
お 知 ら せ

12/1は世界エイズデーです

都市計画案の縦覧等

市営住宅の入居者

臨時的任用職員の事前登録者

大阪合同（Go-Do）公売の実施

大阪市総合防災訓練（実動）の実施

11/9～15は「秋の火災予防運動」
期間です

まかしとき
地域でつなぐ

防火の輪

日時 会場 募集定員 申込締切日
12/10（土）
10:30～12:30

西成区民
センター 350人 12/1（木）

12/10（土）
15:00～17:00

西区民
センター 300人 12/1（木）

12/17（土）
14:00～16:00

城東区民
センター 370人 12/8（木）

12/19（月）
18:30～20:30

大正区民
ホール 380人 12/8（木）

12/21（水）
18:30～20:30

北区民
センター 350人 12/12（月）

12/22（木）
18:30～20:30

平野区民
ホール 250人 12/13（火）

総合区・特別区総合区・特別区
（新たな大都市制度）（新たな大都市制度）
に関する意見募集・説明会に関する意見募集・説明会

　当初来年2月に開催予定としてい
た、平野区については12月に、中央
区、淀川区、住吉区については1月に
日程変更となります。なお、申し込み
方法など詳細は  または副首都推
進局（市役所5階）や各区役所等で配
布の「参加申込案内」をご覧くださ
い。  副首都推進局住民対話担当 

 6208-9511  6202-9355

　ノロウイルスによる感染性胃腸炎
は、これから流行の時期を迎えます。ノ
ロウイルスは感染力が非常に強く、家
庭や施設（高齢者施設、保育所、小学校
等）では二次感染により集団発生を引
き起こすことがあります。手洗いや消
毒をしっかり行い、一人ひとりが正し

　これから春にかけてPM2.5濃度が高
くなりやすい季節を迎えます。PM2.5
が高濃度になると予測される場合は
大阪府から注意喚起が行われます。注
意喚起時には屋外での長時間の激し
い運動や不急の外出を控えるなど、よ
り慎重に行動しましょう。注意喚起に
関するお知らせや市内の大気汚染物質
の測定データ（速報値）などについて
は、  でご覧いただけます。 

 環境局環境管理課 
 6615-7981  6615-7949

　緊急時の市民への確実な情報伝達を
目的に、同報系防災行政無線が正しく
起動するかを確認するための試験放送
を実施します。  11/29（火）11:00～（1
分程度）  危機管理室 

 6208-9802  6202-3776

　市内の既存建築物にある露出した
吹付けアスベストの含有調査や除去
工事等を実施する際、一定要件を満た
せばその費用を補助します。申請には
事前協議が必要ですので、実施予定の
場合はお早めにお申し込みください。

 11/30（申請受け付け）
  都市計画局監察課 
 6208-9314  6202-6960

　特設人権相談所を開設し、人権擁護
委員が相談に応じます。対象は市内在
住・在勤・在学の方。  12/5（月）10:00
～16:00  市役所1階市民相談室 

 市民局人権企画課 
 6208-7611  6202-7073

　【変更】①大丸大阪心斎橋店（本館・北
館）（中央区）②大丸大阪心斎橋店（南
館）（中央区）  縦覧と意見書の受け付
け：来年2/7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

　有効期限が12/31までの「特定医療費
（指定難病）受給者証」をお持ちの方が、
引き続き医療費助成を受けるために
は、12/28までにお住まいの区の保健福
祉センターへ更新申請を提出する必要
があります（郵送の場合は12/31消印有
効）。更新申請が必要な方へは、申請書
等の必要書類を同封した案内を送付し
ています。届いていない場合はお問い
合わせください。 

 大阪市保健所管理課 
 6647-0923  6647-0803

12月の日程を
お知らせします。

　対象と見込まれる方には申請書等の
必要書類を同封した案内を送付してい
ます。申請がお済みでない方に、申請
書を11月中旬に再送しますのでお早

めに申請してください。  来年2/1ま
で  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で
送付。 
 大阪市給付金コールセンター
 6461-1600  6461-1585

　世界エイズデーを中心とした週を
「エイズ予防週間」と定め、御堂筋オー
タムパーティー2016への啓発ブース
出展や、西成区役所・淀川区役所での
臨時検査を行います。【臨時検査】  西
成区役所（即日検査、先着30人）：12/5
（月）17：30～19：00、淀川区役所：12/9
（金）17：00～19：00。いずれも無料・匿
名。  大阪市保健所感染症対策課

 6647-0656  6647-1029

　【変更】①用途地域（北区）②防火地域
および準防火地域（北区）③生産緑地地
区（東淀川区、生野区、鶴見区、住之江
区、東住吉区、平野区）④道路の変更（大
阪駅北1号線）（北区）⑤うめきた2期地
区地区計画（北区）  縦覧と意見書の
受け付け：11/11まで
    都市計画局都市計画課 

 6208-7891  6231-3753

　親子近居住宅・子育て世帯向け住宅・
一般世帯向け住宅・単身者向け住宅の
入居者。申し込みには、収入・住所・同居
親族などに条件があります。申込書は、
11/2～10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）、区役所などで配布します。住
情報プラザは11/4（金）・8（火）は休館
日。  11/10（消印有効）   申込書
に必要事項を書いて、〒530-0041 北区
天神橋6-4-20、大阪市住まい公社募集
担当へ。  6882-7024  6882-7021

　対象は11/1現在、満18歳以上の方（大
阪市の臨時的任用職員、地方公務員法
第16条＜欠格条項＞に該当する方は登
録不可）。育児休業者等の代替として
12/1～来年5/31の間で各区・局等で随
時任用開始。募集職種は事務職。ただ
し、採用には別途選考があり、登録者全
員が採用されるとは限りません。任期
は任用開始日から6カ月以内（最長6カ
月の延長あり）。  11/21    から
ダウンロードした申込書に必要事項を
書いて、  人事室人事課へ。 

 6208-7512  6202-7070

　市税の滞納により差し押えた不動
産等の公売を、大阪府や府内自治体
等と合同で実施。  11/29（火）10：00開
場  大阪府新別館北館1階
  財政局収税課 

 6208-7781  6202-6953

　消防、警察、陸上自衛隊、医療機関
などによる救出救護訓練等を11/12
に実施し、職員の災害対応能力の向上
と各機関相互の連携体制を強化しま
す。  危機管理室 
6208-7387 6202-3776

　火災の発生を防止し、大切な命、財産
を守るため、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
どをテーマに防災講演会、消防訓練な

どを行いますので、詳しくはお問い合
わせください。

 消防局予防課 
 4393-6332  4393-4580

い知識を持って予防しましょう。
  大阪市保健所感染症対策課 
 6647-0656  6647-1029

ノロウイルスによる感染性胃腸炎
にご注意を

微小粒子状物質（PM2.5）にご注意
ください

同報系防災行政無線（屋外スピー
カー）の試験放送の実施

民間建築物吹付けアスベスト除去
等補助制度の申請受け付け

「第68回人権週間」における特設人
権相談所を開設

大規模小売店舗立地法に基づく届
出書の縦覧等

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新手続きについて

臨時福祉給付金及び年金生活者等
支援臨時福祉給付金（障害基礎年
金・遺族基礎年金受給者向け）の申
請はお済みですか

（平成28年度大阪市防火標語）

募 集

　なんば駅前で世界を惹きつける観光拠点づくりを地域の皆さん
とともにめざすなど、人中心の空間へと再編する検討を行ってい
ます。その取り組みの一環としてなんば駅前において、イベント実
施による効果や交通規制による交通影響の確認などの社会実験を
実施します。
●日替わりマーケットやライブ、カフェの設置などを実施予定
●難波中2交差点～難波西口交差点間で南向き一方通行化を実施
  11/11（金）12:00～13（日）20:00 
ただし、交通規制は11/10（木）17：00～14（月）2：00
 なんば駅周辺（右図のとおり）
 都市計画局開発計画課  6208-7895  6231-3752

なんば駅前で社会実験を実施します
～車中心の空間から人中心の空間へ～

24区で
順次開催中

17171616

No.2462016.11

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　 6373-3302

編集／大阪市政策企画室　 06-6208-7251 06-6227-9090
面積……225.21㎢　人口……2,705,315人　世帯数……1,372,504世帯　平成28年9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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