
　今年度から、ワクチンが近年の流行に
対応した、より効果的なものになるた
め、自己負担額が1500円に変更になり
ました（生活保護受給者・市民税非課税
世帯の方は無料）。対象は65歳以上の
方、または60歳以上65歳未満で、心臓・
じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に障がいのあ
る方（身体障がい者手帳1級相当）。
来年1/31まで　 委託医療機関など
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

　10月は市民健康月間および乳がん
月間です。検診を受けて早期発見につ
なげましょう。【乳がん検診デー（マンモ
グラフィ検診）】委託医療機関で集団検
診（要予約）を実施。費用1500円。対象
は市内在住で昨年度未受診の40歳以
上の女性（勤務先等で受診する機会の
ない方）。　 がん検診専用電話
6208-8250　 6202-6967

　65歳以上の高齢者を対象に、登録施
設などにおける介護支援活動を通じて、
ご本人の介護予防や社会参加を促進す
る事業。活動実績に応じてポイントがた
まり、ポイントは換金（年間上限8000円）
することができます。なお、参加登録には
研修を受講する必要があります。
【研修】 10/22（木）①9：30～12：30、
②13：00～16：00（各先着100人）
市立社会福祉センター※各区でも順次

開催します。詳しくは をご覧ください。
10/15（消印有効）　
往復ハガキに住所・氏名・生年月

日・電話番号・参加回次（①または②）を
書いて、〒543-0021 天王寺区東高津
町12-10、大阪市社会福祉協議会介護
予防ポイント担当へ。
6765-5610　 6765-5607

　10/7から、任期開始日（今年4/30）
において有する資産等の報告書がご覧
いただけます。　 市会図書室　
市会事務局政策調査担当
6208-8691　 6202-0508

①都市計画案の縦覧等（延伸部、2期関連）
　【変更】大阪門真線、淀川左岸線、淀川
南岸線、淀川左岸歩行者専用道　
縦覧：10/2～11/2まで、意見書の受

け付け：10/2～11/16まで
都市計画局都市計画課

6208-7892　 6231-3753
②環境影響評価準備書の縦覧等（延伸部）
縦覧：10/2～11/2まで、意見書の受

け付け：10/2～11/16まで　
都市計画局都市計画課、北・都島・城

東・鶴見区役所など　
都市計画局都市計画課

6208-7871　 6231-3753
【説明会】 10/19（月）鶴見区民セ
ンター、10/21(水)大淀コミュニティセ
ンター、10/22（木）高倉中学校、10/23
(金)城東区民ホール、いずれも19：00～
都市計画局都市計画課
6208-7871　 6231-3753

③環境影響に関する説明会（2期）
　 10/20(火)此花区民ホール、
10/21(水)大淀コミュニティセンター、
10/26(月)福島区民センター、いずれも
19：00～　 建設局街路課 
6615-6767　 6615-6582

　【変更】都市再生特別地区（心斎橋筋一
）内地目丁一筋橋斎心区央中（）区地目丁

縦覧と意見書の受け付け：10/13まで
都市計画局都市計画課 

6208-7892　 6231-3753

　【変更】南海ターミナルビル（中央区）
縦覧と意見書の受け付け:来年１/18

まで　 経済戦略局地域産業課ま
たは中央区役所１階区民情報コーナー
経済戦略局地域産業課　
6615-3784 　 6614-0190
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インフルエンザの予防接種

がん検診を受けましょう

介護予防ポイント事業がはじまります

（仮称）淀川左岸線延伸部、淀川左岸線2期関連に
 かかる都市計画案ほかの縦覧等

都市計画案の縦覧等

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

　市営すまいりんぐ（子育て応援型）・市
営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅の
入居者を随時募集中。11/2からは7月
以降に空家になった住宅も追加。市外居
住者・単身者も申し込み可能。ただし、申
し込みには収入などに条件があります。

大阪市住まい公社
6882-7012　 6882-7021

　以下の案は、各区役所区民情報
コーナー、大阪市サービスカウン
ター（梅田、難波、天王寺）、市民情報
プラザ（市役所本庁舎１階）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。
大阪市人口ビジョン／まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（素案）
　本市の人口の動向と将来の展望、
人口減少に歯止めをかけ、高齢化の
進展に対応していくための施策の柱
立てなどについてのご意見。
閲覧応募期間：10/7～11/6
政策企画室企画部 

6208-9722　 6202-5620

※管理員の募集ではありません。
①北スポーツセンターほか４７施設 
②芸術創造館

市営すまいりんぐなどの入居者

市会議員の資産等報告書の閲覧

③市立屋内プール（此花・西淀川・住之江） 
④市立葬祭場（やすらぎ天空館）
募集期間：①③10/2～12/2

②12/1まで④10/5～12/4　
①経済戦略局スポーツ課
6469-3869　 6469-3898

②経済戦略局文化課
6469-5176　 6469-3897

③環境局施設管理課
6630-3402　 6630-3581

④環境局事業管理課
6630-3135　 6630-3581

ご意見をお聴かせください

指定管理者（事業者）

　時代に合わせてさまざまな形で変化・
発展しながら、今も生き生きとその魅力
を物語る「生きた建築」。その内部公開
とともに、ツアーや展示、セミナーなど。

催　　し催　　し
生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2015

天王寺動物園100周年記念
アジア動物園シンポジウム

はならんまん2015

おおさか☆みらいシティ
～小学生が創る未来のまち～

10/31（土）、11/1（日）ほか。各プロ
グラムの詳細は をご覧ください。
キタ・中之島・船場・ミナミ・新世界ほか
都市整備局住宅政策課
6208-9222　 6202-7064

　アジア各国の専門家と天王寺動物園
の将来を話し合います。皆さんも一緒に
考えてみませんか。定員：400人（当日先
着順）　 10/24（土）13：00～17：00
国際交流センター
天王寺動物公園事務所
6771-8401　 6772-4633

　①仮想のまち「おおさか☆みらいシ
ティ」の住民となって、仕事をしたり、買
い物をしたりすることで社会の仕組み
を学ぶ催し。②「おおさか☆みらいシ
ティ」をどんなまちにするかを考える
ワークショップ。対象は市内在住の①小
学1～6年生②小学4～6年生。定員：①
各500人②30人。　
①12/5（土）、6（日）10：30～17：00

（予定）②10/25（日）、11/8（日）、15
（日）13：00～16：30（全3回連続講座）
①天王寺スポーツセンター②難波市

民学習センター　 ①11/20②10/20

ホームページから（特非）cobon
（ 6710-4372）へ。
教育委員会生涯学習担当
6539-3345　 6532-8520

　今年は花博25周年を記念して鶴見緑
地で開催。緑化ボランティアが作り上げ
た花壇の展示など。　
10/17（土）、18（日）10：00～16：00
花博記念公園鶴見緑地　
建設局協働課
6469-3855　 6469-3895

情報クリップ情報クリップ

10/10（土）11：00～15：00※雨天
中止　 大阪城公園太陽の広場
環境局家庭ごみ減量課
6630-3259　 6630-3581

10/31（土）、11/1（日）11：00～
17：00※雨天中止　
大阪城天守閣前本丸広場ほか　
大阪城天守閣　
6941-3044　 6941-2197

ごみ減量フェスティバル
「ガレージセール・イン・OSAKA TOWN」

大河ドラマ「真田丸」の舞台
～大阪城の秋まつり～

水都大阪 2015 検 索

◆水都大阪inochiと水のフェスティバル
　パドルパレードやラフティング、ボート体験など、水
辺を舞台とした各種プログラムを実施。

10/31（土）10：00～18：00
中之島公園（芝生広場）

◆水都大阪inochi未来フォーラム
　～楽しくわかるinochiの水の学校
　最先端の医療現場で活躍する医師などのスペシャ
リストと市民・学生が水といのちの大切さについて、
語り合う市民公開フォーラム。

11/1（日）12：30～18：20　 中央公会堂

　水辺を舞台に、大阪の水と光の魅力を世界に発信します。水都大阪2015

◆水都大阪ナニワハロウィンパーティー
　近年、盛り上がりを見せるハロウィンパーティー。水
都大阪ならではのハロウィンイベントを開催。

10/31（土）18:00開場
　 中央公会堂
　※事前チケットの購入は をご覧ください。
◆ミナミフェスティバルwith道頓堀リバーパレード
　開削400年を記念して、道頓堀川を舞台に船上パ
フォーマンスと水上パレードを開催。

11/7（土）※時間未定
　 とんぼりリバーウォークほか

経済戦略局観光課　 6210-9315　 6210-9316

inochiフェスタ ミナ！キタ！
フェスティバル
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