
　全24区で開催してきた総合区・特別
区（新たな大都市制度）に関する意見募
集・説明会には、2657人の市民の皆さん
にご参加いただき、会場やインター
ネット等で、制度一般に関することや
今後の進め方など、多数のご意見をい
ただきました。開催結果概要は で公
表しています。
副首都推進局住民対話担当 
6208-9511 6202-9355 ◆ 水道局お客さまセンターは3月・4

月の日曜・祝日に臨時営業します
　通常、月～土曜のみ営業してい
ますが、転出入者が増加する3月・4
月は日曜・祝日も営業します（月～
金曜は8：00～20：00、土日祝は9：00
～17：00）。水道の使用開始・中止等
の各種届出、漏水の連絡などを受
け付けます。
水道局お客さまセンター
6458-1132 6458-2100

◆ ごみ出しに便利なスマートフォ
ン用ごみ分別アプリをご利用く
ださい
　ごみ分別・リサイクルのさらな
る促進や、市民
サービス向上の
ため、ごみ分別検
索や収集日カレ
ンダーなど、便利
で分かりやすい
スマートフォン

対応アプリを配信しています。
環境局総務課
6630-3121 6630-3580

◆ 市バス運行ダイヤ・時刻表が変
わります
　4/1に市バスの運行ダイヤを改
正します。なお、ポケット時刻表は
3/24からバス営業所などで配布し
ます。
市営交通案内センター
6582-1400 6585-6466

　消費税率引き上げに伴い、4月から平
成31年9月までの2年半分の臨時福祉給
付金を一括支給します。対象は平成28
年1/1時点に大阪市に住民登録をして
いる方、平成28年度分の市町村民税（均
等割）が課税されていない方、平成28年
1/1時点に生活保護制度の被保護者等
でない方。支給額：対象者1人につき1万
5000円。 受付期間：4/3～10/3 3
月下旬に送付する申請書に必要事項を
書いて、返信用封筒で大阪市給付金
コールセンターへ。
6461-1600 6461-1585

　①梅田1丁目1番地計画②梅田3丁目
計画（仮称） 3/23まで 環境局環
境管理課 6615-7938 6615-7949

　【新設】①（仮称）ドラッグコスモス八
幡屋店（港区）②茶屋町17番地計画（北
区）【変更】③京阪モール（都島区） 縦
覧と意見書の受け付け：①5/22まで②
6/12まで③6/5まで ①②③経済戦略

局産業振興課または①港区役所区民情
報コーナー②北区役所総務課（政策企
画） 経済戦略局産業振興課
6615-3784 6614-0190

　国際交流団体、NPO、市民ボラン
ティア団体等に対して補助金を交付す
ることで、大阪市の姉妹都市との交流
を促進し、市民交流の裾野を広げると
ともに、市民の皆さんの国際理解の深
化や国際感覚の醸成を図ります。対象
事業は、審査のうえ上限100万円2件程
度、上限10万円4件程度を選定。 募集
期間：3/13まで からダウン
ロードした申請書に必要事項を書い
て、〒559-0034 住之江区南港北2-1-10 
ATCビルITM棟4階M-4、経済戦略局国
際担当へ。 6615-3749 6615-7433

　4/2の世界自閉症啓発デー、4/2～8の
発達障がい啓発週間に合わせ、4/2に大
阪城天守閣や天保山大観覧車を「癒や
し」や「希望」などを表す青色にライト
アップするなどの啓発活動に取り組み
ます。発達障がいのある方が社会でい
きいきと暮らせるよう、私たち一人ひ
とりの理解と認識を深めましょう。
心身障がい者リハビリテーション

センター
6797-6560 6797-8222

　市税の滞納整理強化策として、文書
催告を実施。また電話催告を平日夜間
に集中して行うほか、徹底した財産調
査を行い、財産がありながら納税に応
じていただけない場合には、不動産・給
与・預金など財産の差し押さえを行い
ます。職員訪問の際は身分証明書（徴税
吏員証）を携帯していますのでご確認
ください。
財政局収税課
6208-7781 6202-6953

　【変更】咲洲コスモスクエア地区地区
計画（住之江区） 縦覧と意見書の受
け付け：3/10まで 都市計画局都市
計画課 6208-7891 6231-3753

　4/1から、都市ガスが小売全面自
由化されます。国に登録されたさ
まざまな事業者からの購入が可能

になり、いろいろな料金メニュー
やガスと他のサービスのセット販
売など、自由に選べるようになり
ます。料金や解約時の条件など、十
分に説明を聞いたうえで契約を結
ぶようにしましょう。ガス小売自
由化についてのお問い合わせは、
国のお問い合わせ窓口
（ 03-3501-3506）へ。
環境局環境施策課
6630-3442 6630-3580

お 知 ら せ
総合区・特別区（新たな大都市制度）
に関する意見募集・説明会の開催
結果概要を公表しています

臨時福祉給付金（経済対策分）の
受け付けを開始します

環境影響評価に関する事後調査
報告書の縦覧

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

姉妹都市交流推進事業に対して
補助金を交付します

発達障がいについて正しい理解を

3月は市税収入確保重点月間です

都市計画案の縦覧等

都市ガスの
小売全面自由化が始まります

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、ファックスで
お寄せください。
  副首都ビジョン～副首都化に向
  けた中長期的な取組み方向～（案）
　「東西二極の一極」として、日本の
未来を支え、けん引する副首都・大阪
の確立、発展に向けた方向性を示す
ビジョンについてのご意見。 閲
覧・応募期間：3/10まで

副首都推進局企画担当 
6208-8862 6202-9355

　大阪城の歴史文化の魅力向上のため、地中深くに埋
められた初代大坂城の石垣を公開するプロジェクトの
資金として「太閤なにわの夢募金」を募集しています。
平成25年から現在までに、約1.9億円ご寄附いただいて
いるところですが、目標金額5億円の達成に向け、募金
期間を平成31年度まで延長します。

　徳川時代に築かれた石垣の石材表面に記号
などが刻まれたものです。石垣を築いた大名
家の家紋を刻む場合が最も多く、その他旗指
物や人名などが刻まれることもあります。大
阪城では代表的な刻印が約200種類あり、大名
家の作業分担や石垣築造技術の比較ができ、
貴重な歴史史料となっています。

経済戦略局集客拠点担当 6469-5164 6469-3896

太閤なにわの夢募金の期間延長

　大阪城公園の本丸北側にある刻印石広場で、徳川期
大坂城築城の際に石垣に遺された刻印について、墨を
使って紙に写し取る拓本体験会を開催します。定員各
回15人。費用300円。 3/19（日）①9:30～12:00②13:30～
16:00 大阪城公園 刻印石広場周辺 3/9 往復ハガ
キ・ファックス・ で、住所・氏名（ 3人まで）・電話番号
を書いて、〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務管理棟12
階、経済戦略局集客拠点担当へ。

大阪城刻印石 拓本体験会

刻印石とは――――――――――

出雲松江藩　堀尾家の刻印

夢夢夢 期金 期募金金 延長長期期間延延
は印石石とは刻印印 はは ―――――――――― ―――――――――

豊臣石垣 公開プロジェクト

新生活の春に向けて新生活の春に向けて

アプリは
こちら

　大阪城公園の清掃活動参加者（小学生）を募集
します。参加者には特別に学芸員が大阪城にま
つわる話をします。また、防災拠点としての役割
もある大阪城公園内では当日、自衛隊による石
垣を利用した救助訓練など防災イベントが行わ

れます。募集定員：小学生20人（保護者同伴）
3/27（月）10:00～（1時間程度）（雨天中止）
3/14 往復ハガキで、住所・参加者氏名・学

年・電話番号を書いて、〒540-0002 中央区大阪城
3-11 大阪城パークセンター（ 6755-4146）へ。

大阪城公園事務所
6941-1144 6943-6877

2017.3

17171616

No.250

募 集

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……2,703,453人　世帯数……1,375,644世帯　平成29年1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。

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

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。
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