
重大な児童虐待ゼロへ

記号の見方
掲載している記事の詳細は、 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。

タイムリーな情報も続々配信中！

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
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

● 、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どなし催・座講
　締め切りは当日必着」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、返信用宛先の住所・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

ホームページ

FacebookTwitter LINE

※LINEの利用にはアプリのダウンロードが必要です。

ひとり親家庭医療費助成制度の
所得判定月がかわります
今年度から新規申請の場合、1～9月は
前々年所得、10～12月は前年所得で判
定します。7～9月は判定する所得がこれ
までと異なりますので、申請の際はご注
意ください。申請は各区役所のひとり親
家庭医療助成担当へ。
こども青少年局こども家庭課
6208-7971　 6202-4156

喫煙を可能とする飲食店は
届け出をしましょう
来年4月から、飲食店は原則屋内禁煙に
なります。喫煙を可能とする飲食店は、
届け出をするか、喫煙ブースの設置など
基準を満たした対策をとる必要がありま
す。7/8から各生活衛生監視事務所にて
受け付けを開始します。
受動喫煙防止対策コールセンター
6244-7600　 6244-7077

大阪市サービスカウンターの休業と
証明書コンビニ交付サービスの休止
8/4（日）は大阪市サービスカウンター
と証明書等のコンビニ交付サービスが
終日ご利用いただけません。ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解ご協力をお願い
します。
市民局住民情報担当
6208-7337　 6202-7073

ててくださる里親を募集しています。里
親制度や登録方法について個別に説明
します。お気軽にお立ち寄りください。
7/7（日）13:30～16:30
イオンモール大阪ドームシティ店
こども相談センター
4301-3156　 6944-2060

高齢者実態調査に
ご協力ください
高齢者の状況やニーズを把握し、今後の
高齢者施策に活用していくため、調査を
実施します。無作為に抽出した①市内在
住の65歳以上の方1万8,000人、②要介
護（要支援）認定を受けており、今年1～3
月に介護サービスを利用した方5,200
人、利用しなかった方5,600人、③上記②
の介護者を対象に調査票を送付します
ので、ご協力をお願いします。
調査期間：7/31まで
①福祉局高齢福祉課
6208-8026　 6202-6964

②③福祉局介護保険課
6208-8028　 6202-6964

市技術職（高校卒程度）
採用セミナー

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7/5に発表予定。
7/25（木）

　①都市建設［主に土木］13:30～
　②機械・電気15:30～（各1時間程度）
市役所4階

　行政委員会事務局委員会議室
大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

合同公売を実施します

市税の滞納により各市税事務所が差し
押さえた不動産等の合同公売。
7/30（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

環境影響評価に関する
事後調査報告書の縦覧

大阪・中之島プロジェクトの事後調査
報告書
7/29まで
環境局環境管理課

6615-7938　 6615-7949
平成の大阪で起こっ
た出来事を切り口に、
大阪の歴史や文化に
ついてふりかえる講演
会。定員各回300人
（当日先着順）。
7月の毎週土曜14:00～16:00
中央図書館

6539-3302　 6539-3335

児童虐待の通告・相談は、24時間365日対応の

にお電話ください。

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

大阪連続講座
「平成の大阪をふりかえる」

里親相談会

さまざまな事情
により家庭で暮
らせない子ども
たちを、自身の
家庭に迎えて育

環境審議会委員

環境基本計画の進行管理など、各種施
策についての調査・審議を行う市民委
員。対象は市内在住の方。定員2人。任期
は11月から2年間。
7/31
詳しくは区役所、大阪市サービスカウ

ンター（梅田・難波・天王寺）などで配布（
にも掲載）する応募用紙をご覧ください。
環境局環境施策課
6630-3482　 6630-3580

大阪市住まい公社募集担当
6882-7024　 6882-7021

周辺景観の向上に資し、かつ景観上優れ
た建物やまちなみを推薦していただき、
特に優れたものを表彰する「大阪都市景
観建築賞（愛称 大阪まちなみ賞）」。
7/31
ホームページまたは市役所・区役所・

大阪市サービスカウンター（梅田・難波・
天王寺）などで配布する推薦ハガキ付き
リーフレットに必要事項を書いて、大阪
都市景観建築賞運営委員会へ。
都市計画局都市計画課
6208-7887　 6231-3753

第39回大阪都市景観建築賞
の推薦

公営住宅、中堅所得者層向け住宅「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。
7/17（送付の場合は消印有効）
7/3から または住情報プラザ、大阪

市サービスカウンター（梅田・難波・天王
寺）、区役所などで配布する申込みのしお
りをご覧ください。

市営住宅の入居者

いただいた寄附金は、指定された学校園
において子どもたちの教育環境の充実に
役立てます。
詳しくは に掲載（区役所でも配布）す

る申込書をご覧ください。

特定の市立学校園を指定した
寄附金を受け付けています

特定医療費（指定難病）
受給者証の更新
医療費助成を継続して受けるには、12/27
まで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
月下旬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

粗大ごみ収集の
受付電話番号がかわりました
携帯電話からのお申し込みが 0570-
07-0053に変更になりましたので、ご注
意ください。家庭電話からのお申し込み

（ 0120-79-0053）はこれまでとか
わりません。
環境局事業管理課
6630-3226　 6630-3581

大阪打ち水大作戦2019

ヒートアイランド
現象を和らげる
ため、9月にかけ
て市内各地で打
ち水イベントを行
いますので、ぜひ
ご参加ください。
イベントを実施す
る団体で、打ち水
用品の貸し出し
を希望する方は
からお申し込

みください。
環境局環境施策課
6630-3217　 6630-3580

6/1付けで、前都市計画局長の高橋徹が
新しく副市長に就任しました。
政策企画室秘書担当
6208-7236　 6202-6950

副市長の就任
とおる

①第3回②第4回は近畿大学教授の高橋
一夫さんによる「（仮）ⅠR誘致を地域振興
に活かすためには？」をテーマとした講
演。定員各100人（先着順）。
①7/24（水）14:30～16:30

　②8/9（金）14:30～16:30
①泉大津商工会議所

　②毎日インテシオ（北区）
①7/17 ②8/2

またはファックスに参加する回・
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。
6210-9236　 6210-9238

小学校・中学校・高等学校への寄附：
教育委員会総務課
6208-9079　 6202-7052

幼稚園への寄附：こども青少年局総務課
6208-8175　 6202-7020 

「知る、分かる、考える、
統合型リゾート（IR）セミナー」
（第3・4回）

野良猫を不妊去
勢して不幸な子
猫を減らすため
の取り組みや、
犬猫の譲渡推進
など、動物愛護
に関する事業を
支援いただくための寄附金を募集してい
ます。申込方法など、詳しくは をご覧く
ださい。
健康局生活衛生課
6208-9996　 6202-6967

動物愛護に関する寄附金を
募集しています
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