
す。ご意見は、送付、ファックス、7、
持参でお寄せください。
大阪市ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理計画（案）
　大阪市域内におけるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の確実かつ適正な処
理の推進を図る計画の改定につい
てのご意見。
0閲覧・応募期間:9/15～10/14
34環境局環境管理課 
56630-3304　66630-3581

※管理員の募集ではありません。
①愛光会館 ②市立有料自転車駐車
場118カ所 ③北区民センター、大淀
コミュニティセンター ④都島区民セ
ンター ⑤福島区民センター ⑥此花
区民ホール ⑦中央区民センター、中

市設霊園の霊地使用者

PiTaPa「トリプル10キャンペーン」実施中

央会館 ⑧西区民センター ⑨港区民
センター、港近隣センター ⑩大正会
館 ⑪天王寺区民センター ⑫浪速区
民センター ⑬西淀川区民ホール、西
淀川区民会館 ⑭淀川区民センター、
淀川区老人福祉センター ⑮東淀川
区民会館 ⑯生野区民センター ⑰旭
区民センター ⑱鶴見区民センター 
⑲阿倍野区民センター ⑳住之江会
館 ㉑住吉区民センター ㉒東住吉会
館 ㉓平野区民センター、平野区民
ホール ㉔西成区民センター
0募集期間： 【①】9/14～11/17 
【②】9/11～11/13 【③～⑤､⑭､
⑮】9/4～11/10 【⑥～⑬､⑯～㉔】
11/2まで
4①こども青少年局こども家庭課 
56208-8034　66202-6963 
②建設局自転車対策課 
56615-6684　66615-6577 
③～㉔は区により異なるため8をご
覧ください。

ご意見をお聴かせください

指定管理者（事業者）

施設一体型小中一貫校の児童生徒募集、学校公開・学校説明会を開催
募集対象：市内在住で来年度小学１年生、中学１年生になる児童・生徒

※【学校公開】対象：保護者のみ 【学校説明会】対象：保護者、児童・生徒 ※保護者同伴
4教育委員会事務局学事課　56208-9111　66202-7052

学校公開 学校説明会
やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

9/9（水）
9/10(木)

10：00 ～ 12：30
13：00 ～ 15：00 9/12（土）

小中一貫校　むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

9/16(水)

9/18(金)

10：15 ～ 11：45
10：15 ～ 11：45
13：15 ～ 15：30

9/19(土)

いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

9/24(木)
9/25(金)

9：30 ～ 11：30
13：40 ～ 17：00 9/26(土)

 9：00 ～ 10：30(授業公開）
10：45 ～ 12：10(学校説明会)

 8：45 ～ 10：35(授業公開）
11：00 ～ 12：00(学校説明会)

 8：40 ～ 10：40(授業公開）
11：00 ～ 12：15(学校説明会)

4環境局事業管理課 
56630-3137　66630-3581

　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。
139/14～25に住情報プラザ等で配
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、9/14（月）・16（水）～18（金）・25（金）
の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。
4大阪市住まい公社 
56882-7024　66882-7021

　市内各商店街で、「にぎわいイベント」
や商店街を巡る「商店街買い物ツアー」
を開催。詳しくは8をご覧ください。
09/27（日）～12/31（木）
1市内各商店街 
4経済戦略局地域産業課 
56615-3781　66614-0190

催　　し催　　し
大阪商店街にぎわいキャンペーン

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）

20 21

No.232 No.232

記号の
見　方

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 大阪市総合コールセンタ―（なにわコール）（8：00～21：00年中無休）
a4301-7285　b6644-4894


