大阪市政だより No.６８５

平成１９年２月

一人で悩まないで…

「咲くやこの花賞」の受賞者が決定しました

｢２４時間電話いじめ相談｣を実施
いじめにより児

間電話いじめ相談」を実施しています。
〈受付電話番号〉

童や生徒が自ら命
を絶 つという痛ま

●月曜〜金曜（祝日を除く）
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しい事件が各地で

子ども専用…1６５７６-００１０

発 生したことをふ

保護者専用…1６５７６-２１００

まえ、いじめの 未

1６５７６-２１０８

然防止、早期発見・

●夜間（１９
：
００〜翌朝９
：
００）、
土曜・日曜・

早期対応をより確実なものとするため、

祝日の２４時間 1６３２５-３３９９

従来の電話教育相談を拡充し、
１月か
ら土曜・日曜・祝日を含めて毎日、
「２４時

問合せ…教育委員会中学校教育課
1６２０８-９１９４ 5６２０２-７０５５

大阪市では、創造的な芸術活動を

定しました。●美術部門/居城純子さ

通じて大阪文化の振興に貢献し、将

ん（現代美術）●音楽部門/長原幸太

来の飛躍が期待される若手芸術家や

さん（バイオリン）●演劇･舞踊部門/吉

文化人に、
「咲くやこの花賞」を贈呈し

田幸助さん（文楽人形遣い）●大衆芸

ています。

能部門/菊地まどかさん（浪曲）●文芸

今年度の受賞者は、次の皆さんに決

居城純子さん

長原幸太さん

建築物等の違反防止や安全性の確

大阪市
建築安全マーク（青色）

保などを目的として、大阪市では「新大

※マークは大阪市と民間指定
確認検査機関とで共通の
ものを交付します。

阪市建築物安全安心実施計画」を平
成17年度に策定し、各種施策を総合的

所に設置していただくことで、建築物が

に実施しています。
その一環として、
「大阪市建築安全

適法なものであることを広く示します。こ

マーク」を１月に創設しました。建築物が

のマークを普及させることにより、建築

完成し、完了検査に合格すると検査済

基準法を遵守することが重要であると

証が交付され、建築基準法に適合して

いう意識の向上を図り、安全で安心な

建築されたことが証明されます。この検

まちづくりをめざします。

査済証にあわせて右記のマークのプレ
ートを交付し、建物正面など見やすい場

問合せ…住宅局監察課1６２０８９２８３ 5６２０２-６９６０

大 阪 市 会 だ より
大阪市会は、昨年１２月１９日に市

２２日
（金）市政改革特別委員会

「大阪市事務分掌条例の一部を改

１月１８日
（木）市政改革特別委員会

正する条例案」など１１件の案件を

２２日
（月）交通水道委員協議会

●市会のおもな動き
１２月１１日
（月）環境対策特別委員会

２４日
（水）市政改革特別委員会
●お知らせ
次回の市会定例会（平成１９年度

１２日
（火）招集告示

の予算案などを審議）
は、
２月１６日
（金）

１４日
（木）
各常任委員会

から３月１５日（木）
まで開かれる予定

（文教経済・計画消防・
建設港湾）
１５日
（金）各常任委員会
（財政総務・民生保健・
交通水道）

菊地まどかさん

柴崎友香さん

モ ニ タ ー を 募 集しま す
２０歳以上で市内在住・在勤・在学の
方を対象に、意見や提案をいただくモ
ニターを募集します。任期はいずれも
４月〜来年３月、申込みは２月２８日まで。
●市政モニター
アンケートへの回答、市政に対する
意見の随時提出など。
定員…市民モニター２５０名、外国籍
市民モニター２０名、昼間市民モニタ
ー８０名。謝礼…アンケートの回答に
対してお支払いします。申込み…所定
の申込書で応募。また、市民局ホーム
ページ（http://www.city.osaka.jp/
shimin/）からも応募できます。
問合せ…市民局広聴相談課1６２０８７３３１ 5６２０２-７０７５
●公営交通モニター
交通事業について、年２回程度の意

見交換会・報告会への出席、年２回程
度の施設見学会・懇談会への出席、意
見の随時提出など。
定員…市内在住の方２４名、市外在
住で市内在学・在勤の方１１名。謝礼
…意見交換会等の出席に対してお支
払いします。申込み…所定の申込書
で応募。また 、交通局ホームペ ージ
（http://www.kotsu.city.osaka.
jp/）からも応募できます。
問 合 せ … 交 通 局 総 務 課 1６５８５６１３２ 5６５８２-７９９７
―――〈申込書の配付場所〉―――
区役所区民情報コーナー、ハウ情報コ
ーナー（市役所本庁舎１階）、大阪市サ
ービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、
地下鉄・ニュートラム駅長室、市バス各
営業所等

１２月１９日
（火）本会議

会臨時会を開き、局組織を再編する

議決しました。

吉田幸助さん

問合せ･･･ゆとりとみどり振興局文化振興課1６６１５-０６８５ 5６６１５-０６９９

「大阪市建築安全マーク」を創設しました
ポ イ 建築基準法に適合した新築建築物に「大阪市建築安全マーク」を交付し、
ン ト 安全で安心な建築物であることを証明します。

その他部門/柴崎友香さん（小説）。

です。なお、本会議は傍聴できます。
また、委員会については市役所内で
モニター放映を行っています。
問合せ…市会事務局調査課1
６２０８-８６９４ 5６２０２-０５０８

外国籍住民の方との共生社会の実現をめざして
今年は第１１回IAAF世界陸上競技選

域社会をともに支える住民であり、国籍や

手権大阪大会が開催されます。多くの国

民族・文化を問わず、すべての人がお互

や地域からたくさんの外国人が訪れます

いの価値観や文化を認め合い、尊重し合

ので、交流を通じて互いの理解を深め合

いながら、暮らしやすい社会をつくっていく

える機会が増えることが予想されます。

ことがたいせつです。

一方、大阪市には、現在約１２万３０００人
の外国籍住民の方が暮らしていますが、

大阪市では、共生社会の実現に向けて、
セミナーやシンポジウムなど多彩な交流事

文化・習慣の違いなどから地域社会であ

業を行っています。このようなイベントでの

つれきが生じたり、住宅入居や雇用等に

外国人との交流をきっかけに、お互いの

際して差別的に扱われたりすることなどが

理解をより深めましょう。

問題となっています。
市域に居住する外国籍住民の方は地

問合せ…市民局人権室1６２０８-７６１９
5６２０２７
- ０７６

4月8日（日）は市会・府会選挙の投票日です

に行ってください。この際、郵便等投票証

員会選挙課または各区選挙管理委員会へ。

明書が必要となりますので、まだ交付を受

■ 市議会議員選挙立候補手続きの

今年の３月〜５月に任期が満了する地方

わられた方は、新しい住所地の区で２つの

けていない方や、交付を受けていても証明

説明会を開催します

公共団体の議会の議員と長の選挙が、統一

選挙の投票ができます。平成１８年１２月３０

書の有効期限がきれる方は、早めに選挙人

市議会議員選挙に立候補される方のた

地方選挙として全国的に行われます。

日以降、大阪府下の他市町村から転入され

名簿登録地の選挙管理委員会［６面の住民

めに、届出手続きなどの説明会を、次の日

た方は、選挙人名簿に載っている前住所地で、

登録担当（選挙関係）をご覧ください］へ申

程で開催します。

府議会議員選挙の２つの選挙が同時に行わ

府議会議員の選挙の投票ができます。この

請してください。

れます。選挙の告示日は、
３月３０日です。

場合、お近くの市区町村長の発行する居住

大阪市では、
４月８日に、市議会議員選挙、

地方選挙は、私たちの生活に密着したも

証明書類が必要です。

■ 選挙公報の点字版・音訳テープを

希望者にお送りします

っとも身近な選挙であり、今後の市政、府政

●２月２６日（月）
１０
：
００〜
［阿倍野区役所・大会議室］中央・西・天王寺・
浪速・東成・生野・阿倍野・住之江・住吉・東
住吉・平野・西成区からの立候補予定者

■ 重度の身体障害のある方等が郵便等

視覚に障害がある方のために、市議会議

権者の皆さん、必ず投票しましょう。

で不在者投票する場合、郵便等投票証
明書が必要です

員選挙の選挙公報の点字版または選挙公

［北区民センター・ホール］北・都島・福島・

報を朗読して録音したカセットテープをお

此花・港・大正・西淀川・淀川・東淀川・旭・城東・

■ 投票できる方

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持

送りします。申し込まれた方には、府議会議

鶴見区からの立候補予定者

ちの方、または介護保険法上の要介護者の

員選挙や今後の各種選挙の時も同様にテ

方で、特に障害の程度が重度である方は、

ープ等をお送りします。

の進路を決める重要な選択の機会です。有

区役所の住民基本台帳に登録されてい
る方で、昭和６２年４月９日までに生まれ、平
成１８年１２月２９日までに市内に転入し、届出

自宅など現在おられる場所で投票し、これ

申込み…電話またはファックスで、住所・

をした方です。すでに、選挙人名簿に載っ

を郵便等で送付する不在者投票ができます。

氏名・電話番号と点字版・音訳テープのど

ている方で、
３月７日までに市内で住所を変

この場合、投票用紙等の請求は４月４日まで

ちらを希望かを、右記の大阪市選挙管理委

●２月２７日（火）
１０
：
００〜

問合せ…選挙管理委員会選挙課1
６２０８-８５１４ 5６２０４-０９００、または各区
の選挙管理委員会［６面の住民登録担
当（選挙関係）をご覧ください］

