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大阪市民のみなさんへ 子どもの教育・医療 無償化へ

面積…225.21㎢　人口…2,725,006人　世帯数…1,412,983世帯 　平成30年10月1日現在（推計）

掲載している記事の情報
は、7の「大阪市民のみな
さんへ」掲載ホームページ
一覧でご覧いただけます。 ホーム

ページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook

必日当はり切め締、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
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

1日時・期間　2会場　3費用　4締め切り　5申し込み　6問い合わせ
7大阪市ホームページ　8Eメール
9〒  大阪市北区中之島  大阪市役所内
0a特に記載のないものは市外局番「 」です。
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（まずは一報 なにわっ子）

児童虐待の通告·相談は、
24時間365日対応の

通報窓口
06647-0835（平日9：00～17：30）
8ryokan2016@city.osaka.lg.jp

違法民泊かな？

と思ったら

「児童虐待ホットライン」
　   0120‐01‐7285
にお電話ください。

ブロック塀等の撤去や撤去後の軽量フェンス

道路等に面したブロック塀の
撤去等費用を補助します

大都市制度（特別区設置）協議会の議論の内
容をお知らせする広報紙を、12月上旬に新聞
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、市内在住で新た
に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。
6副首都推進局戦略調整担当　
06208-8876　a6202-9355

「大都市制度（特別区設置）協議会だより」
（第6号）をお届けします

大阪を代表する繁華街・北新地エリアにおい
て、市民や大阪を訪れる方が安心して通行・
利用できるよう、悪質な客引き行為等への
巡回・指導などの取り組みを実施します。
6市民局地域安全担当　
06208-7317　a6202-7073

北新地を「客引き行為等適正化
重点地区」に指定しました

障がい者福祉についての理解を深めるた
展品作の等」文作験体るげ広を輪の心「、め

示や、大阪ハートフル商店街の紹介などの
啓発活動を行います。障がいの有無にかか
わらず、誰もがお互いの人格と個性を尊重
し、安心安全な生活ができる社会を実現しま
しょう。
112/3（月）～7（金）
2市役所1階 正面玄関ホール

12/3～9は「障がい者週間」です

私たち一人ひとりが人
権の尊さを考え、すべ
ての人の「人権が尊重
されるまち」をみんな
で築いていきましょう。
専門相談員による人権

12/4～10は「人権週間」です

市内在住で来年度中学生の約5割を対象
に、学習塾や習い事などにかかる費用を月
額1万円まで助成しています。養育者とその
配偶者の所得による制限があります。申請
方法など詳しくは7をご覧ください。
4来年1/15
6大阪市塾代助成事業運営事務局　
06452-5273　a6452-5274

中学生を対象とした塾代助成事業の来年
4月からの利用申請を受け付けています

市税の滞納整理強化策として、平日夜間の
電話催告や訪問調査などを行うほか、財産
がありながら納税に応じていただけない場
合には、不動産・給与・預金などの差押えを行
います。なお、職員訪問の際は身分証明書
（徴税吏員証）を携帯していますのでご確認
ください。
6財政局収税課　
06208-7781　a6202-6953

12月は市税の滞納整理強化月間です

空家の管理を怠ると、安全、衛生等の面で地
域に悪影響を及ぼします。我が家の活用や空
家になった時の管理について、事前に考えま
しょう。空家の適正管理については、7または
各区役所に配架している「空家ハンドブック」
をご覧ください。
6都市計画局建築企画課
06208-8759　a6202-6960

空家を適正に管理しましょう

ギャンブル等依存症の予防をテーマとした
講演。定員100人（先着順）。
1来年1/17（木）14：30～16：30
2大阪大学中之島センター
41/15
567またはファックスに、「第3回」・住所
（事業者の方は会社名と所在地）・氏名・電話
番号・参加人数を書いて、ⅠＲ推進局推進課
へ。参加にあたって配慮が必要な方は、事前
にお知らせください。
06210-9236　a6210-9238

「ギャンブル等依存症予防セミナー」
（第3回）

鶴（店見鶴阪大スモスコグッラド）称仮（】規新【
見区）
1縦覧と意見書の受け付け：来年3/11まで
2経済戦略局産業振興課または鶴見区役
所総務課
6経済戦略局産業振興課
06615-3784　a6614-0190

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

大阪市人権啓発
マスコットキャラクター
｢にっこりーな｣

市営住宅への入居者

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。
512/6（木）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、大阪市サービスカウンター（梅田・難波・
天王寺）などで配布する申込みのしおりをご
覧ください。

中学校生徒募集

■市立咲くやこの花中学校
募集分野は①も
のづくり（理工）
②スポーツ③言
語④芸術（美術・
デザイン）。対象
は市内在住で来
年3月に卒業見込みの小学生。定員各20
人。入学検定料2,200円。
1検査日：来年1/26（土）、27（日）9：00集合
2咲くやこの花中学校
5咲くやこの花中学校・教育委員会等で配
布する実施要項に掲載の必要書類を
12/26（水）、27（木）10：00～16：00に同
校へ持参。
6教育委員会学事課
06208-9114　a6202-7052
■市立水都国際中学校
来年4月に住之江区南港ポートタウンに開
校する、公設民営による併設型中高一貫教
育校。対象は市内在住で来年3月に卒業見
込みの小学生。定員80人。入学検定料
2,200円。
1検査日：来年1/26（土）、27（日）9：10集合
2市立東中学校、市立中央高等学校
5教育委員会で配布する実施要項に掲載
の必要書類を12/26（水）、27（木）10：00～
16：00に市役所地下1階第11共通会議室へ
持参。
6教育委員会教育政策課
06208-9747　a6202-7052

うめきた2期区域のまちづくりの目標で
ある「みどりとイノベーションの融合拠
点」の実現に向けた、シンポジウムと大学
などの最先端技術を体験できる展示会。
申込方法など詳しくはホームページをご
覧ください。
112/18（火）、19（水）10：00～17：00
2グランフロント大阪コングレコンベンショ
ンセンター

イノベーションストリームＫＡＮＳＡＩ

今年度は次の65人の皆さん（敬称略）
を表彰しました。

●社会公益功労…新井直樹、福本桂三
●区政功労…　野治、石田宏、石原正
美、市山博重、伊　美世子、宇野正也、
浦野睆次、小　タキ江、戸上　雄、中田
俊二、野川清美、野村好孝、福原和子、
前田起平、松坂正臣、三田和夫、美濃

田正則、米原俊夫 ●社会福祉功労…
宇田二三子、加藤雅男、黒田義博、西澤
祥淳、馬場畑美敏、松崎信司 ●産業経
済・消費生活功労…池田伸一、植田孝、
木内一貴、北林半司、松葉善治、安田惠
三、山田謹一郎、和田公男 ●環境・衛
生功労…芥川公昭、乾　夫、岡本伊津
子、岸直樹、横谷美千代 ●緑化功労…
山中弥 ●消防功労…有光幸紀、鴻池
一季 ●教育功労…小林良堂、佐々木
邦子、田島幸兒、辰巳正信、日髙眞理、
美島達平 ●スポーツ功労…大前千代
子、八町愼、平井健三郎 ●文化功労…
小堀純、小山実稚恵（本名：高橋実稚
恵）、鈴木美智子、東野治之、中村貞夫、
原田平作、福王茂十郎（本名：福王輝
幸）、水口一夫、もず唱平（本名：西垣正
樹）、吉田和生（本名：荻野恒利）
6政策企画室秘書担当
06208-7238　a6202-6950

大阪市市民表彰第53回

拉致問題は現在進行形の問
題です。市民一人ひとりが自
らの問題として、決して風化さ
せることのないよう声を上げ
取り組んでいきましょう。期間
中は、市役所などでブルーリ
ボンにちなんだブルーライトアップや啓発
パネル展等を実施します。
●啓発キャンペーン　
拉致問題啓発の取り組みの案内、ミニコン
サートなど。
112/10（月）17:00～18:00
2ＪＲ大阪駅5階 時空の広場
●映画「めぐみ  引き裂かれた家族の30
年」上映会
定員200人（当日先着順）。
112/16(日)14：00～16：00
2ピースおおさか
6市民局人権企画課
06208-7619　a6202-7073

12/10～16は「北朝鮮人権侵害
問題啓発週間」です

「路上喫煙禁止地
区」で喫煙をした
場合、1,000円の
過料が徴収されま
す。喫煙所で喫煙
するなど、マナー
を守りましょう。
6環境局事業管理課　
06630-3228　a6630-3581

2/1より中央区戎橋筋・心斎橋筋地域を
「路上喫煙禁止地区」に指定します

等の設置にかかる費用の補助を行っていま
す。平成30・31年度に限り、補助限度額と補助
率を引き上げ。なお、補助制度開始前（6/18
～7/26）に着手した工事の補助申請は
12/28まで。
6都市整備局耐震・密集市街地整備受付窓口
06882-7053　a6882-0877

相談（無料）は、06532-7830（なやみゼ
ロ）・a6531-0666までご連絡ください。
6人権啓発・相談センター　
06532-7631　a6532-7640

6福祉局障がい福祉課
06208-8071　a6202-6962

6大阪市住まい公社募集担当
06882-7024　a6882-7021

6うめきた2期みどりとイノベーションの融
合拠点形成推進協議会事務局
06131-4746　a6131-4754




