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HI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。

お 知 ら せ
大阪市くらしの便利帳を発行しました
市民の皆さんのくらしに役立つ情報をまとめた生活
ガイドブック
「大阪市くらしの便利帳（平成27年10月発
行保存版）」を区ごとに発行しました。希望される方に
は、
お住まいの区の区役所で配布しています。
また、
Kか
らデジタルブックでもご覧いただけます。A政策企画室
広報担当 H6208-7252 I6227-9090
特定医療費
（指定難病）
受給者証の更新手続きについて
有効期限が12/31までの「特定医療費（指定難病）受給
者証」をお持ちの方が、引き続き医療費助成を受けるた
めには、12/28までにお住まいの区の保健福祉センター
へ更新申請を提出する必要があります（郵送の場合は
12/31消印有効）
。更新申請が必要な方へは、7月上旬に申
請書等の必要書類を同封した案内を送付しています。届
いていない場合はお問い合わせください。A大阪市保健
所管理課 H6647-0923 I6647-0803
産後ケア事業を開始しました
退院直後に体調不良や育児不安
があり、家族などから援助が受けら
れない母親とその生後1カ月未満の
乳児を対象に、本市と契約している
産科医療機関や助産所において
ショートステイやデイケアによる
産後ケアサービスの提供を始めま
した。利用方法など詳しくは、お住まいの区保健福祉セ
ンターにご相談ください。A こども青少年局管理課
H6208-9966 I6202-6963
住まいの耐震化を応援します！
一定の要件を満たす民間戸建住宅等の所有者に対
して、耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を補助し
ます（限度額あり）。①耐震診断：耐震診断費用の9／10
以内。②パッケージ耐震診断：①に加え、耐震改修設計
費用の2／3以内。③耐震改修：耐震改修工事費用の1／2
以内（今年度に限り別途加算あり）。各補助の詳細はお
問い合わせください。D①②12/28③12/14BA都市整
備局耐震・密集市街地整備受付窓口 H 6882-7053
I6882-0877
建築物・建築設備・昇降機等の定期報告制度
共同住宅や事務所ビル、
ホテル、映画館などの多数の
人が利用する建物の所有者や管理者に、①建築物（3年
毎）<平成27年度対象：共同住宅>②建築設備（毎年）③

H06‑6208‑7251

I06‑6227‑9090

掲載している記事の情報は、大阪市ホー

ムページの「おおさか掲示板」の項目から
ご覧いただけます(KJはこちらから)。
〈大阪市ホームページ〉

http://www.city.osaka.lg.jp/
おおさか掲示板はこちら
クリック！

昇降機等（毎年）
の調査・検査と、大阪市への報告が建築
基準法上義務づけられています。D12/25までA①都市
計画局監察課 H6208-9318②③都市計画局建築確認課
H6208-9304 I6202-6960
民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度の
申請受け付け
市内の既存建築物にある露出した吹付けアスベスト
の含有調査や除去工事等を実施する際、一定要件を満
たせばその費用を補助します。
申請には事前協議が必要
ですので、
実施予定の場合はお早めにお申し込みくださ
い 。D 11 / 3 0（ 申 請 受 付 ）B A 都 市 計 画 局 監 察 課
H6208-9314 I6202-6960
11/9〜15は秋の火災予防運動です
市民のみなさんに火災予防について考えていただく
ため、期間中、市内の各消防署で「放火火災防止対策」
・
「住宅防火対策」
などをテーマに防火講演会、
消防訓練な
どを行います。

「火ぃ消した？」なにわを守る合言葉

（平成27年度大阪市防火標語）

A消防局予防課 H4393-6333 I4393-4580
12/1は世界エイズデーです
世界エイズデーの12/1を中心とした週を
「エイズ予防
週間」
と定め、御堂筋オータムパーティー2015へのブー
ス出展や、西成区役所・淀川区役所において臨時検査を
行います。
【臨時検査】C西成区役所（即日検査、先着30
人）
：12/4（金）
17：30〜19：00、淀川区役所：12/11
（金）
17：00
〜19：00。いずれも無料・匿名。A大阪市保健所感染症対
策課 H6647-0953 I6647-1029
微小粒子状物質
（PM2.5）
にご注意ください
これから春にかけてPM2.5濃度が高くなりやすい季
節を迎えます。PM2.5が高濃度になると予測される場合
は大阪府から注意喚起が行われます。注意喚起時には
屋外での活動や外出を控えるなど、気をつけて行動し
ましょう。注意喚起に関するお知らせや市内の大気汚染
物質の測定データ（速報値）などについては、Kでご覧
いただけます。A 環境局環境管理課 H 6615-7981
I6615-7949
大阪市からの支払金は口座振り込みで！
各種給付金や還付金などの大部分は金融機関の口座
振込で受け取れます。便利、安全で手続きも簡単な口座
振込をぜひご利用ください。B各支払金の担当窓口へ。
A会計室会計管理担当 H6208-8491 I6202-6970

第50回大阪市市民表彰を行いました
A政策企画室秘書担当 H6208-7238 I6202-6950
今年は次の63人の皆さん（敬称略）を表彰しました。
●社会公益功労…粕谷澄、桂茂、水谷平、保井壽夫● 衛生功労…上原スミ子、澤田博子、城村幸治、馬場谷
区政功労…石川好一、大谷由山、近江隆司、川村耕一、 勝廣、平野正●緑化功労…宮川祥史●消防功労…髙
原広一、康本祐成●教育功労…有田悦子、大成道子、
木下修二、越村市二、櫻井謙次（本名：櫻井勝治）
、進藤
曽我時雄、
田深欣寛、
西山和夫●スポーツ功
茂、髙岡祥介、田中 雄、谷口瑛、丹治直幸、平田房夫、 岡田龍樹、
古山千壽子、水本義和、宮本勝、森本國敬、山口守正、 労…社納隆博、山田三樹●文化功労…今くるよ、桂南
𠮷川郁夫●社会福祉功労…桑田満知子、篠﨑敦子、末 光（本名：森本良造）、北垣聰一郎、久保田敏子、栄原永
遠男、
竹内志朗、
田中秀武、
巻幡展男、
松本徹、
吉田玉男
弘敬子、中保昌、中尾久之、花谷昌男、森宇多子、矢野
初憲●産業経済・消費生活功労…市川良雄、寺田一 （本名：大西彰）
郎、冨上結生、中川才助、村井康夫、吉田光二●環境・

〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20

大阪合同
（Go-Do）
公売を実施します
市税の滞納により差し押えた不動産等の公売を、
大阪
C
府や府内自治体等と合同で実施。 12/1
（火）
10：20開場
E財政局税務部分室
（大阪駅前第2ビル4階）
A財政局収
税課 H6208-7781 I6202-6953
大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧等
【変更】イズミヤ今福ファミリータウン（城東区）C縦
覧と意見書の受け付け：来年2/9までEB経済戦略局地
域産業課または城東区役所総務課A経済戦略局地域産
業課 H6615-3784 I6614-0190

募

集

ご意見をお聴かせください
以下の案は、市民情報プラザ（市役所本庁舎1階）
などで配布、またはKでもご覧いただけます。ご意
見は、
送付、
ファックス、
Jでお寄せください。
（仮称）
大阪市公共施設マネジメント基本方針
（案）
公共施設が今後順次本格的な更新時期を迎える
にあたり、総合的かつ計画的な施設の維持管理を進
めるための基本方針についてのご意見。C閲覧応募
期間：11/12まで BA 政策企画室政策調整担当
H6208-9726 I6202-5620
予防接種事務に係る特定個人情報保護評価書
（案）
「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」
によるマイナンバー制
度の導入に伴う、特定個人情報保護評価書
（案）
につ
いてのご意見。C閲覧応募期間：11/27までBA大阪
市保健所感染症対策課 H6647-0656 I6647-1029
大阪市一般廃棄物処理基本計画
（素案）
「持続可能な循環型都市」
の構築をめざすため、市
域内の一般廃棄物の処理において、ごみの減量、資
源化、適正処理に関する施策の方向性を定める計画
に つ い て の ご 意 見 。C 閲 覧 応 募 期 間：11 / 4 〜
12/3BA環境局企画課 H6630-3213 I6630-3580
みどりのまちづくりの推進方策について
市民、事業者と連携・協働しながら
「みどりの魅力
あふれる大都市・大阪」
を実現するため、総合的かつ
計画的にみどりのまちづくりを推進するための新
たな仕組みに関するご意見。C閲覧応募期間：11/30
までBA建設局調整課 H6469-3834 I6469-3895
指定管理者
（事業者）
※管理員の募集ではありません。
①舞洲運動広場
②クラフトパーク
③男女共同参画センター西部館・こども文化センター
④住まい情報センター
C募集期間：①12/4まで②12/7まで③12/14まで④
12/15まで A ①港湾局監理調整担当 H 6615-7754
I6615-7729②教育委員会生涯学習担当 H6539-3346
I6532-8520③こども青少年局青少年課 H6208-8157
I6202-2710④都市整備局住宅政策課 H6208-9224
I6202-7064
新成人による
「みおつくしの鐘打鐘のつどい」参加者
成人の日に新成人（平成7年
4/2〜平成8年4/1生まれで市内
在住の方）の代表が、市庁舎屋上
の「みおつくしの鐘」を打ち鳴ら
す行事の参加者。定員50人。C来
年1/11
（月・祝）
9：00〜11：30
（予定）
E市役所本庁舎D11/12BA往
復ハガキに住所・氏名・生年月日・
みおつくしの鐘
電話番号・手話通訳等の必要な
方はその旨を書いて、Lこども青少年局青少年課へ。
H6208-8158 I6202-2710

