お お さか掲示板
記号の見方

子どもの教育・医療 無償化へ

C日時・期間
E会場 D締め切り B申し込み
A問い合わせ K大阪市ホームページ JEメール
L〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20 大阪市役所内
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
災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所の指定
災害時に、
より的確に避難していただくため、
避難場
所ごとに避難できる災害の種類
（地震・津波・洪水・大規
模火災）
を明らかにし、
指定緊急避難場所として指定し
ました。詳しくはKまたはお住まいの区の区役所へご
確認ください。
A危機管理室危機管理課 H6208-7384
I6202-3776
年金生活者等支援臨時福祉給付金
（高齢者向け）
低所得の高齢者を対象に給付金を支給します。対象
は平成27年度臨時福祉給付金対象者のうち昭和27年
4/1以前に生まれた方。対象と見込まれる方には4月下旬
または5月下旬に申請書を同封した案内をお送りしま
す。支給額：対象者1人につき3万円。C申請受付期間5/2
〜9/2B申請書に必要事項を記入、押印のうえ、添付書
類を添えて、返信用封筒により申請。A 大阪市給付金
コールセンター H6461-1600 I6461-1585
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」
を制定
人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人として
の尊厳を傷つけ、差別意識を生じさせることにつながり
かねないヘイトスピーチに対して、本市として許さない
という姿勢を明確にし、市民等の人権を擁護し、その抑
止を図ることを目的として条例を制定しました。誰もが
互いの文化を認め合い、
自分らしく生きることのできる
多文化共生社会を築いていきましょう。A市民局人権
企画課 H6208-7612 I6202-7073
点字版・音声版「大阪市くらしの便利帳」
を配布します
視覚に障がいのある方向けの「大阪市くらしの便利
帳」
（平成27年度発行）を、ご希望の方へお送りします。
BA電話またはファックスで、住所・氏名・電話（ファッ
クス）番号と、配布希望
（点字版・カセットテープ版・デイ
ジーCD版のいずれか）を書いて、政策企画室広報担当
へ。H6208‐7252 I6227‐9090
インクルーシブ教育を推進します
特別支援教育の更なる充実を図り、
障がいのある子ど
もと障がいのない子どもが共に学ぶインクルーシブ教
育システムの構築に向け、
特別支援教育に関する学校園
への指導や研修、保護者の皆さんからの就学・進学相談
を行うインクルーシブ教育推進室を、
もとクレオ大阪北
内に開設します。A教育委員会インクルーシブ教育推
進担当 H6327-1009 I6327-1023
水道局営業所と水道工事センターの統合・再編
お客さまサービスを維持しながら効率的な体制にす
るため、5/2からメータの検針、水道料金等の徴収業務
や水道管の維持管理・修繕工事などを行っている市内8
か所の営業所と市内4か所の水道工事センターを統合・
再編します。詳しくはKをご覧ください。A水道局お客
さまセンター H6458-1132 I6458-2100
市立小・中学校の入学準備補助金の申請
経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者で、
「就学援助制度」
に基づき、平成29年度に新1年生になる
児童生徒の入学準備補助金を請求される方は、領収書
等証明書類が必要です。ランドセルや標準服など学校
編集/大阪市政策企画室

H06‑6208‑7251

〈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

市職員採用試験を実施します
合格者は平成29年4/1採用予定。
日本国籍を有しな
い方も受験できます。受験資格など詳細は、Kでご確
認ください。C第1次試験日…5/29（日）、申込期間…
4/4 9：00〜4/22 12：00B原則としてKから。
試験区分
事務行政（22-25）
[大学卒程度]

クリック！

で使用する用品の領収書は、捨てずに保管してくださ
い。証明書類がない場合、入学準備補助金を受け取るこ
とができません。詳しくは、入学説明会等で配布する
「就
学援助制度のお知らせ」
をご覧ください。A教育委員会
学校経営管理センター H6575-5654 I6575-5280
大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧等
【新設】①（仮称）駒川中野店舗（東住吉区）
【変更】②千
島ガーデンモール（大正区）C縦覧と意見書の受け付
け：6/20までE①②経済戦略局地域産業課または①東
住吉区役所区民企画課A経済戦略局地域産業課
H6615-3784 I6614-0190
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C4/1〜5/2EA環境局環境管理
課 H6615-7938 I6615-7949

空家対策の取り組み

●空家相談窓口を設置します
倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なってい
るなど、
放置することが不適切な状態にあると認め
られる特定空家等の対策を早急に進めるため、各
区役所に相談窓口を設けます。詳しくはKをご覧
ください。
●大阪市空家等対策協議会委員を募集します
空家等の対策について、
市民や地域のご意見を反
映するため、
協議会に参加いただく市民委員。定員2
人。
任期は平成31年5月まで。
D4/15BA送付・ファッ
クス・J・持参で、
｢地域活動の経験から考える大阪市
の空家対策について｣をテーマにした小論文
（800字
程度）
と区役所、
大阪市サービスカウンター
（梅田・難
波・天王寺）
などで配布の応募用紙を、
〒558-8501 住
吉区南住吉3-15-55 住吉区役所企画課へ。

A空家等対策検討会事務局（住吉区役所企画課）
H6694‐9684 I6692-5535

募

集

大学卒程度

記事は3/10現在
（市会審議中）
のもので、事業等の内容
を変更する場合があります。
掲載記事の問い合わせ先は4/1以降のものです。

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)。

採用予定者数
50人程度

都市建設
[主に土木]
技術

建築
機械
電気
化学
造園
社会福祉

15人程度
8人程度
数人程度
数人程度
数人程度
数人程度
5人程度

A大阪市人事委員会 H6208-8546 I6231-4622
市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）
対象は定期募集
（公営住宅・改良住宅）
の落選回数が11
回以上の方。申し込みには収入などの条件があります。
EB4/21〜28に、住情報プラザなどで配布する申込書
に落選ハガキ11枚か平成24年9月以降実施の当募集の
落選（もしくは辞退）ハガキと必要書類を添えて、4/21
（木）
・22（金）
・25（月）
・27（水）
・28（木）
の10：00〜15：00（12：
00〜13：00を除く）
に住まい情報センターまで持参。A大
阪市住まい公社 H6882-7024 I6882-7021
食品安全モニター
日常の買物で食品表示や保存温度を確認・報告して
いただける市内在住の満20歳以上で、登録研修会に参
加できる方または過去のモニター修了者。活動期間は5
月〜来年3月。D4/15BAハガキ・ファックス・Jで住所・
氏名・年齢・電話番号
（ファックス番号）
、研修会参加の方
は参加希望日
（①4/26
（火）
②4/27（水）
各10：00〜、大阪市
役所 ③4/28
（木）
14：00〜、
大阪市保健所 各120分）
を書い
て、
L健康局生活衛生課へ。H6208-0963 I6232-0364
高校生のための市大授業
大学の講義などを体験してみませんか。詳しくはKを
ご覧ください。
定員各150人
（先着順）
。
C4/29
（金・祝）
13：00
〜15：50E市立大学D4/22BA往復ハガキ・ファックス・
Jで、参加希望コース・高校名・学年・住所・氏名
（ふりが
な）
・電話番号を書いて、
〒558-8585 住吉区杉本3-3-138、
市
立大学 地域連携センターへ。
H6605-3504 I6605-3505

プレゼント

第65回 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会
観戦チケット
平成28年度 市政モニター
インターネットを利用して市政についてのアンケー
「Ｖ・プレミアリーグ」
「天皇杯・皇后杯全日本選手権大
トにご協力いただける市内在住の満18歳以上で、
パソコ 会」
と並ぶ日本三大大会のひとつである大会が開催され
ン・スマートフォン・タブレット端末でインターネット・ ます。この大会のチケットを各日50組100人の方にプレ
J を使える方。定 員 8 0 0 人。任 期は来 年 3 / 31まで。 ゼント
（プレゼント対象日：5/2
（月）
、5/5
（木・祝）
）
。対象は
D 4/30 B 4/1から K で。A 市政改革室ＰＤＣＡ担当 市内在住・在勤・在学の方。C4/30
（土）
〜5/5
（木・祝）
E中
H6208-9757 I6205-2660
央体育館D4/13BAKまたは往復ハガキで、住所・氏
第6回 大阪マラソンランナー
名・電話番号・観戦希望日・市内在勤・在学の方は勤務先
3万2000人のランナーが大阪の名所を駆け抜ける国内 名、学校名を書いて、
〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務
最大級のマラソン大会参加者。
コース、
定員、
参加料
（1万 管理棟9階、経済戦略局スポーツ課「黒鷲旗バレーボー
800円ほか）
等は種目により異なります。
C10/30
（日）
E大阪 ルチケットプレゼント」
係へ。H6469-3883 I6469-3898
城公園前スタートB4/8 10：00からKで。
D5/10 17：00A大
阪マラソンコールセンター H6445-3978 I6445-0004
情 報クリップ
平成29年度 市立学校・幼稚園教員
キッズプラザ大阪 臨時休館
（館内整備のため）
市立学校の教諭、養護教諭、栄養教諭（小・中・高等学
C
4
/
1
1
（
月
）
〜
1
3
（
水
）
A
キ
ッズプラザ 大阪
校、幼稚園）。C 受付期間：4/1〜5/6。受験説明会：4/7
H6311-6601 I6311-6605
（木）
・15（金）
18：30〜、4/23（土）
13：30〜E受験説明会：大
阪市教育センターBKまたは、
区役所、大阪市サービス
カウンター（梅田・難波・天王寺）などで配布する受験案
内をご 覧ください。A 教育委員会教職員人事担当
H6208-9123 I6202-7053

I06‑6227‑9090

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7 0120‐01‐7285（まずは
一報 なにわっ子）」にお電話ください。

面積……225.21㎢ 人口……2,694,903人 世帯数……1,357,196世帯

平成28年2月1日現在（推計）

