
お 知 ら せ

　年度内に1回、
無料で歯科健康
診査を受けるこ
とができます。
市内の実施可能
医療機関へ電話
で予約を行い、
「後期高齢者医
療被保険者証」
を持参のうえ健診を受けてください。
詳しくは をご覧ください。
福祉局保険年金課
6208-8038 6202-4156

　大阪国際女子マラソンはヤンマースタジアム長居
を、大阪ハーフマラソンは大阪城公園・東側（玉造筋）
をそれぞれスタートし、ヤンマースタジアム長居の
フィニッシュをめざします。皆さんの熱い声援をお
願いします。

●交通規制にご協力をお願いします
　当日は長時間の交通規制が行われます。ご迷惑を
おかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。詳
しくは をご覧ください。

 大阪国際女子マラソン組織委員会事務局
 6633-9632  6633-2293

　参加企業8社（予定）の就職面接会と、
保育現場でも役立つセミナー。保育士
資格が無くても参加できます。定員①
②各16人、③30人（いずれも先着順）。
①1/12（木）10:30～12:00②1/12（木）

13:30～15:00③1/21（土）13:00～13:45④
⑤1/21（土）14:00～16：00 電話で
ハローワークプラザ難波へ。
6214-9200
市民局雇用・勤労施策課
6208-7351 6202-7073

　フェリー事業の振興・利用促進の取
り組みの一環として、フェリー埠頭の
再編に取り組んでいます。これまで「大
阪南港かもめフェリーターミナル」で
就航していたフェリー航路を「大阪南
港コスモフェリーターミナル」へ集約
します。「大阪南港コスモフェリーター
ミナル」は、トレードセンター前駅より
直結、徒歩約5分で乗船手続き窓口に行
くことができ、より一層、便利にフェ
リーをご利用いただけます。なお、これ
に伴い、「大阪南港かもめフェリーター
ミナル」は廃止されます。
港湾局振興課
6615-7766 6615-7789

　市民の皆さんのくらしに役立つ情報
をまとめた生活ガイドブック「大阪市
くらしの便利帳（平成27年10月発行保
存版）」をお住まいの区の区役所などで
配布しています。また、 からもご覧
いただけます。なお、点字版、音声版を
ご希望の方にはお送りしますのでご連
絡ください。 政策企画室広報担当
6208-7252 6227-9090

　市営すまいりんぐ（子育て応援型）・
市営すまいりんぐ・市営特定賃貸住宅・
市営再開発住宅の入居者を随時募集
中。2/1からは昨年11月以降に空家に
なった住宅も追加。市外居住者・単身者
も申し込み可能。ただし、申し込みには
収入などに条件があります。 大阪
市住まい公社
6882-7012 6882-7021

　北朝鮮による拉致問題への認識を深
めていただくための舞台劇。定員800人
（先着順）。 2/18（土）14:00～16:30
エル大阪 往復ハガキ・ファック
ス・ で、参加者全員の氏名・代表者の
住所・氏名・電話番号、手話通訳・筆記通
訳を希望の方はその旨を書いて、 市
民局人権企画課へ。
6208-7619 6202-7073

　①［昼夜間単位制］中央高等学校（普
通科、ビジネス科）②［定時制］都島第二
工業高等学校（普通科、工業科）、第二工
芸高等学校（工業科）。対象は①本人お
よび保護者の住所が大阪府内にある者
②住所または勤務先が大阪府内にある
者。 学力検査等：①2/20（月）・21（火）
②3/9（木） 実施要項に記載の必要書
類を①2/14（火）・15（水）②3/2（木）・3
（金）・6（月）に各学校へ持参。
教育委員会学事課
6208-9114 6202-7052

　①福祉関係施設での一般作業 ②市
役所での事務 ③図書館での一般作業
に従事する職員。定員各1人。対象は市
内在住で療育手帳の交付を受け、地方
公務員法第16条＜欠格事項＞に該当し
ない方。 選考試験：①2/9（木）②③
2/10（金） 1/20 区役所、市民情
報プラザなどで配布（ にも掲載）の
申込書を、送付または持参（1/20（金）9：
00～17：30のみ受け付け）で、①〒547-
0026 平野区喜連西6-2-55、心身障がい
者リハビリテーションセンター管理課 
6797-6501 6797-8222②③ 教育

委員会事務局総務課へ。
6208-9076 6202-7052

　この日を中心に市内の各消防署が、
寺や神社などの文化財に関係する建物
を対象に、消防訓練や立入検査を行い
ます。貴重な文化財に対する理解や認
識を深め、火災などの災害から守りま
しょう。
消防局予防課
4393-6332 4393-4580

　【変更】ABC－MART梅田ビル（北区）
縦覧と意見書の受け付け：3/13まで
経済戦略局産業振興課

6615-3784 6614-0190

　【変更】咲洲コスモスクエア地区地区
計画（住之江区）【縦覧】1/16まで【意
見書の受け付け】1/23まで 都市計
画局都市計画課
6208-7891 6231-3753

後期高齢者医療における歯科健康
診査

1/31から「大阪南港コスモフェリー
ターミナル」を 拡充します

大阪市くらしの便利帳を配布してい
ます

市営すまいりんぐなどの入居者

拉致問題啓発舞台劇公演
めぐみへの誓い－奪還－

市立昼夜間単位制・定時制高等学校
の生徒

市嘱託職員（知的障がいのある方）

臨時福祉給付金・年金生活者等支援
臨時福祉給付金（障害・遺族基礎年
金受給者向け）の申請期限が迫っ 
ています

保育士就職面接会・セミナー
①エクセル初級コース
②ワード初級コース
③つながりあそび・うたセミナー
④就活メイクレッスン
⑤保育士就職面接会

弁護士による「離婚・養育費」に関す
る無料の専門相談

しごと応援フェア2017

1/26は「文化財防火デー」です

大規模小売店舗立地法に基づく届出
書の縦覧等

地区計画の原案の縦覧等

　離婚・養育費に関する悩みを持つ、市
内在住で未成年の子どもがいる父母の
ために、大阪弁護士会所属の弁護士が
アドバイスを行います。各区役所で相
談時間は30分。詳しくは をご覧くだ
さい。 こども青少年局こども家庭課
6208-8034 6202-6963

　受給対象で、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
書類を添えて返信用封筒で送付してく
ださい。なお、書類の添付もれ等により
返送された場合も、締切日までに提出
してください。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。 2/1
大阪市給付金コールセンター
6461-1600 6461-1585

　若者を積極的に採用したい40社（予
定）の求人企業が参加し、採用担当者が
仕事や労働条件などの説明をします。
対象は府内在住の34歳以下の方。
1/30（月）11:00～17:00 サンスクエア
堺 市民局雇用・勤労施策課
6208-7351 6202-7073

募 集

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。

 古紙・衣類の持ち去り行為の規制に
 ついて
　古紙等の持ち去り行為に関する規
制を定める条例の改正案についての
ご意見。 閲覧・応募期間：1/12まで

環境局家庭ごみ減量課
6630-3235 6630-3581

 平成29年度大阪市食品衛生監視指
 導計画(案) 
　飲食店等の監視指導や食品の検査
を行い、市民の食生活の安全性を確
保する計画についてのご意見。 閲
覧・応募期間：1/11～2/10

健康局生活衛生課
6208-9991 6232-0364

1/29（日）12:10 スタート

訓練の様子（住吉大社）

17171616

No.2482017.1

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……2,703,488人　世帯数……1,375,567世帯　平成28年11月1日現在(推計)

● 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。

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。

掲載している記事の情報
は、大阪市ホームページ
の「おおさか掲示板」の項
目からご覧いただけます
(  はこちらから )。

おおさか掲示板 検索

スマートフォン用
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