
１０/１から産婦健康診査事業を開始します

　9月中旬以降に妊娠の届け出をされる方には、お住まいの区の保
健福祉センター窓口で受診票を交付します。それまでに妊娠の届
け出をされた方には、9月下旬にご自宅へ受診票を送付します。10
月になっても受診票が届かない場合は、お住まいの区の保健福祉
センターまでお問い合わせください。
こども青少年局管理課　 6208-9966　 6202-6963

市内在住で、平成29年10/1以降に出産される方
健診2回分 各5000円まで
問診、診察、体重測定、血圧測定、尿検査、こころの健康
チェック
大阪市が委託する大阪府内の産科・産婦人科医療機関
及び助産所
大阪市産婦健康診査受診票、母子健康手帳

対 象 者
公費負担額
健 診 項 目

実 施 機 関

お持ちいただくもの

　大阪市では、産後2週間および産後1ヵ月の
産婦健康診査に対し、公費負担を開始しま
す。産婦のからだとこころの健康状態を確認
することで、産後の初期段階における母子へ
の支援を強化し、妊娠期から子育て期にわた
る切れ目のない支援体制の確保を図ります。

お知らせお知らせ

募　　集募　　集

受給対象者で、申請がまだの方は、申請
書に必要事項を記入・押印のうえ、必要
書類を添えて返信用封筒で送付してく
ださい。締め切りを過ぎると一切受け付
けができません。なお、書類の添付漏れ
等により返送された場合も、期限内の提
出が必要です。返信用封筒は料金後納
のため到着に日数を要することがあり
ますので、お早めに投函してください。
10/3
給付金コールセンター
6461-1600　 6461-1585

幼稚園等への入
園について、次の
とおり募集しま
す。対象は3～5
歳児（平成２４年 
４/２～平成２７年４/１生まれの方）。①市立
幼稚園※3歳児は一部の園で募集②私立
幼稚園※満3歳児は一部の園で募集③認
定こども園（教育標準時間認定）
願書交付①10/2～11（受け付け

10/17まで）②9/1～（詳しくは各園に
お問い合わせください）③各園にお問
い合わせください
こども青少年局管理課
6208-8165　 6202-6963

平成29年6月に決定された市民税額に
より、幼稚園・保育所等の保育料等が、9

月分から変わる場合があります。なお、
多子世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯
等で、保育料の負担軽減を新たに受け
られる場合があります。変更となる方に
は、園等を通じて変更決定通知をお渡し
しています。
こども青少年局保育企画課
6208-8106　 6202-6963

大阪市では中学
校給食を、温かく、
アレルギー等にも
柔軟に対応できる
学校調理方式へ
順次移行していま
す。今年の２学期からは新たに２９校を加
えた約半数の中学校が調理方式となり、
平成３１年２学期には市内の全中学校で
実施する予定です。学校調理方式では、
近隣の学校で調理した給食が配送され
るか、自校で調理するため、温かく、おか
わりもできるなど、生徒に好評です。今
後も献立を工夫し、中学生の食育の充
実を図ります。
教育委員会学校給食課
6208-8944　 6202-7052

結核は過去の病気ではありません。平
成27年には全国で1955人の方が亡く
なっています。特に大阪市は結核罹患率
が高く、全国平均の約2.4倍となってい
ます。結核の症状は風邪とよく似ていま
すので、せきやたんなどの症状が続く場
合は早めに医療機関を受診してくださ
い。また、各区の保健福祉センターで無
料の結核健診を実施していますのでご
利用ください。

大阪市保健所感染症対策課
6647-0653　 6647-1029

10月の里親月間に先立ち、里親制度へ
の理解を深めていただくため、9/23
（土・祝）のキンチョウスタジアムでの試
合開始前に、オーロラビジョンでセレッ
ソ大阪の選手による応援メッセージを
放映するほか、セレッソ大阪と作成した
うちわを入場者に配布します。（入場に
は料金がかかります）
こども青少年局こども家庭課
6208-8032　 6202-6963

新たな大都市制度の一つである総合
区制度について、事務分担や組織体
制、区役所の位置などの詳細を取り
まとめた素案を作成しました。その広
報紙を9月下旬に新聞折り込み（朝
日、産経、日本経済、毎日、読売、大阪
日日）でお届けするとともに、区役所
や大阪市サービスカウンター（梅田・
難波・天王寺）、図書館等でも配布し
ます。なお、市内在住で点字版や個別
配布をご希望の方は、電話かファック
スでお申し込みください。
副首都推進局戦略調整担当
6208-8876　 6202-9355

臨時福祉給付金（経済対策分）の申
請期限が迫っています

平成30年度の幼稚園等園児募集の
お知らせ

幼稚園・保育所等に通う子どもの
保護者の皆さんへ

9/24～30は結核予防週間です

北方領土問題に対する関心と理解を

総合区の素案に関する広報紙を
お届けします

セレッソ大阪と里親制度普及啓発を
行います

学校調理方式による中学校給食が
拡大します

歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島の、い
わゆる北方領土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を実現し

て、日露間に真に安定した友好関係を確
立するためには、私たち一人ひとりが北
方領土問題に対する関心と理解を深
め、ねばり強く返還を求めていくことが
大切です。
総務局総務課
6208-7412　 6229-1260

若者が働きや
すい環境づく
りに取り組む
企業20社によ
る合同説明会。
しごとに役立
つセミナーや模擬面接も実施。対象は府
内在住の概ね34歳以下の方。内容は
「キャリアデザインOSAKA（キャデオ）」運
営事務局（株式会社学情） 6346-6303
へお問い合わせください。
9/21（木）11:00～16:00
梅田センタービル
市民局雇用・勤労施策課
6208-7351　 6202-7073

10月から、古紙・衣類の持ち去り等を
行った違反者に対しては、指導、勧告、命
令と段階を経たうえで、5万円以下の過
料を科します。また、古紙・衣類の譲り受
けを行った違反者に対しては、指導や勧
告を行います。いずれも正当な理由なく

命令や勧告に従わないときは、氏名等を
公表する場合があります。
環境局家庭ごみ減量課
6630-3259　 6630-3581

平成31年10月から消費税の軽減税率
制度が導入され、商品や購入方法によっ
て異なる税率が適用されます。各税務
署では、平成29年9月以降、随時、軽減
税率制度説明会を開催します。開催日
程や定員など詳しくは、国税庁のホーム
ページをご覧ください。
財政局管理課
6208-7773　 6202-6953

契約管財局の事務室が、ＯＲＣ200（港
区）から大阪産業創造館に移転しまし
た。業務内容については、変更ありませ
ん。新事務室：中央区本町1-4-5 大阪産
業創造館7、8、9、11階
契約管財局契約課
6484-7030　 6484-7990

【新規】①（仮称）ライフ西淡路店（東淀川
区）②（仮称）ライフ鶴見今津北店（鶴見
区）【変更】③大阪マルビル（北区）④南
海ターミナルビル（中央区）⑤高見プラ
ザ（此花区）⑥（仮称）ラ・ムー北津守店
（西成区） 縦覧と意見書の受け付け：

①12/4まで②～⑥11/14まで
経済戦略局産業振興課または①東淀

川区役所総務課（総合企画）、②鶴見区
役所総務課
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

「古紙・衣類」の持ち去り等を行った
違反者への罰則規定が施行されます

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

若者のための「しごと応援フェア」

消費税の軽減税率制度説明会

契約管財局の事務室移転

市職員採用試験を実施します
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。資格などの詳細は、 でご確認く
ださい。 第1次試験日10/8（日）
9/1 9:00～9/11 12:00に原則

として で。
大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

試験区分

社会福祉
[社会人経験者]

事務行政
（26～34歳） 40人程度

35人程度

採用予定者数

司書 5人程度
保育士A

[大学卒程度] 10人程度

保育士B
［短大卒程度］ 30人程度
※大学卒（見込み）の方は
　受験できません

米粉のビーフカレーライス
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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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