
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。

 大阪市災害廃棄物処理基本計画（案）

 大阪市地球温暖化対策実行計画
 〔区域施策編〕（改定計画案）

 大阪市国民健康保険事務に係る
 特定個人情報保護評価書の
 改定（案）

　大規模災害に伴い発生する災害廃
棄物の処理や対策についてのご意
見。 閲覧・応募期間：3/1まで
環境局総務課 
6630-3114 6630-3580

　社会状況の変化や施策の進捗状況
を踏まえた、計画の中間見直しにつ

いてのご意見。 閲覧・応募期間：
3/1まで 環境局環境施策課 
6630-3215 6630-3580

　「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関
する法律」により作成・公表してい
る特定個人情報保護評価書見直し
案についてのご意見。 閲覧・応募
期間：2/6～3/8 福祉局保険年
金課 
6208-7979 6202-4156
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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……2,703,613人　世帯数……1,375,855世帯　平成28年12月1日現在(推計)

　次の予防接種の対象の方は3/31が接
種期限です。【麻しん風しん混合（MR）
ワクチン〈2期〉】対象：平成22年4/2～平
成23年4/1生まれの方。【高齢者の肺炎
球菌ワクチン】対象：昨年4/1～3/31ま
でに、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90
歳、95歳および100歳となる方、60歳以
上65歳未満の方で、心臓・じん臓・呼吸
器の機能やヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能に障がいのある方（過去
に接種を受けたことがある方は除く）。
費用4400円（生活保護受給者および非
課税世帯の方は免除）。
大阪市保健所感染症対策課 
6647-0656 6647-1029

　助成申請の受け付けは4/10までで
す。対象は接種日当日に大阪市に住民
登録があり、風しん抗体を有していな
い、または抗体価が低い方のうち、①妊
娠を希望する女性②妊娠を希望する女
性の配偶者（妊婦の配偶者を含む）で、
昨年4/1～3/31の間に麻しん風しん混
合（MR）ワクチン、風しんワクチンを
接種された方。 大阪市保健所感染
症対策課 
6647-0656 6647-1029

　市内中小企業10社（予定）が商品を展

示し、各商品に対してアンケートにお
答えいただくモニター。商品・サンプル
のプレゼントあり。定員各50人（先着
順）。 2/16（木）第1部14:00～16:30、第
2部17:30～20:00 2/14 ホームペー
ジから 大阪産業創造館 サンソウ
カンdeモニター会事務局 
6264-9911 6264-9899

　4月から来年2月までの聴講生。対象
は府内在住・在勤で中学校以上を卒業
した方。検定料950円。 審査試験：
3/17（金)10:00～ 2/3から中央
高等学校で配布（11:00～19:00 ※2/17
～24、土日祝を除く）の募集要項に記載
の必要書類を、3/6（月）・7（火)17:00～
19:00に同校へ持参。
6944-4401 6944-4409

　要支援者に対する介護保険サ－ビス
のひとつとして4月から開始する、生活
援助型訪問サ－ビス（掃除・洗濯・買物
等生活援助のみのサ－ビス）の担い手
となっていただく方を養成する研修を
開催。対象は市内在住の方。定員各40人

（先着順）。 ①2/27（月）・28（火）②3/8
（水）・9（木）③3/13（月）・14（火）④3/21
（火）・22（水） ①③社会福祉研修・情
報センター②④福祉局船場分室（船場
センタービル7号館3階） 各回の2週
間前 住所・氏名・年齢・電話番号・希
望日・就業中または就業予定の方はそ
の事業所名を書いて、本人確認書類
（写）と返信用ハガキを同封のうえ、
〒542-0081 中央区南船場4-3-2 御堂筋
MIDビル9階、ヒューマンアカデミー
（株） 6258-5339へ。
福祉局高齢福祉課 
6208-9957 6202-6964

　月別自殺者数が最も多い3月を「自殺
対策強化月間」として定めています。大
切な人を自殺で亡くされた方の相談等
各種相談窓口を記載した啓発物品を配
布する街頭キャンペーンを実施しま
す。 3/1（水）8:00～9:00 JR京橋駅北
側広場
こころの健康センター 
6922-8520 6922-8526

　公営住宅、中堅層向け市営すまいり
んぐ、市営住宅附属施設の空き店舗等
の入居者。申し込みには収入などの条
件があるほか、新婚世帯、子育て世帯、
単身者、一般世帯などの区分により条
件が異なります。 2/3～16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
どで配布する申込書を送付。2/14（火）
～16（木）は住情報プラザ、住宅管理セ
ンターの窓口でも受け付けます（住情
報プラザは火曜休館）。 2/16（消印有
効） 大阪市住まい公社募集担当 
6882-7024 6882-7021

　市税の滞納により各市税事務所が差
し押さえた不動産等の合同公売。
2/28（火）10:10開場 財政局税務部分

室（大阪駅前第2ビル4階）
財政局収税課
6208-7781 6202-6953

　採用試験制度や業務内容の説明、先
輩職員の講演など。対象は①大阪府・大
阪市職員をめざす方②③大阪市消防吏
員をめざす方。定員①各360人②各日
250人（いずれも先着順） ①3/16
（木）・17（金）10:00～13:10、14:00～
17:10②3/9（木)・10（金)14:00～15:30③
3/15（水）14:00～15:30 ①大阪府咲洲
庁舎②消防局③浪速消防署 申込期
間：①3/1～9②3/1～6（いずれも24:00
までの申込完了分まで）③申込不要　
詳しくは、 をご覧ください。
大阪市人事委員会 
6208-8546 6231-4622

　北方領土（歯
はぼまい

舞群島・色
しこたん

丹島・国
くなしり

後島・
択
えとろふ

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、私たち一人ひとりが北方領土問
題について関心と理解を深め、ねばり
強く返還を求めていきましょう。
総務局総務課
6208-7412 6229-1260

お 知 ら せ
各種予防接種はお済みですか？

平成28年度風しんワクチン接種
費用の助成申請をお忘れなく

20代・30代の女性限定！
「モニターイベント」

平成29年度 市立中央高等学校
（昼夜間単位制）聴講生

生活援助サービス従事者養成研修

自殺予防街頭啓発を実施します

市営住宅と空き店舗の入居者

合同公売を実施します

①大阪府市合同職員採用セミナー
②大阪市消防吏員採用セミナー
③ 女性のための大阪市消防吏員採用
セミナー

2/7は北方領土の日です

安全で安心して暮らせる
住まい・まちづくりに向けて

■ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き時の火災
　 換気扇を回していても下に溜まっている可燃性ガスに引火し、火災につながることがあります。ガ
ス抜きは風通しのよい屋外の火気のないところでしましょう！

■見えない「電気コード」からの火災
　 電気コードは壁と家具などで挟んだり、上に重量物を載せたりすると断線してショートすること
があります。電化製品を使用するときは、電気コードに気をつけましょう！

■コンセントプラグからの火災（トラッキング火災）
　コンセントや電源プラグに、ほこりがたまらないようこまめに掃除をしておきましょう！

　市内には、JR大阪環状線外周部を中心に密集住宅市街地が
分布し、火災・地震時等に大きな被害が予想されます。
　市では、燃え広がりにくいまち・建物が倒れにくいまちに向
け、古い住宅の除却・建替や耐震改修、幅が狭い道路沿いでの
道路拡幅整備等の取り組みを進めています。
　密集住宅市街地における、古い木造住宅の除却・集合住宅へ
の建替などには補助制度がありますので、ご活用ください。

　3/1～7は春の火災予防運動として、期
間中、市内の各消防署で「住宅防火対策」
「放火火災防止対策」「車両火災予防」など
をテーマに防火防災講演会、消防訓練、消
防署開放デーなどを行い
ます。

都市整備局住環境整備課
6208-9234 6202-7064

消防局予防課 
4393-6332 4393-4580

火の用心！  冬は火災が多い季節です

日
常
生
活
に
潜
む
火
災
危
険

● 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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