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。

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
こち
クリック！

を配布します。C①12/26まで②12/22までA福祉局障
がい福祉課 H6208-8071 I6202-6962
ご家庭で眠っている水銀体温計・水銀温度計・水銀
血圧計はありませんか
水銀による環境汚染を未然に防ぐため、ご家庭で使
われなくなった水銀体温計などを回収します。電子式
のものは対象外です。C来年1/31（火）までE大阪府薬
剤師会に加盟している市内の薬局（1377店舗）A環境局
家庭ごみ減量課 H6630-3252 I6630-3581
「うめきたみどり募金」
にご協力ください
うめきたに整備される4.5ヘクタールの都市公園の中
に、みどりの空間を「つくり」
「育てる」ため、募金を行い
ます。大阪の都心に育まれるすてきな みどり づくり
に、ご協力をお願いします。詳しくはKをご覧くださ
い。A都市計画局うめきた整備担当 H6208-7876
I6231-3751
環境影響評価書の縦覧
（仮称）淀川左岸線延伸部C縦覧：12/26までE都市計
画局都市計画課、環境局環境管理課・総務課、北・都島・
城東・鶴見区役所、都島区保健福祉センター分館A都市
計画局都市計画課 H6208-7848 I6231-3753
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)ライフ寺田町店（天王寺区）②（仮称）
ラ・ムー北津守店（西成区）
【変更】③阪急グランドビル
（北区）C縦覧と意見書の受け付け：①②来年2/14まで
③来年2/28までE経済戦略局産業振興課または①天王
寺区役所市民協働課②西成区役所総務課A経済戦略
局産業振興課 H6615-3784 I6614-0190

市税のクレジットカード納付を開始します
12/15から、バーコードが印刷された納付書について
は、スマートフォン・タブレット端末からいつでも市税
総合区・特別区（新たな大都市制度）に関する
の納付ができます。納付金額によっては、システム利用
意見募集
・
説明会
事前申込制
料がかかります。詳しくはKをご覧ください。なお、市税
24区で
順次開催中
事務所等の窓口ではクレジットカード納付はできませ
来年1月の日程をお知らせします。
ん。A財政局収税課 H6208-7783 I6202-6953
日時
会場
募集定員 申込締切日
広げるなインフルエンザ、広げよう咳エチケット
1/8（日)
中央区民
240人
12/22(木)
冬はインフルエンザが流行しやすい時期です。症状
14:00 〜 16:00 センター
1/16（月)
鶴見区民
は風邪に似ていますが、高熱・頭痛・筋肉痛などの全身
420人
1/4(水)
18:30 〜 20:30 センター
症状が強く、肺炎などの合併症を引き起こすこともあり
1/19（木)
住吉区民
450人
1/10(火)
ます。
日頃から、手洗いやうがいをして予防しましょう。
18:30 〜 20:30 センター
A大阪市保健所感染症対策課 H6647-0656
1/20（金)
淀川区民
310人
1/11(水)
18:30 〜 20:30 センター
I6647-1029
1/21
（土)
東淀川区民
12/4〜10は人権週間です
380人
1/12(木)
14:00 〜 16:00
ホール
この機会に、私たち一人ひとりが人権の尊さを考え、
1/23（月)
福島区民
310人
1/12(木)
18:30 〜 20:30 センター
すべての人の「人権が尊重されるまち」をみんなで築い
1/26（木)
西淀川区民
ていきましょう。
専門相談員による人権相談（無料・秘密
240人
1/17(火)
18:30 〜 20:30
ホール
厳守）は、H6532-7830（なやみゼロ）I6531-0666まで連
1/28（土)
東成区民
320人
1/19(木)
絡ください。A人権啓発・相談センター H6532-7631
14:00 〜 16:00 センター
I6532-7640
申し込み方法など詳細はKまたは副首都推進局
12/3〜9は「障がい者週間」です
（市役所5階）
や各区役所等で配布の
「参加申込案内」
ご意見をお聴かせください
障がい者福祉について理解を深めていただくため、
をご覧ください。A副首都推進局住民対話担当
以下の案は、
各区役所、
大阪市サービスカウンター
市民の皆さんから応募があった「心の輪を広げる体験
H6208-9511 I6202-9355
（梅田・難波・天王寺）
、
市民情報プラザ
（市役所1階）
な
作文」や「障がい者週間のポスター」の入選作品を展示
どで配布、またはKでもご覧いただけます。ご意見
します。障がいの有無に関わらず、誰もがお互いの人格
「違法民泊かも？」
と思ったら、保健所の「違法民泊
は、
送付、
ファックス、
J、
持参でお寄せください。
通報窓口」へ
と個性を尊重し、安全に安心して生活ができる社会を
「大阪市教育振興基本計画」
（素案）
市民の皆さんの安全安心を確保し、観光客が快適に 実現しましょう。C12/5(月)〜9（金）
E市役所1階A福祉
平成29年度から32年度までの教育の目標や施策
過ごせる環境をめざして、電話、
ファックス、Jによる通 局障がい福祉課 H6208-8072 I6202-6962
のあり方を定めた基本計画についてのご意見。C閲
省エネルギーへの取り組みにご協力をお願いします
報を受け付けています。
ご近所で観光客が頻繁に出入り
覧・応募期間：12/5〜来年1/4BA教育委員会教育
冬は電力などのエネルギー消費が増加する時期で
しているなど、違法民泊が疑われる施設がありました
政策課 H6208-9013 I6202-7052
ら、通報窓口に情報をお寄せください。A大阪市保健所 す。健康に支障のない範囲で、ご協力をお願いします。
「生涯学習大阪計画」
（素案）
C来年3/31までA環境局環境施策課 H6630-3264
環境衛生監視課 H6647-0835 I6647-0733
平成29年度から32年度までの持続可能な豊かな
I6630-3580
塾代助成事業の来年4月からの利用申請を受け付けて
生涯学習社会をめざす計画についてのご意見。C
います
①「大阪市障がい者等基礎調査」 ②「生活のしづらさ
閲覧・応募期間：12/5〜来年1/4BA教育委員会生
などに関する調査」
にご協力ください
市内在住の中学生を対象に、学習塾や習い事などに
涯学習担当 H6539-3347 I6532-8520
障がい者施策を検討する基礎資料を得るための調査
かかる費用を月額1万円を上限に助成しています。対象
は保護者の平成27年中の所得の合計が一定の基準額未 を実施します。対象・調査方法：①障がい者手帳または
市立咲くやこの花中学校の生徒募集
満の方。家庭教師やオンライン学習塾なども助成対象 特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方や障がい
募集分野は①ものづくり
（理工）②スポーツ③言語④
となります。申請方法など詳しくはKをご覧ください。 福祉サービスをご利用の方などから、無作為に抽出し 芸術（美術・デザイン）。対象は市内在住で来年3月に卒
D来 年1/16BA大阪市塾代助成事業運営事務局 調査票を送付します。②無作為に抽出した地域へ調査 業見込みの小学生。定員各20人。入学検定料2200円。C
員が訪問し、障がい者手帳をお持ちの方などへ調査票 検査日：来年1/21
H6452-5273 I6452-5274
（土）
・22（日）9:00EB咲くやこの花中
学校で配布する実施要項に掲載の必要書類を来年1/5
（木）
・（
6 金）10:00〜16:00に同校へ持参。A教育委員会学
事課 H6208-9115 I6202-7052
A政策企画室秘書担当 H6208-7238 I6202-6950
今年度は次の61人の皆さん（敬称略）を表彰しました。

お 知 ら せ

募

第51回

集

大阪市市民表彰を行いました

講 座・教 室

●社会公益功労…赤野久雄、岩﨑一成、光原正憲
●区政功労…伊藤弘一郎、岩井政人、上 紀明、角
野桂治郎、北口武司、久保道伸、杉本芳一、髙木正
博、多田龍弘、田中乻久子、中村二三夫、松山正樹、
道上武男、森田直彦、八十島義郎、山村勇、山本隆章、
山本達雄●社会福祉功労…上田利明、倉
二、田
原愛旦、藤原進一郎、松田拓洋、山本眞路●産業経
済・消費生活功労…池田隆、今井章、大西勝重、川田
南海男、古家勝實、土砂良藏、中野光男、松井誠司
編集/大阪市政策企画室

●環境・衛生功労…安部力、佐久間靖博、鹿谷實、三
浦由美子●緑化功労…戸谷勝彦●消防功労…絹
和美、曲田秀男●教育功労…大原博仁、奥一朗、後
藤ちづ子、笹川正明、菅保夫、西本達哉●スポーツ
功労…上野祥子、河野邦夫、西岡保●文化功労…尾
崎蒼石（本名：尾崎建治）、小田康徳、片岡松之助（本
名：櫻井清和）、京山幸枝若（本名：福本一光）、小島
慶四郎、阪口弘之、坂田利夫（本名：地神利夫）、佐藤
誠、髙橋隆博、鶴澤清介（本名：田中良和）

H06‑6208‑7251 I06‑6227‑9090

市民のための「監査」講座
阪井千鶴子監査委員（弁護士）が、住民監査請求を中
心に、監査委員の仕事について、市民の皆さんにわかり
やすく説明します。定員100人（先着順）。C12/15（ 木）
15:30〜17:00E市立大学文化交流センターA行政委員
会事務局監査課 H6208-8574 I6231-4622
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……2,705,961人 世帯数……1,373,079世帯

平成28年10月1日現在（推計）

