
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。

重大な児童虐待ゼロへ

Osaka Metro・大阪シティバス
運賃改定のお知らせ
消費税率引き上げに伴い、10/1から地
下鉄・バスの運賃改定を予定していま
す。詳しくはOsaka Metroホームペー
ジをご覧ください。
Osaka Metro・シティバス案内コール
6582-1400　 6585-6466

大阪北部地震義援金の申請を
受け付けています
一部損壊の住宅被害がある市民税非課
税世帯のうち、障がい者手帳所持者を含
む世帯または、ひとり親世帯からの義援
金申請を来年3/31まで受け付けていま
す。該当の方は各区役所へお問い合わせ
ください。
市民局地域力担当
6208-7427　 6202-7073

保護者説明会を行うなど、理解を得なが
ら進めます。
こども青少年局保育所運営課
6208-7574　 6202-9050

道路等に面したブロック塀の
撤去費用などを補助します

ブロック塀の撤去や撤去後の軽量フェン
スなどの設置にかかる費用の補助を行っ
ています。今年度に限り、補助限度額と
補助率を引き上げています。申請期限な
ど詳しくはお問い合わせください。
都市整備局耐震・密集市街地整備受

付窓口
6882-7053　 6882-0877

「がん予防キャンペーン大阪2019」
講演会

「増えている子宮がん・乳がん！大切な検
診と適切な治療」をテーマに、検診の必
要性やがんについての正しい知識を学
べます。定員300人（先着順）。
10/12（土）13:00～16:00
ドーンセンター（中央区）
10/4
ハガキまたはファックスで、住所・

氏名・電話（ファックス）番号・年齢・性別
を書いて、〒536-8588 城東区森之宮
1-6-107、（公財）大阪府保健医療財団 
大阪がん循環器病予防センター調査室へ。
6969-0676　 6969-0676

9/10～16は
「自殺予防週間」です

環境影響評価に関する
事後調査報告書の縦覧
梅田1丁目1番地計画の事後調査報告書
9/30まで

市長の資産等報告書の閲覧

9/17から市長の就任時に有する資産等
に関する報告書がご覧いただけます。概
要は からもご覧いただけます。

総務局総務課
6208-7412　 6229-1260

環境局環境管理課
6615-7938　 6615-7949

区長（9人）、健康局長（1人）の職を募集し
ます。合格者は来年4/1採用予定。対象
は組織マネジメントの経験があり、地方
公務員法第16条〈欠格事項〉に該当しな
い方。詳しくは をご覧ください。
9/20

に掲載の申込書等を送付・持参
で、人事室人事課へ。
6208-7511　 6202-7070

大阪市区長・所属長（局長）

合格者は来年4/1採用予定。受験資格な
ど詳しくは、 をご覧ください。

市職員

①親と子の健康回復教室

②ぜん息児童の健康回復セミナー
「スポーツ体験」

①野外活動や
学習を通じて、
ぜん息の正し
い知識や健康
管理方法を学
びます。対象は
市内在住の5歳～小学2年生で、気
管支ぜん息と診断されている児童
とその保護者。定員20組40人。
10/13（日）9:30～17:00
和泉市立青少年の家 ※集合：

天王寺あべちか21号階段前広場
9/27

②セレッソ大阪「子どものサッカー
スクール」コーチによるサッカー体
験を通じて、運動の楽しさを知り、
ぜん息の自己管理方法を学びま
す。対象は市内在住の小学3～6
年生で、気管支ぜん息と診断され
ている児童。定員20人。
11/23（土・祝）13:30～16:00
明治スポーツプラザ浪速ス

ポーツセンター（浪速区）
11/8

①② ・電話または区役所・
保健福祉センター等で配布（ に
も掲載）する参加申込書に必要事
項を書いて、送付・ファックス・
で、〒545-0051 阿倍野区旭町
1-2-7-1000あべのメディックス
10階、大阪市保健所管理課へ。
6647-0648　 6647-0718

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
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。
9/24（火）16:00～19:00
イオンモール鶴見緑地
こども相談センター
4301-3156　 6944-2060

里親相談会

令和2年度入園の
幼稚園等園児募集のお知らせ

対象は3～5歳児
（平成26年4/2～
平成29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※一部の園では満3歳
児から募集③認定こども園（教育標準
時間認定）。
願書交付①10/1～10（受け付け

10/16まで）②③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

台風による短時
間で非常に強い
雨など、降り方に
よっては浸水す
るおそれがあり
ます。浸水によ
る被害を軽減す
るために、避難場所を事前に確認してお
く、降雨情報提供サービス・防災情報
メールを活用するなど、日ごろから備え
ておきましょう。
浸水対策：建設局調整課
6615-7597　 6615-7690

大雨に対する注意喚起、降雨情報提供
サービス等：建設局施設管理課
6615-6484　 6615-6583

大雨に備えましょう

市立保育所の民間委託・
民間移管を予定しています

再編年度現在の運営 再編内容保育所名

令和4年度
（当初）民間委託

大阪市
天王寺

（天王寺区）
令和4年度
（途中）

（建替）
民間移管

購入対象となった方には、順次購入引換券を
お送りします。

大阪市プレミアム付商品券

2016年4月2日から
2019年9月30日までに生まれた
お子さんのいる世帯主の方

購入引換券の送付
申請書（申請期限：12/2）の審査後、

9月下旬より順次

購入引換券の送付
9月下旬より順次

住民税非課税の方

大阪市プレミアム付商品券事務センター　 6462-7007　 6462-7050
おかけ間違いが多数発生しております。お電話の際はご注意ください。

期間中、①街頭啓発キャンペーンと②24時
間対応の集中電話相談（ 0570-064-556）
を実施します。
①9/10（火）8:00～9:00
②9/30（月）17:00まで
①  R京橋駅北口周辺
こころの健康センター
6922-8520　 6922-8526

第1次試験10/6（日）
9/2 9:00～9/12 12:00に原則 で。

大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

試験区分

都市建設
［主に土木］

技術
［大学卒程度］

事務行政（26歳～34歳）

社会福祉［社会人経験者］

15名程度

35名程度

10名程度

採用予定者数

対象は定期募集および11月「親子近居
回選落の）分施実降以年82成平（」集募

数が11回以上の方（公営住宅・改良住宅
のものに限る）。申し込みには収入など
の条件があります。
9/11（水）～13（金）・18（水）・20（金）

の10:00～15:00（12:00～13:00を
除く）に大阪市住まい公社で受け付け。
9/11～20に住情報プラザ、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。
大阪市住まい公社募集担当
6882-7024　 6882-7021

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）
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