
　①［昼夜間単位制］中央高等学校（普
通科、ビジネス科） ②［定時制］都島第
二工業高等学校（普通科、工業科）、第二
工芸高等学校（工業科）。対象は①本人
および保護者の住所が大阪府内にある
者 ②住所または勤務先が大阪府内に
ある者。
学力検査等：①2/22（月）・23（火） 

②3/10（木）　 募集要項に記載の必
要書類を①2/15（月）・16（火） ②3/3
（木）・4（金）・7（月）に各学校へ持参。
教育委員会学事課
6208-9114　 6202-7052

　健康増進、食育推進について広く意見
を聴取するため、市民委員を募集。対象
は市内に1年以上在住で、大阪市の審議
会等の委員や職員・外郭団体の職員では
ない20歳以上の方。定員：①2人②2人。
1/29　 ①「市民が自ら健康づ

くりに取り組むためには」 ②「市民が主
体となって食育を実践するために」を
テーマとした小論文（800字程度）と、区
役所等で配布（ にも掲載）の申込書
を、送付またはファックスで、 健康局
健康づくり課へ。　
6208-9961　 6202-6967

　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・市
営再開発住宅の入居者を随時募集中。
2/1からは昨年11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

　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特
例給付金の受給対象で、まだ申請をさ
れていない方は、返信用封筒の場合は
到着までに通常より日数を要しますので
お早めに投函してください。なお、今年
度は締切日必着となりますのでご注意
ください。申請書をなくされた場合は、
本人確認書類をお持ちのうえ、区役所
給付金窓口へお越しください。書類の添
付もれ等により返送された場合も、期限
までに再提出をお願いします。　 2/3
大阪市給付金コールセンター　
6461-1600　 6461-1680

　接種後に何らかの症状が生じ、医療機
関に入院や通院をされた方は、接種との
関連性が認定されると、医療費・医療手
当が支給される場合があります。なお、
平成25年3/31までに接種された方は、
請求日からさかのぼって5年以内に受け
た医療が対象となります。詳しくは、（独
法）医薬品医療機器総合機構の救済制
度相談窓口（ 0120-149-931また
は 03-3506-9411）にお問い合わせ
ください。　
健康局健康づくり課　
6208-9943　 6202-6967

　寒さや乾燥が厳しい冬
は、インフルエンザが流行
しやすい時期です。特に高
齢者や小さな子どもは重
症化することがありますの
で注意が必要です。日頃から、手洗いや

うがいなどの予防を心がけ、せき、くしゃ
み等の症状がある人はマスクをするな
ど、せきエチケットを守りましょう。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

 
　1/15から個人番号カードでも、コン
ビニで住民票の写しや課税（所得）証明
書などを取得できるサービスがご利用
いただけるようになります。また、同日か
ら、取得できる証明書に住民票記載事項
証明書および固定資産（土地・家屋）評
価（公課）証明書が追加されます。
市民局総務課（住民情報）
6208-7337　 6202-7073

【税証明に関すること】財政局管理課
6208-7742　 6202-6953

　オーパスシステムは、スポーツ施設の
利用手続きを電話・インターネットなど
から行えるシステムです。このシステム
を継続してご利用いただくためには、3
年ごとの更新手続きと登録更新料300
円が必要となります。カード記載の有効
期限が1/31の方は、1/15までに更新
手続きを行っていただくと、期限内に更
新後の登録カードが届くように発送しま
す。手続き方法など、詳しくはスポーツ
総合情報センター（ 6691-2711）ま
でお問い合わせください。
経済戦略局スポーツ課
6469-3867　 6469-3898

　クレオ大阪西の和室は、こども文化セ
ンターの移転に伴う改修工事等実施の
ため、1/5以降の利用はできません。
市民局男女共同参画課
6208-9156　 6202-7073

　（仮称）淀川左岸線延伸部にかかる公
聴会。傍聴の定員：150人（当日先着
順）。公述には事前の申し込みが必要で
す。なお、公述の申し込みがない場合に
は中止となります。　
1/24（日）14：00～　
大阪社会福祉指導センター　 1/13
ホームページまたは往復ハガキで、

「淀川左岸線延伸部」と明記し、住所・氏
名・電話番号・環境保全の見地からの意
見の要旨を書いて、〒559-8555 住之江
区南港北1-14-16、大阪府環境管理室
環境保全課へ。　 環境局環境管理課
6615-7938　 6615-7949

　この日を中心に市内の各消防署が、
寺や神社などの文化財に関係する建物
を対象に、消防訓練や立入検査を行いま
す。貴重な文化財に対する理解と認識を
深め、火災などの災害から守りましょう。
消防局予防課　 
4393-6333　 4393-4580

　平成27年中に支払った給与・公的年
金等の支払報告書は、2/1までに提出し
てください。　 船場法人市税事務所
個人市民税（特別徴収）グループ
4705-2932　 4705-2905

 

　【変更】①ホームセンターコーナン御
幣島店（西淀川区） ②ABC-MART梅田
ビル（北区）　 縦覧と意見書の受け付
け：4/4まで　 経済戦略局地域産業
課または①西淀川区役所クリーンにし
てグリーンなまちづくり課　
経済戦略局地域産業課
6615-3784　 6614-0190

おおさか掲示板はこちら
クリック！

〈大阪市ホームページ〉
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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
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各種証明書のコンビニ交付
サービスのご利用について

オーパス利用者登録カードの更新を

クレオ大阪西 和室貸出の終了について

環境影響評価準備書にかかる公聴会

臨時給付金の申請は2/3までです

市町村が実施した子宮頸がん
予防ワクチンの接種を受けた方へ

広げるなインフルエンザ、
広げようせきエチケット

1/26は「文化財防火デー」です

咲くやこの花賞贈呈式

市営すまいりんぐなどの入居者

給与支払報告書等の提出

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

　①市役所での事務 ②図書館での一
般作業に従事する職員。任期：4/1から
1年間、定員：各1人。対象は市内在住で
療育手帳の交付を受け、地方公務員法
第16条＜欠格事項＞に該当しない方。
選考試験：①2/4（木） ②2/1（月）
1/18　
区役所、市民情報プラザなどで配

布（ にも掲載）の申込書を、送付また
は持参（1/18（月）9:00～17：30のみ
受け付け）で、
① 福祉局障がい福祉課
6208-7994　 6202-6962

② 教育委員会事務局総務課へ。
6208-9076　 6202-7052

　対象は18歳以上27歳未満の男子。
自衛隊窓口などで配布（ホームペー

ジにも掲載）している募集要項に記載の
必要書類を持参または送付で、
〒540-0008 中央区大手前4-1-67 大
阪合同庁舎2号館3階、自衛隊大阪地方
協力本部へ。　 1/28　
市民局業務改革グループ
6208-9861 6202-7073

または、自衛隊大阪地方協力本部中央地
区隊   6942-0743  6942-0743

　将来の大阪
文化を担う若
手芸術家に対
し、一層の飛
躍の期待をこ
めて贈る賞。
今年の贈呈式
は平成17年
度受賞者の落語家で、幅広い分野で活
躍中の桂吉弥さんの公演も実施。定員：
700人。
2/29（月）18：30～　
中央公会堂　 2/8　
往復ハガキで住所・氏名・電話番

号・参加人数（2人まで）を書いて、〒530-
0015 北区中崎西1-4-22、咲くやこの
花賞受賞者等支援事業実行委員会へ。
6372-6707（受付時間：平日10：00

～17：30）　 6372-3691 

自衛官候補生

市立昼夜間単位制・
定時制高等学校の生徒

市嘱託職員（知的障がいのある方）

①「すこやか大阪21（第2次）推進会議」・
②「第2次大阪市食育推進連絡調整会議」
　の市民委員

けい

　戦中・戦後すぐの困難な時代を強く生き抜いてきた方の「生」の声を聞き、
学生・現役世代・団塊世代など、さまざまな年代の方々とともに、当時の社会
や生活のようすを振り返ることで、人と人との「助け合い」や「支え合い」の大
切さをあらためて確認し、これからの地域コミュニティについて考える機会
とするためのフォーラムを開催します。定員：500人

2/9（火）13：30～15：30　 中央公会堂　 1/22
またはハガキ・ファックスで、氏名・連絡先・参加人数を 市民

局地域振興グループへ。

市民局地域振興グループ　 6208-7427　 6202-7073

戦後70年記念　コミュニティフォーラム
「戦後70年。時代の流れとともに失われた『何か』を今考える。」

　戦後70年の節目を迎えた今年度、市民の皆さん、特に
若い世代の方々に戦争の悲惨さなどを伝え、改めて平和
について考える取り組みを実施しています。

戦後70年記念事業
～みて・きいて・つたえたい・へいわ～

桂吉弥さん

　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。
平成28年度大阪市食品衛生監視指
導計画（案）
　飲食店等の監視指導や食品の検査
を効率的かつ効果的に行い、市民の
食生活の安全性を確保する計画策定
についてのご意見。
閲覧応募期間：1/12～2/12
健康局生活衛生課

6208-9991　 6232-0364

ご意見をお聴かせください
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