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戦略局産業振興課または、③生野区役
所地域まちづくり課
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

　市民の思いを尊重した芸術・文化団
体への活動支援を推進するため寄附金
を募集しています。事前に登録された市
内で音楽・演劇・美術・文楽・能楽などの
活動をする22団体から、応援したい団
体を選んで寄附できます。詳しくは を
ご覧ください。 または各区役所
や市役所等で配布する申込書に必要事
項を書いて、経済戦略局文化課へ。
6469‐5174　 6469‐3897

　ひとり親、高齢者、高齢者特別設計、高齢
者ケア付、障がい者、障がい者ケア付、車
いす常用者向け特別設計、車いす常用者
向けケア付の各住宅計643戸の入居者。

　大阪市が実施するがん検診が無料と
なるクーポン券を6月初旬から発送しま
す。対象は、4/20現在市内在住で、昨年
4/2～今年4/1に次の年齢になられた
方。子宮頸がん検診：満20歳の女性、乳
がん検診：満40歳の女性。なお、4/1か
らクーポン券が届くまでの間に、大阪市
が実施する検診を受診し、自己負担金を
支払われた対象年齢の方には自己負担
金をお返ししますので、お問い合わせく
ださい。
がん検診専用電話
6208-8250   6202-6967

　先天性風しん症候群を予防するため
に①風しん抗体検査②風しんワクチン
接種費用助成を行います。対象は、検査
および接種日当日に大阪市に住民登録
のある方で、妊娠を希望する女性とその
配偶者（妊婦の配偶者含む)。※②につ
いては、対象のうち、風しん抗体を有し
ない、または抗体価が低い方。① 会場
により異なります。 各区保健福
祉センター（要予約）② 4/1～来年
3/31に医療機関でワクチン接種後、必
要書類を〒545-0051 大阪市阿倍野区
旭町1-2-7 あべのメディックス11階、大
阪市保健所感染症対策課へ。
6647-0656　 6647-1029

　経済的な理由で修学が困難な方に大
阪市奨学費を支給します。対象は市内
在住の市民税非課税世帯(生活保護世
帯を除く)で、高等学校等へ通学してい
る生徒。支給額や申請に必要な書類な
ど、詳しくは在学する学校で6月以降に
配布する募集要項をご覧ください。
7/1   学校経営管理センター
6575-4649　 6575-5280

　「子育て」と「仕事」が両立できる、女性
にとって働きやすい職場をめざす企業
等が参加する合同就職面接会。仕事の
内容など、詳しくは、ハローワーク梅田マ
ザーズコーナー（ 6344-8609 部門
コード41♯）にお問い合わせください。
5/19(金)14：00～16：00
ハローワーク梅田
市民局雇用・勤労施策課
6208-7351　 6202-7073

　さまざまな事情により家庭で暮らすこ
とのできない子どもたちを、深い愛情と
理解を持って育ててくださる里親を募集
しています。短期の預かりでも可能です。
また月に1度、地域に職員や里親が出向
いての個別無料相談会を実施。詳しくは
をご覧ください。
こども相談センター
4301-3156　 6944-2060

　5月下旬から7月中旬にかけて、世帯
の構成や所得、医療保険、公的年金の加
入状況などを調査します。対象は国勢調
査の調査地区から無作為に抽出された
市内31地区の約1500世帯で、対象世
帯へは調査員証を携帯した調査員が伺
いますので、ご協力をお願いします。
大阪市保健所保健医療対策課
6647-0685　 6647-0804

　広域幹線道路ネットワークの形成・交
通混雑緩和のための淀川左岸線（2期）
事業に関する説明会を開催します。

5/22(月)中津小学校、24(水)大淀
小学校、25(木)海老江西小学校 各日
19:00～20:30
建設局街路課
6615-6767　 6615-6582

　【変更】①出光ナガホリビル(中央区)②
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(此花区)
③（仮称）食品館アプロ生野店（生野区）
縦覧と意見書の受け付け：①7/18ま

で②7/31まで③8/14まで 経済

　子どもたちの未来が生まれ育った
環境によって左右されることなく、自
分の可能性を追求できる社会の実現
をめざし、行政が的確な施策を行うた
め、正確に現状を把握する必要があ
ることから、平成28年度に子どもの
生活に関する実態調査を実施しまし
た。分析結果から、世帯の経済状況が
子どもの学習理解度や生活などにも
影響を与えていることが数値として
確認できました。今後、こどもの貧困
対策推進本部会議で、課題解決に向
け取り組む施策を検討します。実態調
査報告書は、 をご覧ください。
こども青少年局経理・企画課
6208-8153 6202-7020

子どもの生活に関する
実態調査分析結果を
とりまとめました

がん検診の無料クーポン券を
お送りします

高校生のための奨学金
（大阪市奨学費）

平成29年国民生活基礎調査に
ご協力ください

「なにわの芸術応援募金」寄附金を
募集します

淀川左岸線（2期）事業に関する説明会

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

「女性が活躍できる就職面接会」を
開催します

　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。

　国際観光拠点の形成に向けて、
夢洲のまちづくりのめざすべき方
向性についてのご意見。
閲覧・応募期間：5/15まで
経済戦略局立地推進担当
6615-3721　 6615-7433

夢洲まちづくり構想（案）

　御堂筋沿道において、敷地面積
に対するホテルの床面積の割合に
応じて、容積率を加算できるように
変更することについてのご意見。
閲覧・応募期間：5/31まで
都市計画局都市計画課
6208-7882　 6231-3753

「御堂筋本町北地区容積認定
取扱要綱実施基準等」の変更

風しんを予防しましょう 5月は児童福祉月間
～養育里親になりませんか？～

　ホームページやSNS等の広告を見て健康食品をお試し価格で購入したところ、
定期購入契約になっていたなどのトラブルが増えています。1人で悩まず気軽に
ご相談ください。

大阪市消費者センター　 6614-7522　 6614-7525

消費生活相談［市内在住の方に限る］
●電話・面談による相談（②③は面談相談のみ、事前予約制）  
①大阪市消費者センター　 6614-0999（相談・②③の予約専用）
　受付時間 10：00～17：00（12/29～1/3を除く）
②天王寺サービスカウンター（あべちか 地下1階）
　受付時間 10：00～17：00（12/29～1/3を除く）
③市民相談室（市役所1階）
　受付時間 10：00～15：00（土・日・祝、12/29～1/3を除く） 　

5月は消費者月間です5月は消費者月間です5月は消費者月間です

●Ｅメールによる相談 大阪市消費者センターホームページ内の【メール相談】に
アクセスしてください。

　3月28日、大阪市会本会議において「大阪市交通事業の設置等に関する条例を
廃止する条例案」が可決され、平成30年4月に地下鉄事業は株式会社化、バス事業
は大阪シティバス㈱に一括譲渡することとなりました。今後も、これまでと変わら
ず安全・安心のもとに快適な輸送サービスを提供し続け、市民・お客さまのご期待
に応えるべく、質の高いサービスを実現し、 大阪の発展に貢献できるよう全力で
取り組みます。

交通局民営化推進室
　①地下鉄　 6585-6156　②バス　 6585-6177　 6585-6127（共通）

市営交通事業の株式会社化等に向けて市営交通事業の株式会社化等に向けて

株式会社化等のメリットは？
公営企業としての制約に縛
られず、経営の自由度が向
上するため、利用者ニーズ
への迅速な対応が可能とな
ります。また、民間事業者と
して納税、配当することで、
大阪市へ財政貢献を果たし
ます。

大阪市と地下鉄事業との関わりは？

バス事業は？
経営効率に優れた大阪シティバス㈱に
事業を引継ぐことで、必要なバスサービ
スを、将来にわたり持続的・安定的に提供
します。なお、路線、運行回数、運賃などは
原則として少なくとも譲渡後10年は引
継ぎ時の水準を維持します。

A 100％大阪市出資の株式会社化を図ります。
Q
A

Q
A
Q
A

5/12
お住まいの区の保健福祉センターへ。
ひとり親住宅：こども青少年局こども

家庭課
6208-8035　 6202-6963
高齢者向け住宅：福祉局高齢福祉課
6208-9957　 6202-6964
障がい者向け住宅(身体・知的障がい)：

福祉局障がい福祉課
6208-8082　 6202-6962
障がい者向け住宅(精神障がい)：

大阪市こころの健康センター
6922-8520　 6922-8526

　小中学校・もと大阪市立肢体不自由
特別支援学校での医療的ケア等に関す
る業務に従事する職員を随時募集。対象
や資格など、詳しくは をご覧ください。
教育委員会インクルーシブ教育推進担当
6327-1009   6327-1023

市営福祉目的住宅の入居者

非常勤嘱託職員
【看護師（学校配置・通学支援）】

けい
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市の制度や手続き、イベント情報に関する問い合わせなどは ）休無中年00：12～00：8（）ルーコわにな（―タンセルーコ合総市阪大
4301-7285　 6373-3302
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子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板

編集/大阪市政策企画室　 ０６-６２０８-７２５１　 ０６-６２２７-９０９０
面積……225.21㎢　人口……2,702,242人　世帯数……1,376,202世帯 　平成29年3月1日現在（推計）

    はり切め締、選抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特で等し催・座講
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。

。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

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
〒   大阪市北区中之島   大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

記号の見方
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


