編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

面積…225.21㎢ 人口…2,722,098人 世帯数…1,409,717世帯

606-6227-9090

大阪市民のみなさんへ
記号の見方

平成30年6月1日現在
（推計）

子どもの教育・医療 無償化へ

0日時・期間 1 会場 = 費用 2 締め切り 3申し込み
8 大阪市ホームページ 7 Eメール
:〒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。

4 問い合わせ

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
ホーム
一覧でご覧いただけます。 ページ
タイムリーな情報も続々配信中！
Twitter

38/22
（水）
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、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。
4大阪市住まい公社
56882-7024

市職員

Facebook

66882-7021

合格者は平成31年4/1採用予定。受験資格

くらし

内在住で、10組程度
（当日先着順）
。

課へ。参加にあたって配慮が必要な方は、事

09/5
（水）

前にお知らせください。

16：00〜19：00

①「大都市制度（特別区設置）協議会
だより
（第5号）」
と②「総合区制度に
関する広報紙（第5号）」を
お届けします
①は8月下旬、②は9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）

56210-9236

1イオンモール
4こども相談センター
54301-3156

0第1次試験9/23
（日）

66210-9238

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

鶴見緑地店

【新規】①（仮称）中央区難波3丁目店（中央

66944-2061

区）
②
（仮称）
ホームセンターコーナン西本町店

街路樹の安全対策工事を
実施します

（西区）
③
（仮称）
阪急オアシス西区新町店
（西区）

でお届けするとともに、区役所や大阪市サー

舗装を持ち上げたり、交差点の見通しを悪く

ビスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、図書館

するなど、生活に支障となる恐れのある街路

0縦覧と意見書の受け付け：①②11/13まで
③11/27まで

1経済戦略局産業振興課または①中央区役所

等でも配布します。なお、市内在住で点字版

樹を植え替えます。皆さんのご理解、
ご協力

区民情報コーナー②③西区役所地域支援課

や個別配布をご希望の方は、電話かファック

をお願いします。

スでお申し込みください。

4建設局緑化課

4経済戦略局産業振興課

4副首都推進局戦略調整担当
56208-8876

66202-9355

若年ひとり親の
新たな家庭生活をサポートします

大阪市で児童扶養手当を受けていた25歳未
満のひとり親の方が、4/1以降に婚姻等
（事実
婚含む）
により資格を喪失された場合、月額2
万円を最長2年間支給します。支給には所得
による制限など条件があります。
34電話で、
こども青少年局こども家庭課へ。
56208-8034

66202-6963

証明書のコンビニ交付サービス
を休止します

8/18
（土）
、9/1
（土）
は住民票の写しや印鑑
登録証明書等のコンビニ交付サービスが終
日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。

里親相談会

66469-3895

8月は
「大阪市ワーク・ライフ・
バランス推進月間」

66202-7073

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
法などについて個別に説明します。対象は市

66614-0190

お知らせ

大 阪 市では、性 別・
年齢などにかかわら

はぼ まい ぐん とう

き方、生き方を選択

しこ たん とう

くな しり とう

えと ろふ とう

北方領土
（歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島）

8で
（ただし、身体障がい者を対象とした採
用試験は送付による申し込みができます）
。

試験区分
採用予定者数
事務行政
（18歳〜21歳）
10人程度
[高校卒程度]
都市建設
[主に土木]
機械
電気
（男）
Ⅰ
消防吏員Ｂ
［高校卒程度］ （女）
Ⅰ
保育士A
［大学卒程度］
保育士B
［短大卒程度］
司 書
学校事務[高校卒程度］
事務職員身体障がい者対象
[高校卒程度]
高校卒程度
技
術

10人程度
数人程度
数人程度
30人程度
数人程度
10人程度
20人程度
数人程度
15人程度
5人程度

56208-8545

66231-4622

「大阪市立学校部活動支援
人材バンク
（部活動指導員）」登録者

できる社会をめざし

は、我が国固有の領土です。
しかし、いまだに

ており、官民一体で

ロシアによる不法占拠が続いています。国民

非常勤嘱託職員として、市立中学校の運動部

ワーク･ライフ･バランスの推進を呼びかけて

全ての願いである北方領土の早期返還の実

と吹奏楽部において、技術的な指導や学校外

います。働く時間と家庭の時間、趣味や地域

現に向け、8月の北方領土返還運動強調月間

での活動の引率等を行う部活動指導員の登

活動などを楽しむ時間が調和する生活を送れ

にあわせて、市民の皆さんの理解と認識を深

録者を募集します。資格など詳しくは8をご

るよう取り組んでいきましょう。

めていただけるよう、
パネル展を開催します。

覧ください。

4市民局男女共同参画課

08/13
（月）
〜24
（金）

348から登録申請書等をダウンロードし、

56208-7655

66202-7073

「知る、分かる、考える、
（第4回）
統合型リゾート（ⅠR）セミナー」

募

28/27

348またはファックスで
「第4回」
と明記し、
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

②小中一貫校 むくのき学園
（啓発小学校・中島中学校）

9/ 4
（火） 13：00〜15：25

③いまみや小中一貫校
（新今宮小学校・今宮中学校）

9/ 6
（木）

④咲洲みなみ小中一貫校
（南港みなみ小学校・南港南中学校）

9/12
（水）

⑤日本橋小中一貫校
（浪速小学校・日本橋中学校）

9/ 5
（水）

9/ 6
（木） 14:00〜16:30

9/ 7
（金） 10：20〜12：35

9：45〜11：35

9/ 7
（金） 13：55〜16：30
9/13
（木）

9:00〜16:00
9:45〜11:35

9/ 6
（木） 13:35〜15:25

4教育委員会学事課

56208-9114

0募集期間：9/1〜11

かった公営住宅などの入居者。申し込みには

小・中学校教職員の連携等により、小学校から一部教科担任制を取り入れた授業を行うなど、
9年間を見通した特色ある教育を実施し、子どもの教育環境のさらなる充実を図っています。
募集対象：①②③④市内在住で、来年度小学1年生、中学1年生になる児童・生徒
⑤市内在住で、来年度小学1〜6年生、中学1・2年生になる児童・生徒

9/ 5
（水） 10:00〜12:30

約200区画、約400霊地

定期募集などで応募者が募集戸数に達しな
収入などの条件があります。

学校説明会
対象：保護者、児童・生徒
（保護者同伴）
9/ 8
（土）
9/ 8
（土）
9/ 8
（土）
9/15
（土）
9/ 8
（土）

8:45〜10:25
（授業公開）

10:45〜11:45
（学校説明会）
8:45〜10：35
（授業公開）

66202-7055

市設瓜破霊園の霊地使用者

集

市営住宅入居者

1ＪＥＣ日本研修センター江坂

①やたなか小中一貫校
（矢田小学校・矢田南中学校）

56208-8172

56208-7412 66229-1260

100人
（先着順）
。

学校公開
対象：保護者のみ

教育活動支援担当へ。

4総務局総務課

精神科医の西村直之さんによる講演。定員
09/5
（水）
14:30〜16:30

必要事項を書いて、関係書類を教育委員会

1市役所1階正面玄関ホール

平成31年度 小中一貫校の児童生徒募集説明会等を開催

学校名

38/8 9：00 〜 8/24 12：00に原則として

4大阪市人事委員会

北方領土パネル展

ず 誰もが 多 様 な 働

ギャンブル等依存症への対策をテーマとした、

4市民局住民情報担当
56208-7337

56469-3857

56615-3784

などの詳細は、
8をご覧ください。

3 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）
などで配布するパン
フレットをご覧ください。
4
（一財）
環境事業協会
56777-2001

66264-8181

9/9は「救急の日」です
救急安心センターおおさか
救急車を呼ぶかどうか迷ったときは、救急
安心センターおおさかまでお電話を。
24時間・365日、救急医療相談や救急病院
を案内します。
5♯7119 または6582-7119

11:00〜12：00
（学校説明会）
8：45〜10：35
（授業公開）

11：00〜12：00
（学校説明会）
9:00〜12：30
（授業公開）

11:30〜12：30
（学校説明会）
8:45〜10:35
（授業公開）

10:45〜11:45
（学校説明会）

66202-7052

「救命サポートアプリ」は、い
つでも動画で応急手当の方
法を見ることができます。
いざというときのために備え
ておきましょう。
4消防局救急課

Android版

54393-6633

ios版

64393-4750

