
・掲載記事の問い合わせ先は4/1以降
のものです。

医療費助成制度の自己負担超過分
の払い戻しについて申請先が変わ
ります
１か月に受けた保険診療の自己負担額
が所定の額を超えた場合の払い戻し
申請を、4月から「大阪市医療助成費
等償還事務センター」で一括して受け
付けます。

に掲載（区役所でも配布）する
申請書に必要書類を添えて大阪市医
療助成費等償還事務センターへ送付。
6351-8200 6351-8220

点字版・音声版「大阪市くらしの便
利帳（平成29・30年度 保存版）」を
配布します
視覚に障がいのある方向けの「大阪
市くらしの便利帳」を、ご希望の方へ
お送りします。

募　　集募　　集
お知らせお知らせ

電話かファックスで、住所・氏名・
電話番号（ファックス番号）・希望され
るもの（点字版・デイジーCD版のい
ずれか）を政策企画室広報担当へ。
6208-7254 6227-9090

区役所業務の格付けを実施しました
区民サービスの一層の充実に向けて、
平成29年度の各区の窓口サービスの
格付けを行いました。「挨拶」・「庁舎の
快適性」等、評価項目ごとの結果など、
詳しくは をご覧ください。
市民局業務調整グループ
6208-9861 6202-7073

大規模小売店舗立地法に基づく届
出書の縦覧等
【新規】EDGE心斎橋ビル（中央区）
縦覧と意見書の受け付け：7/9まで
経済戦略局産業振興課または中央

区役所区民情報コーナー
経済戦略局産業振興課
6615-3784 6614-0190

第8回大阪マラソンランナー
3万2千人のランナーが大阪の名所
を駆け抜ける国内最大級のマラソン
大会。コース、定員、費用（1万800円
ほか）等は種目により異なります。
11/25（日） 大阪城公園前スタート
4/6 10:00～5/11 17:00にホー

ムページで。 大阪マラソンコールセ
ンター 6445-3978 6445-0004

市営住宅の入居者（11回落選実績
保有者向け）
対象は定期募集（公営住宅・改良住宅）
および親子近居募集（平成28年以降実
施分）の落選回数が11回以上の方。申
し込みには収入などの条件がありま
す。 4/20（金）・23（月）・25（水）～
27（金）の10：00～15：00（12：00～
13：00を除く）に住まい情報センター
で受け付け。詳しくは、4/20～27に住
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

平成31年度市立学校・幼稚園教員
市立学校（小・中・高等学校）・幼稚園の
教諭、養護教諭、栄養教諭。 受験説明
会：4/11（水）・20（金）18:30～、
4/21（土）13:30～ 受験説明会：大
阪市教育センター または区役所、
大阪市サービスカウンター（梅田・難
波・天王寺）などで配布する受験案内を
ご覧ください。願書の受け付けは4/2
～5/7。 教育委員会教職員人事担当
6208-9123 6202-7053

平成30年度 市政モニター
市政に関するアンケートにご協力いた
だける市内在住の満18歳以上で、パソ
コン・スマホ・タブレット端末でイン
ターネット・Eメールを使える方。定員
800人。任期は平成31年3/31まで。
4/1～30に で。 市政改革室マ

ネジメント改革担当 6208-9757
6205-2660

大阪城さくら満開の会
市民の皆さんからの寄附金で大阪城公
園に桜を植樹するプロジェクトを4月上
旬からスタートします。募金は1口1万
円で、「大阪市ふるさと寄附金」として
募集し、寄附特典として、募金にご協力
いただいた方の氏名等を記載したプ
レートを掲示します。 募集は2年間の
予定（目標金額に達した時点で募集を
停止）。 大阪市総合コールセンター
4301-7285 6373-3302

特別展「恐竜の卵～恐竜誕生に秘
められた謎～」
恐竜の卵や巣の実
物化石をはじめ、そ
れらの親や幼体の標
本などを一堂に展
示。恐竜の産卵から
孵化までの過程など
も、最新研究をふまえて紹介。 5/6
（日）まで9：30～17：00（入館は16:30
まで）月曜休館（4/2（月）・30（月）は開
館） 大人1,300円ほか 自然史博
物館 6697-6221 6697-6225

こどもカーニバル2018
クラフト工作やゲームなど、子どもた
ちが家族や友だちと楽しく遊べる多彩
な催しを実施。 4/22（日）10:30～
15:00 大阪城公園太陽の広場、野
球場※雨天中止（小雨決行） こども
青少年局青少年課 6208-8158
6202-2710

ジュニア・レスキューチャレンジ
子ども用救助服を着て、色々な障害物
を乗り越える「障害突破チャレンジ」や
「ロープ渡り」の体験など、楽しみなが
ら防火防災について学べます。 5/3
（木・祝）～6（日）10:00～16:00（受け
付けは15:30まで） 阿倍野防災セ
ンター 6643-1031 6643-1040

第67回 黒鷲旗全日本男女選抜バ
レーボール大会観戦チケット
日本三大大会のひとつである大会を大

3/7～８にかけて、BIE（博覧会国際
事務局）調査団が会場となる夢洲な
ど大阪を視察されました。
８日には、道頓堀で地域主催のイベ
ントを通じて市民の万博開催に対す
る熱意をアピールしました。

１１月の開催地決定に向けて、
皆さんの会員登録を
お待ちしています！

EXPO2025 検  索経済戦略局万博誘致推進室  6615-3036 6615-7433

大阪市役所での歓迎の様子

吉村市長・松井府知事を表敬

2025年万博を大阪・関西へ 開催地決定まで残り8ヵ月

阪で開催。5/1（火）・5/5（土・祝）の観
戦チケットを各日100組200人にプレ
ゼント。対象は市内在住・在勤・在学の
方。 4/30（月・休）～5/5（土・祝）
丸善インテックアリーナ（中央体育館）
4/12 または往復ハガキ

で、住所・氏名・電話番号・観戦希望
日・市内在勤・在学の方は勤務先名、
学校名を書いて、〒553-0005 福島
区野田1-1-86 業務管理棟9階、経済
戦略局スポーツ課「黒鷲旗バレー
ボール大会チケットプレゼント」係へ。
6469-3883 6469-3898
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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。

。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　 費用　 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、 のおおさか掲示板
掲載ホームページ一覧で
ご覧いただけます。

おおさか掲示板 検索
ホームページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook

日本初開催の「G20サミット首脳
会議」開催地が大阪に決定。
2019年に約35か国・機関が大阪
に集います。
経済戦略局国際担当
6615-3757　 6615-7433

違法民泊かも？と思ったら「違法民
泊通報窓口」へ。
6647-0835（平日9：00～17：

30） 6647-0733 から で
も受け付けます。

会場予定地：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）

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。

催　　し催　　し

プレゼントプレゼント

情報クリップ情報クリップ
中央図書館 休館（蔵書点検等
のため）
4/12（木）～19（木）
中央図書館 6539-3326
6539-3336

大阪城天守閣 ゴールデンウ
イーク開館延長
4/28（土）～5/6（日）9：00～

18:00（入館は17:30まで）
大阪城天守閣 6941-3044
6941-2197

市職員（事務行政、技術および
社会福祉）
合格者は平成31年4/1採用予定。
日本国籍を有しない方も受験でき
ます。受験資格などの詳細は、
でご確認ください。 第1次試験
日：5/20（日） 4/3 9:00～4/20 
12:00に原則として で。

大阪市人事委員会
6208-8545 6231-4622

110人程度

20人程度

5人程度
5人程度
5人程度
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造園

大学卒程度社会福祉（22～32歳）

試験区分 採用予定者数


