平成31年4月
編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

6 06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※56 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

G20大阪サミット 6月28・29日開催！
0日時・期間 1 会場 = 費用 2 締め切り 3申し込み
4 問い合わせ 8 大阪市ホームページ 7 Eメール

記号の見方

:〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20 大阪市役所内
5 6 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

講座・催し等で特に記載のないものは、
「 無料、申し込み多数の場合は抽選、
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、
返信用あて先の住所・氏名をお忘れなく。
費用について、
複数区分ある場合は、
「○○円ほか」
としています。
掲載記事の問い合わせ先は4/1以降のものです。

Twitter

業者との協働により市税を投入することなく発
行しています。10月末の発行に向け、大阪市発

■麻しん風しん
（ＭＲ）
ワクチン
昭和37年4/2〜昭和54年4/1生まれ
の男性で、風しんの抗体価が低い方は、

区役所業務の格付けを
実施しました

合わせください。

ました。
詳しくは8をご覧ください。

■高齢者の肺炎球菌ワクチン

4市民局区行政制度担当

6 6202-7073

円です
（生活保護受給

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

者および市民税非課

【新規】
（仮称）
デイリーカナートイズミヤ花園

3/31に①65歳、70歳、75歳、80歳、85
歳、90歳、95歳および100歳以上となる
方②60歳以上65歳未満の方で、心臓・じ
ん臓・呼吸器の機能やヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障がいのある
方
（過去に接種を受けた方は除く）
。

店
（西成区）
0縦覧と意見書の受け付け：7/16まで

大阪市民で①妊娠を希望する女性②妊婦の
配偶者または妊娠を希望する女性の配偶者
は、
4月から取扱医療機関にて無料で受検でき
ます
（風しんにかかったことがある方や予防接
種がお済みの方などは除く）
。なお、
各区保健
福祉センターでの検査は3/31で終了します。
4大阪市保健所感染症対策課
56647-0656

6 6647-1029

妊婦健康診査の助成を拡充します

6 6614-0190

以下の案は、区役所、市民情報プラザ（市

4こども青少年局管理課
56208-9966

6 6202-6963

不妊に悩む方への支援を
拡充します
4月以降に特定不妊治療のうち精子を精巣等か
ら採取する手術を行った場合、
初回治療の助成
上限額を15万円から30万円に引き上げます。助

夢洲の都市計画変更に係る素案

以降実施分)の落選回数が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

除く）
に大阪市住まい公社で受け付け。4/17
〜25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

56882-7024

資格など詳しくは8をご覧ください。
34/2 9：00 〜 4/19 12：00に原則 8で。
試験区分
採用予定者数
事務行政(22〜25歳)[大学卒程度] 130名程度

新たな「 路 上 喫 煙 禁 止 地 区 」
（北区JR大阪駅・阪急梅田駅周
辺地域、天王寺区・阿倍野区天
王寺駅周辺地域）
の指定
（案）

大学卒程度技術
（22〜29歳）

0閲覧・応募期間：4/4〜5/7

社会人等技術
（30〜34歳）

56630-3228

6 6630-3581

第9回大阪マラソンランナー

る国内最大級のマ
ラソン大会のラン
ナー。今年は大阪
城公園がフィニッシュとなる新コースで開催。
012/1
（日）

56208-8158

6 6202-2710

都市建設
［主に土木］

30名程度

建築
20名程度
機械 電気 造園 各５名程度
数名程度
化学
大学卒程度社会福祉（22〜32歳） 45名程度

国内外の有
力選手が多
数出場する
国際大会の
観 戦 チケッ
トを、
2,500
組5,000人
にプレゼン
ト。対象は市
内在住・在勤・在学の方。
05/19
（日）
1ヤンマースタジアム長居

業務管理棟9階、
経済戦略局スポーツ課
「セイ
コーゴールデングランプリ陸上」
係へ。
56469-3883

6 6469-3898

中央図書館 休館（蔵書点検等のため）
04/11
（木）
〜18
（木）
4中央図書館
56539-3326

04/27
（土）
〜5/6
（月・休）

9：00〜18：00
（入館は17：30まで）

10名程度

4大阪城天守閣

建築
機械 電気

数名程度
各５名程度

56941-3044

５名程度
数名程度

4大阪市人事委員会

6 6231-4622

2020年4/1採用予定
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。
0第1次選考日：7/6
（土）

34/1〜5/7に願書受け付け。8または、区役

6 6539-3336

大阪城天守閣GW開館延長

都市建設
［主に土木］

都市建設
短大・高専卒程度 ［主に土木］
技術（20〜21歳）
建築

56208-8545

セイコーゴールデングランプリ陸上
2019大阪観戦チケット

を書いて、
〒553-0005 福島区野田1-1-86

2020年4/1採用予定 市職員

6 6231-3752

4環境局事業管理課

4こども青少年局青少年課

348または往復ハガキで、
住所・氏名・電話

0第1次試験日：5/19
（日）

1此花区民一休ホール

※雨天中止
（小雨決行）

番号・市内在勤・在学の方は勤務先名、
学校名

6 6882-7021

定員300人
（当日先着順）
。
04/21
（日）
10：30〜

1大阪城公園太陽の広場、
野球場

25/6

日本国籍を有しない方も受験できます。受験

■素案にかかる説明会

の名所を駆け抜け

生活ガイドブック
「くらしの便利帳」
は、民間事

6 6606-1638

0閲覧・応募期間：4/1〜5/8

3万2千人が大阪

大阪市くらしの便利帳の
広告を募集します

56606-1631

4大阪市住まい公社募集担当

4こども青少年局管理課

6 6202-6963

4大阪市障がい者スポーツ大会事務局

込みのしおりをご覧ください。

成を受けるには所得などの要件があります。
56208-9966

1長居障がい者スポーツセンターほか

田・難波・天王寺）などで配布、または8
でもご覧いただけます。
ご意見は、送付・

04/21
（日）
10:00〜15:00

05/3
（金・祝）
・11
（土)・18
（土）
・19
（日）
・26
（日）

役所1階）、大阪市サービスカウンター（梅

ファックス・7・持参でお寄せください。

ど、家族や友だちと楽しく遊べるイベント。

くは8をご覧ください。

34/17（水）
・19（金）
・22（月）
・24（水）
・25

56208-7898

の保健福祉センターへお問い合わせください。

住の満13歳以上で障がい者手帳等の交付を

（木）の10：00〜15：00（12：00〜13：00を

ご 意 見をお聴かせください

こどもカーニバル2019

受けている方。競技種目、申込方法など詳し

は収入などの条件があります。

4都市計画局開発計画課

ています。届いていない場合は、
お住まいの区

ねたスポーツ大会への出場者。対象は市内在

対象は定期募集および11月募集(平成28年

妊婦健康診査の超音波検査にかかる費用負担

を受け取られていない方には、
ご自宅へ送付し

10月に開催される
「第19回全国障害者ス
ポーツ大会」
の大阪市代表選手の選考会を兼

4経済戦略局産業振興課

回数を4回から8回に拡充します。3月中旬まで
に妊娠届を出された方で、
窓口で追加の受診票

第19回大阪市
障がい者スポーツ大会の出場者

総務課

56615-3784

6 6202-7053

子どもたちの演奏や、工作・体験コーナーな

6 6445-0004

1経済戦略局産業振興課または西成区役所

6 6647-1029

無料で風しん抗体検査が
受けられます

56208-9123

市営住宅の入居者
（11回以上落選された方向け）

4大阪市保健所感染症対策課
56647-0656

4教育委員会教職員人事担当

34/5 10：00 〜 5/17 17：00にホーム

56445-3978

6 6227-9090

1大阪市教育センター

=10,800円ほか

56208-7251

年度の各区の窓口サービスの格付けを行い

税世帯の方は免除）
。対象は4/1〜来年

4/20
（土）
13:30〜

1大阪府庁前スタート

4大阪マラソンコールセンター

区民サービスの一層の充実に向けて、
平成30

と、自己負担が4,400

04/10
（水）
・19
（金）
18:30〜、

※LINEの利用にはアプリのダウンロードが必要です。

4政策企画室広報担当

56208-9861

●受験説明会

LINE@

ページで。

果が必要ですので取扱医療機関へお問い

までに接 種 いただく

Facebook

者が広告募集を行います。

2022年3/31まで無料です。抗体検査結

対象の方は来年3/31

寺）
などで配布する受験案内をご覧ください。

タイムリーな情報も続々配信中！

行の身分証を持った
（株）サイネックスの担当

予防接種を受けましょう

所、
大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王

掲載している記事の情報は、
8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

6 6941-2197

違法民泊かな？
通報窓口

と思ったら

56647-0835（平日9：00〜17：30）

7ryokan2016@city.osaka.lg.jp
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」
（まずは一報 なにわっ子）

9 0120‐01‐7285

にお電話ください。

