
お 知 ら せ
7/1から「大阪市ヘイトスピーチへ
の対処に関する条例」を
全面施行しました

夏季の省エネルギー、
節電のご協力をお願いします

市技術職（高校卒程度）
採用セミナーを実施します

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

市長の資産等の報告書に関する閲覧

環境影響評価方法書等の
縦覧等

大阪市高齢者実態調査に
ご協力ください

来年4/1～住民票の写し等の
交付手数料を改定します

特定医療費（指定難病）
受給者証の更新手続き

自転車保険への加入が義務付けられました

合同公売を実施します 市営住宅の入居者

泉南メモリアルパーク
現地見学会

熱中症を予防しよう！

　ヘイトスピーチは、不安感や嫌悪感を
与えるだけでなく、人としての尊厳を傷
つけ、差別意識を生じさせることにつな
がりかねないものです。市民等の人権を
ヘイトスピーチから擁護し、その抑止を
図るため、市民等からのお申出の受け付
けや、ヘイトスピーチの拡散防止措置お
よびヘイトスピーチを行ったものの氏名
などの公表に関する規定を施行しまし
た。誰もが互いの文化を認め合い、自分
らしく生きることのできる多文化共生
社会を築いていきましょう。  市民局人
権企画課
6208-7612  6202-7073

　「大阪府自転車の
安全で適正な利用の
促進に関する条例」
により、自転車事故
による賠償責任を補
償する保険への加入
が義務付けられました。交通ルールと
マナーを守りましょう。  市民局市民
活動支援担当
 6208-7317  6202-7073

　有効期限後も引き続き医療費助成を
受けるためには、有効期限内にお住まい
の区の保健福祉センターに更新申請書
類を提出する必要があります。対象者に
は申請書等を同封した案内を7月下旬ま
でにお送りします。  大阪市保健所管
理課 6647-0923  6647-0803

　熱中症は気温や湿度が高
い日に、体の水分と塩分の
バランスが崩れたり、体の
調整機能が正常に働かなく
なり発症します。特に高齢
者や子どもは注意が必要です。こまめ
に水分補給するなど熱中症を予防しま
しょう。  健康局健康施策課
6208-9951  6202-6967

　先輩職員による仕事内容、市の施策
や勤務条件などの説明および質疑応
答。採用試験の詳細については7/8発表
予定です。対象職種:①都市建設（主に
土木）②建築③機械・電気。  8/3 （水）
①13:30②14:30③15:30（各1時間程度）
 市役所地下1階  行政委員会事務局

任用課  6208-8546  6231-4622

　【新設】①（仮称）東京インテリア家具
大阪店（大正区）②（仮称）道頓堀プロ
ジェクト（中央区）  縦覧と意見書の受
け付け : ①② 10/3 まで  経済戦略局
産業振興課または①大正区役所市民協
働課②中央区役所区民情報コーナー
 経済戦略局産業振興課 
 6615-3784  6614-0190

　平成２８年の市長の資産等補充報告
書、関連会社等報告書が閲覧できます。
また、市長の就任時に有する資産等に
関する報告書も閲覧できます。
 7/4 （月）～   総務局総務課
 6208-7411  6229-1260

※管理員の募集ではありません。
市立弘済院第1特別養護老人ホーム
募集要項配布期間:8/31まで
福祉局弘済院管理課 
 6871-2298  6872-0549

　①（仮称）梅田曽根崎計画環境影響評
価方法書 ②阿部野橋ターミナルビル
旧館建替事業に係る事後調査報告書
①②縦覧:8/1まで①意見書の受け付

け:8/15まで  ①縦覧:環境局環境管理
課、北区役所ほか。意見書の提出:環境
局環境管理課②縦覧:環境局環境管理
課
 環境局環境管理課
 6615-7938  6615-7949

　市税の滞納により各市税事務所が差
し押えた不動産等の合同公売。  8/2
（火）10:10 開場  財政局税務部分室
（大阪駅前第2ビル4階）  財政局収税
課  6208-7781  6202-6953

　公営住宅、市営すまいりんぐ等の入
居者。申し込みには収入などの条件
があります。  7/5～19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。7/14（木）・15
（金）・19（火）は住情報プラザ（火曜休
館）・住宅管理センターの窓口でも受け
付けます。  7/19（消印有効）  大阪市
住まい公社
 6882-7024  6882-7021

　天王寺駅から直行バスを運行し、霊
園内を現地管理事務所職員が案内し
ます。定員50人(先着順)。  7/16（土）
13:00 集合:天王寺公園(あべちか3番
出口前）   7/8までに電話で泉南メモ
リアルパーク管理事務所へ。

 072-476-2332  072-476-5771

　高齢者施策を推進する平成３０年度か
らの計画を策定するにあたり実態調査
を実施します。対象者（無作為抽出）は
①市内在住の６５歳以上の方 ②要介護
（要支援）認定を受けている方 ③②の
対象者を介護している方。  7/31まで
 ①福祉局高齢福祉課  6208-8026 
 6202-6964 ②③福祉局介護保険課 
 6208-8028  6202-6964

　市内の保育所・認定こども園･小規
模保育事業所および幼稚園への就職
を希望する方が対象の合同説明会。
事前申し込み不要。  7/31（日）13:00
～16:00  グランキューブ大阪

就職フェア

大阪市保育士・保育所支援センター
をご利用ください
　保育士資格を保有している方が保
育士として活躍できるように市内の
保育所等への就職にむけた相談や研
修を実施しています。

　夏季は電力などエネルギー使用が増
加する時期ですので、健康に支障のない
範囲で省エネルギー、節電のご協力を
お願いします。  9/30 まで  環境局環
境施策課  6630-3264  6630-3580

　コンビニ交付サービスの利用には、マ
イナンバーカード （個人番号カード）が
必要です。マイナンバーカードの取得に
は時間がかかりますので、お早めに申請
してください。  住民票の写し・印鑑登
録証明書は市民局総務課  6208-7337 
 6202-7073、課税証明書は財政局管

理課  6208-7773  6202-6953、マイナ
ンバーカードはＩＣＴ戦略室ＩＣＴ戦略担当 
 0570-06-0007  050-3737-2976

主な改
定内容

窓口交付 コンビニ交付
改定前 改定後 改定前 改定後

住民票
の写し 200 円 300 円 200 円 200 円

印鑑登録
証明書 250 円 300 円 250 円 200 円

課　税
証明書 250 円 300 円 250 円 200 円

大阪市保育士・保育所支援センター
 6765-3355  6765-3356

臨時福祉給付金の申請受け付けは８/１からです
②年金生活者等支援臨時福祉給付金
　（障がい・遺族基礎年金受給者向け）

①臨時福祉給付金
対象者： 平成28年1/1に大阪市に住民登録のある方で、

平成28年度市民税が課税されない方。ただし、
課税されている方の扶養家族の方、生活保護制
度の被保護者などは対象外となります。

給付額：対象者1人につき3000円

申請書に必要事項を記入、押印のうえ、必要書類を添えて、返信用封筒により
申請してください。対象と見込まれる方には、７月下旬から申請書を同封した案
内をお送りします。対象と思われる方で申請書が届かない場合はお問い合わせ
ください。 来年2/1

対象者： ①の対象者のうち、障がい・遺族基礎年金を受
給している方。ただし、③の受給者は除きます。

給付額：対象者1人につき3万円

 大阪市給付金コールセンター  6461-1600  6461-1585

指定管理者(事業者)

17171616

No.2422016.7

　臨時福祉給付金を装った「振り
込め詐欺」や「個人情報の詐取」に
ご注意ください。
　臨時福祉給付金に関して、市役
所や区役所の職員がＡＴＭの操作
をお願いしたり、手数料などの振
り込みを求めることなどは絶対に
ありません。

保育所等への
就職を応援します

市の制度や手続き、イベント情報に関する問合せなどは… 大阪市総合コールセンター（なにわコール）（8:00～21:00年中無休）
4301-7285　 6644-4894

編集／大阪市政策企画室　 06-6208-7251 06-6227-9090
面積……225.21㎢　人口……2,701,852人　世帯数……1,368,012世帯　平成28年5月1日現在(推計)

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
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

● 講座・催し等で特に記載のないものは、「無料、申し込み多数の場合は抽
　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。
●費用について、複数区分ある場合は、「○○円ほか」としています。

③年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）の申請を受け付けてい
ます

　４月下旬または５月下旬に申請書を送付し
た方のうち、６月中旬時点で申請がまだの方に
７月初旬に再度申請書を送付しますので、お早
めの申請をお願いします。  9/2

募 集
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