
保育士の確保に向けて保育士の確保に向けて保育士の確保に向けて保育士の確保に向けて

※ 各事業における対象や助
成・貸付要件などの詳細は
お問い合わせください。

車両通行止めのお知らせ
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　保育人材不足が深刻化し、全国的な課題となっています。大阪市では保育人材を確保することで、
待機児童解消などの課題解決に取り組みます。

　大阪市では、これまで街頭犯罪の減少に向け、
各区の実情に応じた地域安全対策事業の展開や
青色防犯パトロール、防犯カメラの設置等の防
犯対策事業を実施してきました。

　12月は、年末年始の準備などで何
かと慌ただしくなり、身のまわりの犯

罪に対する警戒心がおろそかになりがちです。
一人ひとりが防犯意識を高めて、犯罪被害に遭
わないように気を付けましょう。

ひったくりを防ぐため、歩行
中はバッグ類を車道の反対側に持ち、ひもはたすき
がけにしましょう。また、自転車のカゴにはひった
くり防止カバーなどを正しく取り付けましょう。

子どものための見守りカメラを設置します
　犯罪の前兆となる子どもへの「声かけ」など
の約9割が、公園や道路で発生しているのが現
状です。そこで、平成28年度からの3年間で、公
園や通学路を中心に見守りカメラを1000台
設置することで、市民の皆さんの不安感を払拭
し、犯罪の抑止効果を向上させ、安全で安心な
まちづくりをめざします。　市内の保育所等に勤務する保育士が、

その子どもの保育所等の利用を希望し
た場合、平成29年4月の利用開始分から
優先的に受け入れます

　保育所等が、新
規採用保育士用の
宿舎を借り上げる
経費を助成します
（上限８万２千円）

　潜在保育士の就
職時に就職準備金
（上限20万円）を
貸し付けます

保育士の子どもの優
先入所により、保育士
が働きやすい環境を
整えます

　保育所等が、平成28
年8月以降に採用した
保育士に対し特別給
付を行う場合に、2年
間で上限20万円を助
成します

　市内の保育所等に新たに勤務する
保育士が、子どもを保育所等へ預ける
場合に、保育料の2分の1（上限2万7
千円）を1年間貸し付けます。さらに、
継続して2年間勤務した場合、その返
還を免除します

未就学児をもつ保育士に
保育料の一部を貸し付け
ます

安全・安心なまちづくりをめざして

歳末に向けて特にご注意を！

Q  なぜ保育士の子どもを優先
的に受け入れるのですか？

A  大阪市では、待機児童解消は
もとより、保育を必要とする
全ての児童に対応した入所
枠の整備を計画的に進めて
おり、平成30年4月までに約
5万5千人分の入所枠の確保
を図ります。これに対応する
には、さらなる保育士の確保
が必要であることから、保育
士が働きやすい環境を整え
るものです。
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　大阪の冬の風物詩「大阪・光の饗
宴」がいよいよスタート！大阪の中
心を南北に走る御堂筋が光り輝く
「御堂筋イルミネーション」と、中之
島で開催される「OSAKA光のルネサ
ンス」をコアプログラムとし、大阪な
らではの光が街中に広がります。

■ＯＳＡＫＡ光のルネサンス2016
　中央公会堂のプロジェクションマッピングや府立中之島図書館
をスクリーンに「心にかがやく宝物」をテーマとした「ウォールタ
ペストリー」を開催。また、大阪・光の饗宴アプリを配信し、気にな
るイベントや食の情報などを検索できます。（アプリは大阪・光の
饗宴HPからダウンロードできます）

12月14日（水）～25日（日）17：00～22：00（一部は16：00～）
※プレビュー点灯 12月13日（火）まで（17：00～23：00）市役所
正面イルミネーションファサード、中之島イルミネーションスト
リートのみ

市役所周辺～中之島公園
■大阪クラシック～光のシンフォニー2016～
　プロ演奏家や中高生吹奏楽部の生演奏を聴きながらクリ
スマスムードをお楽しみください。（各回約30分）

12 月14日（水）16：30～
中央公会堂東玄関前

12 月16日（金）、17日（土）17：30～
中之島公園阪神高速高架下

12 月24日（土）、25日（日）19：00～
市役所1階市民ロビー

■ イルミネーションバスを運行して    
います
　暖かい市バスの車窓から御堂筋
イルミネーションを楽しめます。

 12月25日（日）まで毎日
17：20大阪駅前（始発）

 大人210円・小児110円
（通常の市バスと同様に各種カー
ド・割引が利用できます）

 市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

12月14日（水）～25日（日）
16：00～22：00（日・祝は10：00～22：00）

オオサカ・シオン・ウインド・
オーケストラ

　保育士資格をお持ち
の方に、保育士として活
躍していただけるよう、
「保育士・保育所支援セン
ター」（ 6765 -3355）
を開設し、大阪市内の保
育所等への就職のお手伝
いをします
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