
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……2,702,501人　世帯数……1,369,394世帯　平成28年6月1日現在(推計)

◎合格者は平成29年4/1採用予定です。◎日本国籍を有しない方も受験できます（消防吏員Bを除く）。◎試験区分や受験
資格などの詳細は、  でご確認ください。

 第1次試験日…9/25（日）、申込期間…8/10 9:00～8/26 12:00  原則として  から（ただし、身体障がい者を対象とした
採用試験は送付による申し込みができます）。

市職員採用試験を実施します

試験区分　 採用予定者数 受験資格

事務行政（18-21）
[高校卒程度] 8人程度

平成7年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）
技術

［高校卒程度］

都市建設
［主に土木］ 5人程度

建築 数人程度

機械 数人程度

電気 数人程度

消防吏員B
［大学卒以外］

（男）Ⅰ 25人程度 平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方
ただし、大学を卒業（見込み）の方等を除く　（女）Ⅰ 数人程度

学校事務
［高校卒程度］ 25人程度 平成3年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

事務職員
身体障がい者対象
[高校卒程度]

数人程度 昭和61年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた方で、身体障がい者手
帳の交付を受け、障がいの程度が1級から4級までの方（学歴は問いません）

お 知 ら せ
年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）の申請期限が
迫っています

「大阪市民の健康づくり・
生活習慣等に関する調査」に
ご協力ください

NET119登録説明会

北方領土パネル展

デング熱などの
蚊媒介感染症にご注意を

若者応援就職フェア2016
合同企業説明会

中高一貫教育校「市立咲くやこの花
中学校」学校説明会

平成30年度に民間移管する
保育所について

クレオ大阪中央
ホール使用申込受付の休止について

８月は「大阪市ワーク・ライフ・
バランス推進月間」

　受給対象の方で、申請がまだの方は、
申請書に必要事項を記入、押印のうえ、
必要書類をそえて返信用封筒により送
付してください。なお、書類の添付もれ
等により返送された場合も、締切日ま
での受け付けです。返信用封筒は後納
郵便のため到着に日数を要することが
ありますので、お早めに投函してくだ
さい。申請書をなくされた場合はお問
い合わせください。  9/2  大阪市給
付金コールセンター 

 6461-1600  6461-1585

　大阪市では、健康増進計画「すこやか
大阪21（第2次）」を策定し、健康づくり
の推進に努めています。この計画の進
捗状況の確認などのため、8/1に市内在
住の20歳以上84歳以下の方から5000人
（無作為抽出）にアンケート調査票を
送付しますのでご協力をお願いしま
す。  健康局健康づくり課

 6208-9961  6202-6967

　NET119とは、聴覚や言語機能に障が
いのある方で、音声による119番通報に
不安のある方を対象とした、スマート
フォンなどのインターネット機能を利
用し通報ができる新しい緊急通報シ
ステムです。10月からの運用開始を前
にご利用に必要な登録方法を説明しま
す。手話での案内もあります。定員各
100人（当日先着順）。  9/7（水）10:00
～、11:00～各60分  消防局  消防局
司令課  6582-2854  6582-2864

　北方領土（歯
はばま い ぐ ん と う

舞群島・色
しこた ん と う

丹島・国
くなし り と う

後島・
択
えと ろ ふ と う

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、8月の北方領土返還運動強調月間
にあわせて、市民の皆さんの理解と認
識を深めていただくパネル展を開催し
ます。  8/15（月）～26（金）  市役所1
階  総務局総務課

 6208-7412  6229-1260

情報ひろば
 6562-5500  6567-6891

　若者の採用に意欲的な企業（43社予
定）による合同企業説明会。第一印象
アップ講座といった就職活動に役立つ
セミナーなども開催。対象は34歳以下
の方。  8/20（土）11:00～17:00  ヤマ
ダ電機LABI1なんば店  大阪市しごと

　海外ではデング熱やジカ熱など蚊が
媒介する感染症が流行しています。流
行地へ渡航する場合は長そでの着用や
虫よけの活用など、蚊に刺されない対
策をとりましょう。また、妊娠中の方は
ジカウイルスに感染すると、胎児に小
頭症などの先天性障がいをきたす可能
性がありますので、流行地への渡航は

　教育内容、学校生活および入学者選
抜等について説明します。対象は①小
学6年生とその保護者②小学5、6年生
とその保護者。  ①9/11（日）②10/29
（土）（時間は居住区により異なります。
詳しくはホームページをご覧くださ
い）   咲くやこの花中学校

 6464-8882  6464-3985

　公立保育所については順次民間に移
管することとしています。平成30年度
に移管予定の保育所は、四貫島保育所
（此花区）、大国保育所（浪速区）、木川
第2保育所（淀川区）、南江口保育所（東
淀川区）、東生野保育所（生野区）、三明
保育所（阿倍野区）、浅香東保育所（住吉
区）、天下茶屋保育所（西成区）、橘保育
所（西成区）です。保護者への説明を行
い、移管する法人の公募を行っていま
す。なお移管後も認可保育所として運
営されますので、保育の質が低下する
ことはありません。  こども青少年局
保育所運営課

 6208-7574  6202-9050

　天井工事のため平成29年8月から30
年2月末までホールを一時閉鎖します。
その期間中は使用できません。なお、
ホール以外の貸室は通常どおり利用で
きます。  市民局男女共同参画課

 6208-9156  6202-7073

控えましょう。なお、流行地の情報は厚
生労働省検疫所のホームページをご覧
ください。  大阪市保健所感染症対策
課  6647-0656  6647-1029

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

　【変更】Y．E．S．NAMBAビル（中央区）
 縦覧と意見書の受け付け：11/1ま

で  経済戦略局産業振興課または中
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

　大阪市では年齢・性別などにかかわ
らず誰もが意欲的で多様な働き方、生

き方を選択できる社会をめざしてお
り、女性活躍を応援するさまざまな団
体とともにワーク・ライフ・バランスの
推進を呼びかけています。仕事だけで
なく、子育て・介護をはじめとした家
庭生活や自分の趣味、地域活動への参
加などとの調和について、今一度考え
てみましょう。  市民局男女共同参画
課  6208-7655  6202-7073

募 集
ご意見をお聴かせくださいご意見をお聴かせください
　以下の案は、各区役所、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

天王寺動物園基本計画（素案）

　天王寺動物園について、ソフト・
ハード面におけるこれからのあり
方を定める基本計画に関するご
意見。  閲覧・応募期間：8/22まで

  天王寺動物園
 6771-8404  6772-4633

指定管理者（事業者）指定管理者（事業者）
※管理員の募集ではありません。
港湾労働者休憩所（5か所）

 募集要項配布期間：9/30まで 
 港湾局振興課
 6615-7767  6615-7789

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。

 大阪市人事委員会  6208-8545  6231-4622 

17171616

2016.8 No.243No.2432016.8

自衛官候補生

市営住宅の入居者

　対象は18歳以上27歳未満の方。
 必要書類（自衛隊窓口か  で入手
可）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。  9/8  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

　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などの入居者。
申し込みには収入などの条件がありま
す。  8/24（水）10:00～11:00  住情報

3/29に行われた陸上自衛隊第36普通科
連隊の皆さんによる大阪城の石垣清掃

プラザ、住宅管理センター（梅田・阿倍
野・平野・天満橋）などで配布するしお
りをご覧ください。   大阪市住まい
公社  6882-7024  6882-7021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。
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