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
マイナンバー通知カードの保管期限は6月末です
11月から12月にかけて送付した通知カードのうち、留
守などでお受け取りいただけなかった通知カードの保
管期限は6/30までです。まだお受け取りいただいていな
い方は、運転免許証等の本人確認書類を持って、区役所
へ お 越 し く だ さ い 。A I C T 戦 略 室 I C T 戦 略 担 当
H0570-06-0007 I050-3737‑2976
がん検診の無料クーポン券をお送りします
大阪市が実施する子宮頸がんおよび乳がん検診が
無料となるクーポン券などを6月中旬から発送しま
す。対象は4/20現在市内在住で、昨年4/2〜今年4/1に
次の年齢になられた方。子宮頸がん検診:満20歳の女
性、乳がん検診:満40歳の女性。なお、4/1からクーポ
ン券が届くまでの間に大阪市実施の検診を受診し、自
己負担金を支払われた対象年齢の方には自己負担金
をお返ししますのでお問い合わせください。Aがん検
診専用電話 H6208-8250 I6202-6967
風しんを予防しましょう
先天性風しん症候群を予防するために①風しん抗体検
査②風しんワクチン接種費用助成を実施しています。対
象は検査および接種日当日に大阪市に住民登録のある方
で、
妊娠を希望する女性とその配偶者
（妊婦の配偶者含
む）
※②については、
対象のうち、
風しん抗体を有しない、
ま
たは抗体価が低い方。
①C会場により異なります。
EBA
各区保健福祉センター②C接種期間:4/1〜3/31BA医
療機関でワクチン接種後、必要書類を〒545-0051 阿倍
野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス11階、大阪市保
健所感染症対策課へ。H6647-0656 I6647-1029
障がいを理由とする差別に関する相談
障害者差別解消法の施行に伴い、障がいを理由とす
る不当な差別的取り扱いや合理的配慮に関して、障が
いのある方や事業所などからの相談を区役所や各区の
障がい者相談支援センター等でお伺いしています。窓
口の詳細はKをご覧ください。A福祉局障がい福祉課
H6208-8071 I6202-6962
認可外保育施設の届出対象施設の拡大について
児童福祉法施行規則が一部改正され、1日に保育する
乳幼児が1人以上（改正前は6人以上）の施設でも届出の
対象となりました。施設に子どもを預けている保護者の
方で、届出がされているか心配な方はお問い合わせく
ださい。A こども青少年局保育企画課 H 6208-8114
I6202-9050
けい

選挙権年齢が18歳以上になります

H06‑6208‑7251 I06‑6227‑9090

環境影響評価に関する事後調査報告書の縦覧
大阪・中之島プロジェクトC5/27（金）までEA環境
局環境管理課 H6615-7938 I6615-7949

〈大阪市ホームページ〉

http://www.city.osaka.lg.jp/

募

おおさか掲示板はこちら
こち

ご意見をお聴かせください

クリック！

5月は消費者月間です
消費生活相談

編集/大阪市政策企画室

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)。

高校生のための奨学金
（大阪市奨学費）
経済的な理由で修学が困難な方に大阪市奨学費を支
給します。対象は市内在住の市民税非課税世帯（生活保
護世帯を除く）
で、
高等学校等へ通学している生徒。支給
額は1年生が年額10万7000円以内、2年生以上が年額7万
2000円以内（大阪府「奨学のための給付金」の支給対象
者はその金額を控除した額が上限）。募集要項は6月初
旬以降に各学校で配布します。D7/1A学校経営管理セ
ンター H6575-4649 I6575-5280
就労ファーストステップ事業を実施しています
生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安を抱
えている、就労意欲が低下しているなど、
日常生活上に
課題があり、直ちに就労に結びつきにくい方に対し支援
を行います。
まずはお住まいの区の生活困窮者自立相談
支援窓口へご 相談ください。A 福祉局自立支援課
H6208-7959 I6202-6961
大阪市防災アプリをご活用ください
災害時の避難支援や災害に対する意識啓発、
防災知識
の普及などを図ることを目的としたスマートフォン用ア
プリ。災害時の避難に役立つマップ機能、市や気象庁か
らの情報収集機能などの役立つ機能が満載です。
ぜひご
活用ください。ダウンロード方法はKをご確認くださ
い。
A危機管理室危機管理課 H6208-7388 I6202-3776
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、耐震診断・耐震改修に要する費用の一部を補助しま
す。補助要件・内容等詳しくはお問い合わせください。
B A 都 市 整 備 局 耐 震・密 集 市 街 地 整 備 受 付 窓 口
H6882-7053 I6882-0877
民事介入暴力特別相談所を開設
警察官・弁護士・暴力追放推進センター職員が、面談・
電話で暴力団に関する相談に応じます。相談電話番号
H6365-8930C5/19（木）
10:00〜16:00E大阪弁護士会館
A市民局地域安全グループ H6208-7317 I6202-7073
平成28年国民生活基礎調査にご協力ください
5月下旬から7月中旬にかけて、世帯の構成や所得、医
療保険、公的年金の加入状況などを調査します。対象は
国勢調査の調査地区から無作為に抽出された市内60地
区の約3000世帯で、対象世帯へは調査員証を携帯した
調査員が伺いますので、
ご協力をお願いします。A大阪
市保健所保健医療対策課 H6647-0685 I6647-0804
大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧等
【新設】①鶴見ファッションモール
（鶴見区）
、②（仮称）
ニトリ住之江店
（住之江区）
C縦覧と意見書の受け付け：
①6/27まで ②7/11までE経済戦略局産業振興課または
①鶴見区役所総務課②住之江区役所政策推進室A経済
戦略局産業振興課 H6615-3784 I6614-0190

︵市内在住の方に限る︶

将来を担う若い世代の声をこ
れまで以上に政治に取り入れる
ことができるよう、6/20以降に
公示される国政選挙から、選挙
権年齢が「満18歳以上」に引き下
げられます。これにより、市内で
も約4万人の方が新たに投票で
きるようになります。詳しい内 選挙マスコット
「センキョン」
容はKをご覧ください。
A 行 政 委 員 会 事 務 局 選 挙 課 H 6 2 0 8 - 8 511
I6204-0900

掲載している記事の情報は、大阪市ホー

集

以下の案は、
各区役所、
大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、
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、
持参でお寄せください。
「大阪市強靭化地域計画」
（素案）
どのような自然災害が起こっても機能不全に陥
らない
「強靭な大阪市」
をつくりあげるための指針と
なる計画についてのご意見。C閲覧応募期間：5/16
まで BA 危機管理室危機管理課 H 6208-7384
I6202-3776
じん

市職員採用試験を実施します
合格者は①平成29年4/1②平成28年10/1採用予定。
受験資格などの詳細は、Kでご確認ください。C第1
次試験：6/26
（日）
、
申込受付：5/10 9：00〜5/20 12：00B
原則としてKから
試験区分
①

②

採用予定者数
（男）Ⅰ

消防吏員Ａ
[大学卒程度]
消防吏員Ｂ
[大学卒以外]

30人程度

（女）Ⅰ

数人程度

（男）Ⅱ

25人程度

（女）Ⅱ

数人程度

（男）Ⅱ

15人程度

（女）Ⅱ

数人程度

A大阪市人事委員会 H6208-8545 I6231-4622
臨時的任用職員の事前登録者
対象は5/1現在、
満18歳以上の方
（大阪市の臨時的任用
職員、
地方公務員法第16条＜欠格条項＞に該当する方は
登録不可）。育児休業者等の代替として6/1〜11/30の間
で各区・局等で随時任用開始。募集職種は事務職。登録
者全員が採用されるとは限りません。任期は任用開始日
から6カ月以内
（最長6カ月の延長あり）
。D5/20BAK
からダウンロードした申込書に必要事項を書いてL人
事室人事課へ。H6208-7579 I6202-7070
非常勤嘱託職員【看護師
（学校配置・通学支援）
】
小中学校・特別支援学校での医療的ケア等に関する
業務に従事する職員を随時募集中。対象や資格など、詳
しくはKをご覧ください。A教育委員会インクルーシブ
教育推進担当 H6327-1009 I6327-1023
市営福祉目的住宅の入居者
ひとり親、高齢者、高齢者特別設計、高齢者ケア付、障
がい者、
障がい者ケア付、
車いす常用者向け特別設計、
車
いす常用者向けケア付の各住宅計652戸の入居者。
B5/2
（月）
〜13
（金）
にお住まいの区の保健福祉センター
へ。A ひとり親住宅:こども青少年局こども家庭課
H6208-8035 I6202-6963、高齢者向け住宅:福祉局高齢
福祉課 H6208-9957 I6202-6964、障がい者向け住宅
（身体・知的障がい）:福祉局障がい福祉課、H6208-8082
I6202-6962、
障がい者向け住宅
（精神障がい）
:大阪市こ
ころの健康センター H6922-8520 I6922-8526

A大阪市消費者センター H6614-7522 I6614-7525

悪質商法の手口は年々、複雑・高度化しています。1人で悩まず気軽にご相談ください。

◆電話・面談による相談（②③は面談相談のみ、事前予約制）
①大阪市消費者センター H6614-0999
（相談・予約専用） 受付時間 10：00〜17：00
（12/29〜1/3を除く）
②天王寺サービスカウンター
（あべちか 地下1階） 受付時間 10：00〜17：00
（12/29〜1/3を除く）
③市民相談室
（市役所本庁舎1階） 受付時間 10：00〜15：00
（土・日・祝、
12/29〜1/3を除く）
◆Ｅメールによる相談
大阪市消費者センターホームページ内の【メール相談】にアクセスしてください。
面積……225.21㎢ 人口……2,694,731人 世帯数……1,357,873世帯

平成28年3月1日現在（推計）

