
お 知 ら せ
Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種が定
期接種になります 児童発達支援利用者負担給付金の

受領委任払の開始

「しごと情報ひろば平野 阿倍野ハ
ローワークコーナー」を開設

地区計画原案の縦覧と意見書の受
け付け

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）

人権啓発キャッチコピー

夢咲トンネル（夢洲～咲洲）全面通
行止

授産製品の販売を行います

9/24～30は結核予防週間です

大阪市総合コールセンターのＦＡＸ
番号が変わります

幼稚園・保育所等に通う子どもの保
護者の皆さんへ

幼稚園等の園児募集

募 集

　10/1から定期接種化されます。対象
は平成28年4/1以降に生まれ、生後1歳
に至る（1歳の誕生日の前日）までの方。
実施方法などの詳細は決まり次第 
でお知らせします。  大阪市保健所感
染症対策課

 6647-0656  6647-1029

　10月サービス利用分から、保護者が
委任した事業者に対して給付金を支払
う受領委任払を開始します。市内在住
で児童発達支援を利用している5歳児
（平成22年4/2～23年4/1生まれ）の保護
者は、9/30までに福祉局障がい支援課
または各区役所に、お送りしている申
請書を提出してください。  福祉局障
がい支援課

 6208-7986  6202-6962

　「大阪市しごと情報ひろば」と大阪労
働局の「ハローワークコーナー」を併設
した施設を、9/20に平野区役所1階に新
設します。市民の方の就労を積極的に
応援します。 市民局雇用・勤労施策
課  6208-7355  6202-7073

　地区計画の決定（うめきた2期地区地
区計画）（北区）  縦覧:9/9まで意見書
の受け付け：9/16まで    都市計
画局都市計画課

 6208-7891  6231-3753

　対象は定期募集（公営住宅・改良住
宅）の落選回数が11回以上の方。申し 　人権問題の各テーマに沿ったキャッ

　トンネル内の防災設備等点検のた
め、上下線を全面通行止めにします。
10/2（日）22:00～3（月）5:00  港湾局

施設管理課  6572-2674  6571-2398

　9月は障がい者雇用支援月間です。障
がい者雇用への理解と関心を深めてい
ただくため、市内の障がい者支援施設
に通う方が作った小物や焼き菓子な
どの販売を行います。  9/29（木）・30
（金）11:30～13:30  市役所1階  福祉
局障がい福祉課

 6208-8072  6202-6962

　結核は過去の病気ではありません。
平成26年には全国で年間2099人の方
が亡くなっています。特に大阪市は結
核罹患率が高く、全国平均の約2.4倍と
なっています。結核の症状は風邪と似

　幼稚園等への入園
について次のとおり
募集します。対象は
3～5歳児（平成23年
4/2～26年4/1生まれの方）。①市立幼
稚園:3歳児は一部の園で募集②私立幼
稚園③認定こども園（教育標準時間認
定）:満3歳児は一部の園で募集。  願書
交付①10/3～12〈受け付け10/18まで〉
②9/1～〈受け付け10/1～〉各園にお問
い合わせください。③各園にお問い合
わせください。 こども青少年局保育
企画課

 6208-8085  6202-6963

　平成28年6月に決定された市民税額
により、9月分の保育料から変わる場合
があります。変更となる方には変更決
定通知書を、園などを通じてお渡しし

　10/1から、大阪市総合コールセン
ターのFAX番号が6373-3302に変わり
ます。  政策企画室広聴担当

 6208-7331  6202-7075

ています。 こども青少年局保育企画
課

 6208-8037  6202-6963

ていますので、せきやタンなどの症状
が続く場合は早めに医療機関を受診し
てください。また、各区の保健福祉セン
ターで無料の結核健診を実施していま
すのでご利用ください。  大阪市保健
所感染症対策課

 6647-0653  6647-1029

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
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。

　大阪にふさわしい文化施策を推
進し、「文化自由都市、大阪」の実現
をめざす計画についてのご意見。
閲覧・応募期間:9/15まで  

経済戦略局文化課
 6469-5176  6469-3897

第2次大阪市文化振興計画（素案）

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。
西成市民館

 募集要項配布期間：9/16～11/18
 福祉局自立支援課
 6644-5119  6649-3729

込みには収入などの条件があります。
  9/16～29に住情報プラザ等で配
布する申込書に落選ハガキ11枚か平成
24年9月以降実施の当募集の落選（も
しくは辞退）ハガキと必要書類を添え
て9/16（金）・21（水）・26（月）・28（水）・29
（木）の10:00～15:00（12:00～13:00を除
く）に住まい情報センターまで持参。

 大阪市住まい公社
 6882-7024  6882-7021

　高齢者の社会参加意欲を高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間
と定めています。
　住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるように、積極的に高齢者
支援を進めています。

①～③  福祉局高齢福祉課  6208-8051  6202-6964　④  福祉局いきがい課  6208-8054  6202-6964

　認知症の早期発見・支援のため、医師と医
療・介護福祉からなる専門職のチームを地
域包括支援センターに設置しています。この
チームは、認知症の方、認知症の疑いがある方
のご自宅に訪問し、一人ひとりに応じた適切
な医療や介護サービスにつなげ、住み慣れた
地域で暮らし続けられるように支援します。
現在19区で実施しており、全区での事業実施
に向けて取り組みを進めています。ご自身、ご
家族が「認知症かな？」と感じた時や、どのよ
うに対応して良いのか困っている時など、悩
まずにご相談ください。詳しくは各区の初期
集中支援チームまたは地域包括支援センター
へ問い合わせください。

①認知症初期集中支援推進事業

　認知症などの方が行方不明となった場合
に、地域の協力者に氏名や身体的特徴等を
メールなどで送信し、早期発見や保護につな
げる取り組みです。利用登録は各区の見守り
相談室で受け付けています。

②認知症高齢者等見守りネットワーク事業

　介護者のサポートをするため、認知症高齢
者等の在宅生活が困難となった場合に、福祉
施設で一時的に受け入れ介護サービスを提供
します。
【利用条件】 介護者が急病や事故の場合

介護者に葬祭等のやむを得ない事
情がある場合 など

【受　　付】 月曜から金曜（祝日を除く）の9:00
～17:00

【利用期間】原則として14日以内
【相談窓口】 介護保険認定を受けている方…居

宅介護支援事業所
介護保険認定を受けていない方…
お住まいの地域包括支援センター

③認知症高齢者緊急ショートステイ事業

　高齢者の皆さんによる踊りや楽器演奏など
の発表会と優良老人クラブの表彰等の式典。

 9/8（木）11:00～15:00
 大阪国際交流センター

④高齢者福祉大会

チコピーを募集します。入選作品はさ
まざまな人権啓発事業に活用していき
ます。応募テーマなど詳しくは をご
覧ください。対象は小学生以上の方。
募集期間：9/20～10/14   ま

たは応募用紙に必要事項を書いて、
〒550-0012 西区立売堀4-10-18 阿波座
センタービル1階、 人権啓発・相談セン
ター内「大阪市人権に関する作品募集
事業」事務局へ。応募用紙は などか
ら入手できます。

 6532-7631  6532-7640

９月は高齢者福祉月間です

17171616

2016.9 No.244No.2442016.92016.9 No.244

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……2,703,813人　世帯数……1,370,662世帯　平成28年7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。
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