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医療費助成を継続して受けるには、受給
者証の有効期間内にお住まいの区の保
健福祉センターに更新申請書類を提出
する必要があります。対象者には申請書
を同封した案内を7月中旬までにお送り
しますので、届かない場合はご連絡くだ
さい。
大阪市保健所管理課
6647-0923　 6647-0803

市職員等と偽り、氏名・生年月日・受診医
療機関などを聞き出し、無断で介護認定
申請を行ったり、無料で住宅改修ができ
ると言って介護認定を勧め、認定後に不
要な住宅改修工事に誘導する事案が多
発しています。介護保険の住宅改修には
利用上限があり、将来本当に必要な住宅
改修ができない場合がありますので、不
要な要介護認定や住宅改修は、はっきり
と断り、介護保険被保険者証など個人情
報が分かるものは不用意に見せたり渡
さないよう注意してください。
大阪市認定事務センター
4392-1700　 4392-1710

市民の皆さんと観光客がともに快適に
過ごせる環境をめざし、違法民泊施設の
取り締まりを強化するため、通報窓口を
開設しています。ご近所で違法民泊と疑
われる施設があれば、電話・ファックス・
により所在地などの情報をお寄せく

ださい。

大阪市保健所環境衛生監視課
6647-0835　 6647-0733

夏季は電力などのエネルギー使用が
増加する時期ですので、無理のない範
囲で省エネルギーにご協力をお願いし
ます。
環境局環境施策課
6630-3482　 6630-3580

先輩職員による仕事内容、市の施策や
勤務条件などの説明および質疑応答。
採用試験の詳細については7/7に発表
予定。対象職種:①都市建設（主に土木）
②建築③機械・電気 8/7（月）①13：
30②14：30③15：30（各1時間程度）
市役所地下1階
大阪市人事委員会
6208-8546　 6231-4622

若者の採用
に意欲的な
18社（予定）
による合同
企 業 説 明
会。個別質問会の形式で、求人票などの
紙面では伝えきれない求人企業の魅力
を深く知ることにより、求職者と求人企
業との最適なマッチングをめざします。
対象は、来年3月卒業予定の大学・短
大・専門学校生、34歳以下の就職・転職
希望者。 7/19（水）11：00～16：00
クレオ大阪中央
しごと情報ひろばクレオ大阪西・マ

ザーズ
6467-5145　 6467-5799

市税の滞納により各市税事務所が差し
押えた不動産等の合同公売。
8/1（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

【変更】①オーク200（港区）②スー
パービバホーム大阪ドームシティ店（西
区） 縦覧と意見書の受け付け：9/19
まで

経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

大阪・中之島プロジェクトに関する報告
書 7/29まで

環境局環境管理課
6615-7938　 6615-7949

7/3から平成29年の市長の所得等報告
書などがご覧いただけます。概要は
からもご覧いただけます。

総務局総務課
6208-7411　 6229-1260

特定医療費（指定難病）受給者証の
更新

市職員等と偽った要介護認定や
住宅改修の勧誘にご注意ください

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

文化交流センター公開講座
「学問の先達は語る」

大阪連続講座
「港から見る水都大阪－大阪港開港
150年－」

環境影響評価に関する事後調査
報告書の縦覧

若者就職応援フェア2017・
合同企業説明会

「違法民泊かも？」と思ったら、
違法民泊通報窓口へ

夏季の省エネにご協力ください

市長の資産等の報告書の閲覧

市営住宅の入居者

市技術職（高校卒程度）
採用セミナー

以下の案は、区役所、市民情報プラ
ザ（市役所1階）、大阪市サービスカ
ウンター（梅田・難波・天王寺）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。

大規模マンションの建設計画を策
定しようとするときに、市へ建設計
画に関する事項を届け出ること等
を義務付ける条例案の骨子につい
てのご意見。 
閲覧・応募期間：7/24まで
こども青少年局保育企画課

6208-8126　 6202-6963

ＨＩＶ・エイズ対策を取り巻く現状を
踏まえ、平成29年から33年までの
取り組みの方向性、具体的な目標と
その達成に向けた方策等について
のご意見。
閲覧・応募期間：7/11～8/10
大阪市保健所感染症対策課

6647-0656　 6647-1029

合同公売の実施

市立大学の名誉教授等による講座。①
「アジアとの協働はいかにして可能なの
か？」②「お産と子育て～周産期医療の
発展からみて～」③「骨と話そう」④
「DNAが切れれば」⑤「化学の楽しみ～
一例として分子から磁性体を創る～」⑥
「画像診断の最前線」対象は16歳以上
の方。定員各回120人（先着順）。授業料
各回500円（市大生無料）。
①7/10（月）②7/13（木）③7/19

（水）④7/21 (金）⑤7/26（水）⑥8/4
(金）18：30～20：00 市立大学文化

交流センターホール
または送付（82円切手貼付の返

信用封筒を同封）・ファックス・持参で、講
座コース名（複数可）・住所・氏名・性別・
年齢・電話（ファックス）番号・市大生は学
籍番号を書いて、〒530-0001 大阪市
北区梅田1-2-2-600 大阪駅前第2ビル
6階、市立大学文化交流センターへ。
6344-5425　 6344-5524

大阪の海と港について多面的に考察す
る連続4回の講演会。①「難波津から渡
辺津へ」②「海 創造のみなもと－古代人
が見た難波の海－」③「水都大阪と近代
建築」④「大阪湾の渚の自然－大阪港が
できる前、できた後、そして現在－」定員
各回300人（当日先着順）。
①7/8（土）②7/15（土）③7/22（土）

④7/29（土）各日14：00～16：00
中央図書館

6539-3302　 6539-3335

公営住宅、市営すまいりんぐ等の入居
者。申し込みには収入などの条件があ
ります。 7/4から住情報プラザ、住宅
管理センター（梅田・阿倍野・平野）、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
書に必要事項を記入し、大阪市住まい
公社へ。7/13（木）・14（金）・18（火）
は住情報プラザ（火曜休館）・住宅管理
センターの窓口でも受け付けます。
7/18 
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

講座･教室講座･教室

児童虐待の通告·相談は、24時間
365日対応の「児童虐待ホットライ
ン 0120‐01‐7285（まずは一報 
なにわっ子）」にお電話ください。

　大阪市では、
人と動物が共
生する社会の
実現に向け、動
物愛護に関す
るさまざまな
事業を実施し

・犬「、は金附寄たいだたい。すまいて
猫の譲渡事業」や野良猫を原因とす
る問題について地域と協働して解決
をめざす「所有者不明猫適正管理推
進事業」をはじめ、動物の適正飼養の
普及啓発などに役立てます。

から、または健康局生活衛生課
にご連絡いただければ申込書をお送
りします。
健康局生活衛生課
6208-9993　 6202-6967

動物愛護に関する
『ふるさと寄附金』の募集
～犬猫の理由なき殺処分ゼロをめざして～

市政改革室PDCA担当
6208-9885　 6205-2660

7/11まで
送付・ファックス・ ・または持参で 市政改革室（市役所４階）へ。

ニア・イズ・
ベターの
さらなる徹底

改革の柱①　地域社会における住民自治の拡充
改革の柱②　区長の権限・責任の拡充と区民参
　　　　　　画のさらなる推進

）案素（」）度年13～92成平（）編政区（0.2ンラプ革改政市「
についてのご意見を募集しています　

市政改革 区政編 検索

　大阪市では、現在「市政改革プラン2.0」を進めておりますが、このたびこれに加
え、区政に関する課題について、全市を挙げて早急かつ集中的に取り組む基本方

めとまり取てしと）案素（」）編政区（0.2ンラプ革改政市「を目項組取な的体具と針
ました。素案の詳細などは でもご覧いただけます。

　より良いプランにするため、皆さんのご意見をお聴かせください。今後、寄せら
。すまきいてし定策を」）編政区（0.2ンラプ革改政市「、えま踏を見意ごたれ

区役所、図書館、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）
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大阪市大規模マンションの建
設における保育施設等の整
備に係る事前届出等に関する
条例案の骨子

第3次大阪市エイズ対策基本
指針（案）
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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……2,709,167人　世帯数……1,387,200世帯 　平成29年5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


