編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

面積…225.21㎢ 人口…2,721,728人 世帯数…1,407,997世帯

606-6227-9090

平成30年5月1日現在
（推計）

子どもの教育・医療 無償化へ

記号の見方

0日時・期間 1 会場 = 費用 2 締め切り 3申し込み
8 大阪市ホームページ 7 Eメール
:〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20 大阪市役所内
5 6 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

掲載している記事の情報
は、
8の
「大阪市民のみな
さんへ」
掲載ホームページ
ホーム
一覧でご覧いただけます。 ページ

4 問い合わせ

タイムリーな情報も続々配信中！

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。
け受領証を交付します。なお、事前に申し込み
が必要です。詳しくはお問い合わせください。
34人権啓発・相談センター

特定医療費
（指定難病）
受給者証
の更新
医療費助成を継続して受けるには、12/28ま
でにお住まいの区の保健福祉センターに更新

56532-7631 66532-7640

大阪打ち水大作戦2018

申請書類を提出する必要があります。対象者

象を和らげるため、
9 月にかけて 市 内

Facebook

事業者のうち一定の要件を満たした場合、翌
年から3年間、新規取得設備の固定資産税が
ゼロになり、
また国の関連補助金の審査での

56208-8111 66202-6963

各地で打ち水イベ
ントを 行 います の

0縦覧：7/13まで

意見書の受け付け：7/20まで

さい。また、打ち水

14都市計画局都市計画課

る団体には打ち水用品の貸し出しも行ってい

７/１以降に作成された診断書・意見書を添付

ます。詳しくは8をご覧ください。

した申請分から、視力は
「両眼の視力の和」
か

4環境局環境施策課

ら
「良い方の眼の視力」
による認定に、視野は
「視能率による損失率」
から
「視野角度、
視認点
数を用いた基準」
による認定となります。
4心身障がい者リハビリテーションセンター
56797-6561 66797-8222

大阪シティバスの
一部系統のダイヤが変わります
8/1に大阪シティバスの一部系統のダイヤを
改正します。
4Osaka Metro・シティバス案内コール
56582-1400

66585-6466

証明書のコンビニ交付サービス
を休止します
8/5
（日）
、8/18
（土）
、9/1
（土）
は住民票の写し
や印鑑登録証明書などのコンビニ交付サービ
スが終日ご利用いただけません。ご迷惑をお
掛けしますが、
ご理解・ご協力をお願いします。

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等
ライフ玉出東店
（西成区）

市技術職（高校卒程度）
採用セミナー

0縦覧と意見書の受け付け：10/15まで

先輩職員による仕事内容、市の施策や勤務条
件などの説明および質疑応答。採用試験の詳
細については7/6に発表予定。
08/7
（火）
①都市建設
［主に土木］
13：30〜
1市役所4階 行政委員会事務局委員会議室
4大阪市人事委員会
56208-8546 66231-4622

合同公売を実施します

（仮称）
こども本の森 中之島
施設基本方針
（素案）
0閲覧・応募期間：7/20まで
34経済戦略局文化課
56469-3889 66469-3897

市営住宅の入居者
公営住宅、
市営すまいりんぐ等の入居者。申し
込みには収入などの条件があります。
27/17
（送付の場合は消印有効）

37/3から8または住情報プラザ、住宅管理

センター
（梅田・阿倍野・平野）
、大阪市サービ

1経済戦略局産業振興課または①東淀川区

スカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、
区役所など

役所総務課
（総合企画）
②西成区役所総務課

で配布する申し込みのしおりをご覧ください。

4経済戦略局産業振興課

4大阪市住まい公社

56615-3784 66614-0190

56882-7024 66882-7021

船場法人市税事務所の
開庁時間を変更します

②機械・電気14：30〜
（各1時間程度）

大阪市人権施策推進審議会委員

8月から船場法人市税事務所の金曜の開庁

人権尊重の社会づくりについて、
調査・審議す

時間を17：30までに変更します。

る審議会委員。対象は市内在住・在勤・在学の

4財政局管理課

方。定員2人、
任期は2年。

56208-7742 66202-6953

27/31
348に掲載または区役所などで配布して

いる応募用紙に
「人権」
をテーマとした作文

市税の滞納により各市税事務所が差し押さえ

（800字程度）
と必要事項を書いて、送付・

た不動産等の合同公売。

ファックス・7で市民局人権企画課へ。

07/31(火)10：10開場

1市役所地下1階 第11共通会議室

4市民局住民情報担当

4財政局収税課

56208-7337 66202-7073

56208-7781 66202-6953

パートナーシップ宣誓制度を
開始します

56208-7891 66231-3753

【新規】①バロー淡路店
（東淀川区）
②
（仮称）

56630-3262 66630-3580

大阪市児童手当事務全項目
評価書
（変更）

4経済戦略局企業支援課

4大阪市保健所管理課

イベントを実施され

ファックス・7・持参でお寄せください。

34こども青少年局管理課

しますので、届かない場合はご連絡ください。

視覚障がいの身体障がい者手帳の
認定基準が変わりました

田・難波・天王寺）
などで配布、
または8で
もご 覧 いただけます。ご 意 見は、送 付・

0閲覧・応募期間：8/2まで

地区計画原案の縦覧等

で、ぜひご参加くだ

役所1階）
、大阪市サービスカウンター
（梅

加点対象となります。申請方法など詳しくは

豊新二丁目地区 地区計画の決定
（東淀川区）

56647-0923 66647-0803

以下の案は、区役所、市民情報プラザ
（市

8をご覧ください。
56264-9938 66262-1487

ヒートアイランド現

には申請書を同封した案内を7月下旬にお送り

Twitter

ご 意見をお聴かせください

市長の資産等の報告書の閲覧
7/2から平成29年の市長の所得に関する報

先端設備導入を行う
中小企業を支援します

告書などがご覧いただけます。概要は8から
もご覧いただけます。

ＬＧＢＴなどの性的少数者を支援する取り組みの

市内中小企業の先端設備等導入計画にかかる

一つとして、パートナーシップ宣誓書を受け付

認定申請を受け付けています。認定を受けた

2025年万博を大阪・関西へ

14総務局総務課
56208-7411 66229-1260

開催地決定まで残り5カ月

ポケモン、ハローキティも応援
2025年の日本万国博覧会の実現に向け、
ポケットモンスターおよびハロー
キティに、2025日本万国博覧会誘致委員会の
「スペシャルサポーター」
とし
て、日本全国での機運醸成にご協力いただけることとなりました！

56208-7611 66202-7073
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」
（まずは一報 なにわっ子）

9 0120‐01‐7285

にお電話ください。

「犬猫の理由なき殺処分
ゼロ」キャンペーン
人と動物が笑顔になれる社会をめざし、
「おおさかワンニャン特別大使」
の杉本彩
さんらによるトークイベントを行います。
当日先着順。会場内ペット同伴不可。
07/14
（土)14：00〜15：00
1イオンモール鶴見緑地

おおさかワンニャン
特別大使
杉本 彩さん

動物愛護に関する事業を支援する
「大
阪市動物愛護関連寄附金」
を募集して
います。詳しくは8をご覧ください。

引き続き、
会員登録を
募集中▶

4経済戦略局万博誘致推進室 56615-3028 66615-7433
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4健康局生活衛生課
56208-9996 66202-6967

