
お知らせお知らせ

募　　集募　　集8/1から老齢基礎年
金を受け取るのに必
要な期間（受給資格

らか」年52「、が）間期
「10年」に短縮されま
した。対象となる方に
黄色の封筒（A4サイ
ズ）をお届けしています。まだ請求手続
きをされていない方は、今すぐ「ねんき
んダイヤル」 0570-05-1165に電話
で予約のうえ、年金事務所にて手続きを
行ってください。
福祉局保険年金課
6208-7977　 6202-4156

パソコンや携帯電話などに、大阪市税
（個人市・府民税、固定資産税・都市計画
税）の納期限を、1週間前および前日に
メール配信するサービスを始めました。
のメールマガジン会員募集から登録

を行ってください。
財政局収税課
6208-7786　 6202-6953

ヘルプマークは、内部
障がいや難病などに
より、外見から分から
なくても援助や配慮
が必要なことを周囲
に知らせるためのも
のです。このマークを
身に着けた方が困っ

ているようであれば、声をかけるなど思
いやりのある行動をお願いします。配布
場所：区役所保健福祉センター（障がい
福祉担当）、福祉局障がい福祉課
福祉局障がい福祉課
6208-8072　 6202-6962

就学・進学については、入学・進学の準
備をすすめるため、お住まいの地域の
小学校に、早めにご相談ください。就学
相談リーフレットは でご覧いただけ
ます。就学・進学に関する電話相談窓口
もあります。
大阪市教育委員会インクルーシブ教

育推進室
6327-1016　 6327-1023

　
教育内容、学校生活および入学者選抜
などについて説明します。対象は、①小
学6年生とその保護者②小学5･6年生
とその保護者 ①9/10（日）9：15～
15：30②11/11（土）9：10～11：40
（時間は居住区によって異なります）

咲くやこの花中学校・高等学校
6464-8882　 6464-3985

体長2.5～6㎜程度、体
は赤茶色で腹部が暗色
です。強い毒を持つた
め、見つけたときは、触
らず、環境省近畿地方環境事務所（野生
生物課） 4792-0706へ連絡を。刺さ
れた場合は必要に応じ医療機関を受診
してください。
健康局生活衛生課
6208-9981　 6232-0364

大阪市では、男女がともに職場や家庭、
地域などで活躍できる社会をめざして、
市民や企業の方々に広くワーク・ライフ・
バランスの意義、重要性を理解し、取り組
んでいただけるよう、官民一体で啓発を
行っています。「働く時間」と「家族と過ご
す時間」、「趣味や地域活動を楽しむ時
間」の調和について、考えてみましょう。
市民局男女共同参画課
6208-7655　 6202-7073

大阪市では、公立保育所の民営化を進め
ており、平成31年度に、浅香東保育所（住
吉区）、橘保育所（西成区）は民間法人へ
移管、天下茶屋保育所（西成区）は保育所
運営業務を民間法人へ委託する予定で、
移管・委託先法人の公募を始めていま
す。保護者説明会を行うなど理解を得な
がら進めるとともに、民営化に伴う影響
が最小限となるよう取り組みます。
こども青少年局保育所運営課
6208-7574　 6202-9050

年金請求書の手続き漏れが
ありませんか？

市税の納期限をメールで
お知らせします

ヘルプマークのストラップを
配布しています

ヒアリ（火蟻）を見つけたときは

8月は「大阪市ワーク･ライフ･バラ
ンス推進月間」

平成31年度民間移管・民間委託予
定保育所

中高一貫教育校「市立咲くやこの花
中学校」学校説明会

市営住宅の入居者

第9回「なにわなんでも大阪検定」
受験者 自衛官候補生

障がいのあるお子さんの
就学・進学相談 定期募集で応募者が募集戸数に達しな

かった公営住宅などの入居者。申し込み
には収入などの条件があります。
8 /23（水）10：00～11:00に大阪市

住まい公社で受け付け。詳しくは、住情
報プラザ、住宅管理センター（梅田・阿
倍野・平野）などで配布するしおりをご
覧ください。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

大阪が持つ歴史・文化の奥深さや魅力
を再発見し、大阪への愛着を深めてい
ただくために実施。今回、初級試験を大
阪府下在学の小中高校生は無料で受験
いただけます（先着300人）。合格者に
は、施設や飲食店の優待などの特典を
用意しています。費用初級3800円ほ
か。 12/3（日） 大阪府立大学中百
舌鳥キャンパスほか 10/25 ホーム
ページで。初級を受験する大阪府下在

合格者は平成30年4/1採用予定。
日本国籍を有しない方も受験でき
ます（消防吏員Bを除く）。資格など
の詳細は、 でご確認ください。
第1次試験日9/24（日） 8/9 

9：00～8/25 12：00に原則として
から（ただし、身体障がい者を対

象とした採用試験は送付による申し
込みができます）。
大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

学の小中高校生は学生専用申し込み
ページからお申し込みください。
なにわなんでも大阪検定事務センター
6944-7728　 6944-6330

対象は18歳以上27歳未満の方。 必
要書類（自衛隊窓口か で入手可）を
持参または送付で、〒540-0008 中央
区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館
3階、自衛隊大阪地方協力本部へ。申し
込み等詳細については自衛隊大阪地方
協力本部中央地区隊 6942-0743に
お問い合わせください。 9/12
市民局区行政制度担当
6208-9861　 6202-7073

公益財団法人 動物環境・福祉協会Eva理事長 

大阪市では、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向け、さまざまな施策や事業を実施していま
す。7/21のサマーキャンペーンのイベントでは、動物愛護活動に尽力されている杉本 彩さ
んに、「おおさかワンニャン特別大使」に就任いただきました。今後は、本市関係事業に参加
いただくほか、普及・啓発に協力いただきます。
健康局生活衛生課　 6208-9996　 6202-6967

市職員採用試験を実施します
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「OSAKA女性活躍推進
ドーンdeキラリフェスティバル2017」

大阪市女性活躍施策検討プロジェ
クトチームを設置しました

9/1（金）・2（土）の２日間、女性の活
躍を応援する多彩なイベントを開
催。一時保育あり（１週間前までに要
予約）。 ドーンセンター
●ハッピーJOBフェア
　（合同企業説明会）
女性が働きやすい職場づくりを進め
る「大阪市女性活躍リーディングカン
パニー認証企業」や、「大阪府男女い
きいき・元気宣言登録事業者」が参
加する合同企業説明会。
9/1（金）10:00～16:00

●子育て中のしごと応援セミナー
結婚・出産や育児と仕事を両立し、働
き続けられるよう、時短家事や夫婦
の家事分担、ワーク・ライフ・バラン
スなどをテーマにした、就職・継続就
業に役立つセミナー。 
9/1（金）10:30～12:00

●働く女性・働きたい女性のための
「お悩み」相談会
女性が働くうえで抱えるさまざまな
課題や悩みを解決するため、各分野
の相談機関が一堂に集まります。
9/1（金）・2（土）10：00～16：50

（受け付けは16:00まで）
市民局雇用・勤労施策課
6208-7351　 6202-7073

大阪市では、女性が能力を十分に発
揮し活躍することが大阪の成長につ
ながることから、女性の活躍促進に

積極的に取り組んでいます。働く女
性に、自らの仕事や生活に根差した
提案を行ってもらい、施策に活かして
いくため、企業・経済団体と市の女性
職員が参加する、官民協働のプロ
ジェクトチームを設置しました。本
チームでは、キャリアアップや、仕事
と子育てや介護との両立など、働く
女性を支援し、活躍を促進するため
の方策について検討し、市長に施策
提言を行います。
市民局男女共同参画課
6208-7655　 6202-7073
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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
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    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。
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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

大阪市長と大阪府知事は、6/9に大
都市制度（特別区設置）協議会を設
置し、第1回協議会を6/27に開催し
ました。この協議会は、市長、知事、
大阪市会議長・議員9人、大阪府議
会議長・議員9人の20人で構成さ
れ、今後、大阪にふさわしい新たな
大都市制度の具体的な制度設計を
行うため、議論を進めます。
副首都推進局制度企画担当
6208-8859　 6202-9355

 大都市制度（特別区設置）
協議会の設置・開催


