
　次の予防接種の対象の方は3/31が
）ＲＭ（合混んし風んし麻〈。すで限期種接

ワクチン【2期】〉対象：平成21年4/2～
平成22年4/1生まれの方。〈高齢者の肺
炎球菌ワクチン〉対象：昨年4/1～3/31
までに、65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳及び100歳となる方、
60歳以上65歳未満の方で、心臓・じん
臓・呼吸器の機能や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
（過去に接種を受けたことがある方は除
く）。費用4400円（生活保護受給者およ
び非課税世帯の方は免除）。
大阪市保健所感染症対策課 
6647-0656　 6647-1029

　助成申請の受け付けは4/11までで
す。期限を過ぎてからの申請は受け付
けることができませんので早めの手続
きをお願いします。対象：接種日当日に
大阪市に住民登録のある方で、風しん
抗体を有していない、または抗体価が低
い、①妊娠を希望する女性 ②妊娠を希
望する女性の配偶者（妊婦の配偶者を
含む）で、昨年4/1～3/31の間に麻しん
風しん混合（MR）ワクチン、風しんワク
チンを接種された方。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

　来年度から妻の年齢が43歳以降に
開始した治療は、助成対象外となり、ま
た、初めて助成を受けた際の治療開始
日の年齢が、40歳未満の場合の助成回
数は通算6回まで、40歳以上43歳未満

の場合の助成回数は通算3回まで（平成
27年度までの助成回数も含む）となり
ます。なお、3/31までの治療終了分は
4/28までに申請してください。
こども青少年局管理課 
6208-9967　 6202-6963

 
　国土交通省が行うトンネル内の天井
板等撤去工事のため、夢咲トンネル（夢
洲～咲洲）上下線の全面通行止めを実
施します。　
2/15（月）～29（月）20：00～翌朝

5：00
港湾局防災・施設担当 
6572-2674　 6571-2398

　採用試験制度の説明や業務紹介、先
輩職員との座談会など。対象は①大阪
市職員・大阪府職員をめざす方 ②大阪
市消防吏員をめざす方。定員：①各360
人 ②250人（ともに先着順）。
①3/17（木）、18（金）10：00～13：15、

14：00～17：15 ②3/11（金）14：00～
15：30　 ①大阪府咲洲庁舎 ②大阪
市消防局　 ①3/10②3/8
詳しくは をご覧ください。
大阪市人事委員会 
6208-8546　 6231-4622

　求人企業、保育職場の合同企業説明
会のほか、保育情報の提供や相談・セミ
ナーなど。対象は若年求職者や保育士、
子育て中の復職・再就職希望者など。
2/12（金）13：00～20：00、13（土）

10：00～17：00　 OMMビル
市民局雇用・勤労施策課 
6208-7351　 6202-7073

　清掃・軽作業等に関する会社・求人説
明会。対象は市内在住の求職者。
2/19（金）会社案内・求人説明会

13：30～14：30、各企業への個別質問
14：30～16：00　 住吉区役所
地域就労支援センター 
0120-939-783　 6567-6891

　北方領土（歯舞群島・色丹島・国後島・
択捉島）は、わが国固有の領土です。し
かし、いまだにロシアによる不法占拠が
続いています。国民すべての願いであ
る北方領土の早期返還が実現できるよ
う、私たち一人ひとりが北方領土問題に
ついて関心と理解を深め、ねばり強く返
還を求めていきましょう。
総務局総務課
6208-7412　 6229-1260

　市民の皆さんに火災予防について考
えていただくため、期間中、市内の各消
防署で「放火火災防止対策」「住宅防火
対策」などをテーマに防火講演会、消防
訓練などを行います。
消防局予防課
4393-6333　 4393-4580
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〈大阪市ホームページ〉
http://www.city.osaka.lg.jp/

日時・期間　   会場　 締め切り　  申し込み
問い合わせ　 大阪市ホームページ　 Eメール
〒   大阪市北区中之島   大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

掲載している記事の情報は、大阪市ホームページの
「おおさか掲示板」の項目からご覧いただけます。

抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特で等し催・座講
選、締め切りは当日必着」です。抽選の結果は当選者のみ通知します。
往復ハガキで申し込む際は、返信用あて先の住所・氏名をお忘れなく。

。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

はこちらから➡

お知らせお知らせ

募　　集募　　集

　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。

ご意見をお聴かせください

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板

平成27年度 風しんワクチン接種
費用の助成申請をお忘れなく

①大阪府市合同 職員採用セミナー
②大阪市消防吏員採用セミナー

夢咲トンネル（夢洲～咲洲）
全面通行止め

清掃・軽作業等のお仕事
会社・求人説明会

不妊に悩む方への
特定治療支援事業の制度改正

各種予防接種はお済みですか？

2/7は北方領土の日です

3/1～7は春の火災予防運動です

子育て世代も応援
「若者・女性等のしごと応援フェア」

はぼまい しこたん くなしり

えとろふ

　公営住宅、市営住宅すまいりんぐ、市
市営住宅と空き店舗の入居者

大阪市国民健康保険 保健事業実施計画（案）
　被保険者の健診・医療情報等を活
用・分析し、健康課題を明確にするこ
とで、保健事業を効果的かつ効率的
に行うための計画についてのご意見。
閲覧応募期間：2/19まで
福祉局保険年金課

6208-7967　 6202-4156
（仮称）大阪市公共建築物等におけ
る木材利用基本方針（案）
　「公共建築物等における木材の利用
の促進に関する法律」に基づき策定す
る、市内の公共建築物等での木材利用
促進のための方針についてのご意見。
閲覧応募期間：2/10～3/8
環境局環境施策課

6630-3262　 6630-3580

営住宅附属施設の空き店舗等の入居
者。申し込みには収入などの条件がある
ほか、新婚世帯、子育て世帯、一般世帯、
単身者などの区分により条件が異なり
ます。2/4～18に、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）、区役所などで配布する
申込書を送付。2/16（火）～18（木）は
住宅管理センター、住情報プラザ（火曜
休館）の窓口でも受け付けます。
2/18（消印有効）
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

　環境基本計画の進行管理等に関し、
各種施策についての調査・審議を行う
市民委員。対象は市内在住の方。定員：
2人。任期は4/1～平成29年10/31。

2/29　
送付・ファックス・ ・持参で、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（ にも掲載）
の応募用紙と「大阪市における地球温
暖化対策の取り組みについて」をテー
マにした小論文（800字程度）を、
〒545-8550 阿倍野区阿倍野筋1-5-1 
あべのルシアス13階、環境局環境施策
課へ。
6630-3482　 6630-3580

　講師としての勤務を希望される方の
登録。年度途中の採用もあります。対
象：応募校種・教科の教員免許状をお持
ちの方。

に掲載の登録票と履歴書を、
教育委員会教職員人事担当へ持参。
6208-9125　 6202-7053　

環境審議会委員

 企業向け
女性活躍リーディング
カンパニー認証制度
　女性の登用や女性が活躍し続け
られる職場づくりに積極的に取り組
み、成果が出ている企業を認証・公
表し、特に優秀な企業を表彰してい
ます。

 大学生向け
「ライフデザイン支援事業」
　将来の生き方や働き方について
考えるワークショップやフォーラム
を大学生自ら企画・開催する取り組
みを支援しています。

 女性の活躍促進『見える化』
きらめく女性の応援ひろば
　企業の取り組みや活躍する女性
の情報などを、ホームページやフェ
イスブックで発信しています。

市民局男女共同参画課
6208-9156　 6202-7073

　大阪市では、女性が能力を十分に発揮し活躍できる環境を整備するため、「女性の活躍促進アクションプラン」
を策定し、女性がさまざまな分野において活躍できる社会をめざしています。

メンズライフプロジェクト 検 索

女性の活躍を応援しています!女性の活躍を応援しています!

　男性の家庭への参画や仕事と
生活の両立への意識と行動を、子
育て中の方や共働き世帯の方、管
理職の方など、みなさんも一緒に
考えてみませんか？当日は女性活
躍リーディングカンパニー表彰式
とライフデザイン支援事業の報告
発表会も行います。定員：150人
（先着順）。
3/5（土）13：00～16：30
大阪産業創造館　 ホーム

ページまたは ・ファックスで、タ
イトルを明記し、住所・氏名・電話
番号（ファックス番号）を書いて、
21世紀型メンズライフプロジェ
クト事務局（ 6 2 5 1 - 6 0 6 0  
6251-6606）へ。

編集/大阪市政策企画室　 06-6208-7251　 06-6227-9090
面積……225.21㎢　人口……2,698,024人　世帯数……1,377,862世帯 　平成27年9月1日現在（推計）

 中学・高校生向け
「体験型指導プログラム」
　自らの将来について考え、人生を
プランニングし、可能性を引き出す
ためのプログラムを開発し、市立中
学校、高校で試行実施しています。

 男性従業員・管理職向け
イクメン・カジダン・イクボス度
チェックシート
　イクメン度等が自己診断できる
チェックシートを作成。回答の集計・
分析を通じて男性の意識変革に取り
組んでいます。

 地域で活躍したい女性向け
女性チャレンジ応援拠点
　クレオ大阪などを活用して、地域
活動に参加したい意欲・関心を持つ
女性や地域で活躍中の女性と、企
業・NPO・大学などの交流を促し、
人材の育成・活用を図る拠点の仕組
みづくりをしています。

21世紀型メンズライフ
プロジェクトフォーラム
―男性への意識啓発―

市立学校園講師
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