
　市税の滞納整理強化策として、電話
による納付督励を平日夜間に集中して
行うほか、徹底した財産調査を行い、財
産がありながら納税に応じていただけ
ない場合には、税の公平性の観点から
不動産・給与・預金など財産の差押えを
行います。
財政局収税課
6208-7781　 6202-6953

 

　障がいのあるなしに関わらず、誰もが
お互いの人格と個性を尊重し、安全に安
心して生活できる社会の実現をめざし
て、「心の輪を広げる体験作文」と「障が
い者週間のポスター」の入選作品を週
間にあわせて掲示し、障がい者福祉に
ついて理解を深めていただけるよう啓
発を行います。
市役所本庁舎

　ノロウイルスなどによる感染性胃腸
炎は、特に冬に流行します。ノロウイル
スなどは感染力が非常に強く、家庭や施
設（高齢者施設、保育所、小学校等）では
二次感染により集団発生を引き起こす
ことがあります。手洗いや消毒をしっか
り行い、一人ひとりが正しい知識を持っ
て予防しましょう。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656 　 6647-1029

　冬の電力需給安定のため、来年3/31
までの平日9：00～21：00の間は健康
に支障のない範囲で、節電にご協力を
お願いします。
環境局環境施策課
6630-3264　 6630-3580

　「みんなのチカラで秀吉の石垣に再び
光を！」をキャッチフレーズに、今年もクラ
ウドファンディングによる募金活動を実施
します。眠り続けていた豊臣期の石垣をそ
のままの姿で公開するプロジェクトにみ
なさまのご協力をお願いいたします。寄
附特典など詳細は「ジャパン 豊臣石垣」で
インターネット検索してご覧ください。
目標金額100万円を達成しだい終了。
経済戦略局大阪城魅力担当
6469-5164　 6469-3896

　発行額：30億円。期間：5年満期一括
償還。先着順。
12/3から　 取扱金融期間へ
財政局財源課　 
6208-7731　 6202-6951

　定期募集などで応募者が募集戸数に
達しなかった公営住宅等の入居者。申し
込みには収入などの条件があります。
12/７（月）10：00～11：00　
住情報プラザ、住宅管理センター（梅

田・阿倍野・平野・天満橋）、大阪市サー
ビスカウンター（梅田・難波・天王寺）な
どで配布中の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。
検査日：来年1/23（土）・24（日）　
咲くやこの花中学校で配布する募

集要項に掲載の必要書類を来年1/5
（火）・6（水）10：00～16：00に同校へ
持参。
教育委員会学事課　
6208-9115　 6202-7052

　障がいのある幼児・児童・生徒への巡
回指導および小中学校・特別支援学校
での医療的ケア等に関する業務に従事
する職員を随時募集中。対象や資格等、
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
6208-9193　 6202-7055

 
　こども・子育て支援施策の推進等に
ついて意見をいただく公募委員。対象
は市内在住で本市の附属機関等の委員
や本市職員でない方。定員3人。任期は
来年4/1から平成31年3/31まで。
12/25　 区役所等で配付（

にも掲載）の応募用紙に「子ども・子育
て支援新制度に期待すること」をテーマ
にした作文（800字程度）と必要事項を
記入し、送付・ で、 こども青少年局
総務課へ。
6208-8153　 6202-7020
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非常勤嘱託職員【理学療法士・
看護師（学校配置・通学支援）】

こども・子育て支援会議委員

ノロウイルスなどによる
感染性胃腸炎にご注意を

市営住宅入居者の随時募集

市立咲くやこの花中学校の生徒

節電にご協力をお願いします

市有不動産を売却します

市民が企画する展覧会
「あなたをうつす5つの鏡」

平成27年度第1回みおつくし債を
発行します

太閤なにわの夢募金

　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
布中、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。
自転車の安全利用に関する対策につ
いて
　自転車は交通事故の危険性を有
する車両であるとの共通認識と道路
交通に参加する自覚を持ち、安全で
適正な自転車利用を促進するための
対策として、行政や関係する様々な
主体の責務を明らかにする条例の制
定についてのご意見。
閲覧応募期間：12/17まで
市民局地域安全グループ

6208-7372　 6202-7073

ご意見をお聴かせください

福祉局障がい福祉課
6208-8072　 6202-6962

　市が管理する不動産を一般競争入札
により売却。
要領配布：12/11～来年1/25、

申込受付：1/12～25、
入札日：1/29（金）
水道局管財課
6616-5467　 6616-5469

　【新設】（仮称）ドン・キホーテ阿倍野店
（阿倍野区）
縦覧と意見書の受け付け：来年2/29

まで　
経済戦略局地域産業課または阿倍野

区役所企画調整課
経済戦略局地域産業課
6615-3784　 6614-0190

　公募による5人の「市民キュレーター
（学芸員）」が、大阪府20世紀美術コレク
ションを使って展覧会を企画・展示。
12/23（水・祝）には、市民キュレーター
によるギャラリートークと、ゲストを招い
た特別イベントを実施。
12/15（火）～26（土）11：00～19：00

（月曜休館・日曜は16：00まで）
大阪府立江之子島文化芸術創造センター
経済戦略局文化課
6469-5190　 6469-3897

 
　汚れの種類に合わせた効果的な掃除
方法など、日常のお手入れから年末の
大掃除まで役立つ情報を、専門家がわ
かりやすく紹介。対象は市内在住・在勤・
在学の方。定員70人。
12/17（木）14：00～16：00
12/10　 難波市民学習センター

または電話で大阪市消費者セ
ンターへ。
6614-7522　 6614-7525

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

知ってる？ 役立つ！ かしこいお掃除術
～年末の大掃除に向けて～

12/3～9は「障がい者週間」です

12月は市税の滞納整理強化月間です

公開予定の豊臣期石垣
（公財）大阪文化財研究所（公財）大阪文化財研究所

マイナンバー制度
個人番号カードの申請・交付方法について

マイナンバー制度
個人番号カードの申請・交付方法について
大阪市における個人番号カードの申請・受け取り方法が次の つに決まりました
①申請書を郵送するか、スマートフォン・パソコン・自動証明写真機（対応機種の
み）で申請し、後日区役所で本人が受け取る。

②勤務先（市内のみ）の会社が取りまとめて申請し、後日区役所で本人が受け取る。
※通知カードに同封のパンフレットなどでお知らせした方法のほかに新たに②の
方法でも申請・受け取りを行うことができるようになりました。

　  マイナンバーに便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
　マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、市役所や
区役所が口座番号や家族構成、所得・年金・保険の情報などを聞いたり、お金を要
求したりすることは一切ありません。マイナンバー制度を語った不審な電話、メー
ル、手紙、訪問等があったときは、速やかにお近くの警察署へ連絡してください。
総務局IT統括課　 0570-06-0007　 6543-7130　

確定申告などを電子申請される方へ
　住民基本台帳カードを利用した電子証明書の発行・更新は12/22（火）で
終了します。個人番号カードは来年 月以降順次交付されますが、交付に半年
程度かかる場合がありますので、確定申告などで電子証明書の発行・更新が
必要な方は、12/22（火）17：00までに発行・更新の手続きを行ってください。
市民局総務課（住民情報）　 6208-7337　 6202-7073

　この機会に、私たち一人ひとりが人
権の尊さ、命の大切さについて考え、
すべての人の「人権が尊重されるま
ち」をみんなで築いていきましょう。
●人権啓発・相談センターの人権
相談（無料）
　人権侵害に関するお悩みや問題
の解決に向けたサポートを行う専門
相談員による「人権相談」を実施し
ています（相談料無料・秘密厳守）。
人権相談をご希望の方、まずはお電
話ください。
【相談専用電話番号】
6532-7830（なやみゼロ）

（平日）9：00～21：00
（土日祝は17：30まで）
人権啓発・相談センター
6532-7631　 6532-7640

●人権問題に関する市民意識調査
　人権問題に関する市民意識の動
向等を調査するため満18歳以上の
市民（外国籍住民を含む）から無作
為に2000人を抽出し、調査票(無記
名)を送付します。調査結果は公表
し、今後の人権施策推進に活用しま
すので、ご協力をお願いします。
市民局人権企画課
6208-7611　 6202-7073

/ ～ は人権週間です
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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。


