編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

面積…225.21㎢ 人口…2,727,136人 世帯数…1,416,202世帯

6 06-6227-9090

平成30年12月1日現在
（推計）

子どもの教育・医療 無償化へ
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。

記号の見方

4 問い合わせ

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。
送します。今回の試験

対象となる平成24年4/2〜平成25年
4/1生まれの方は、3/31までに接種して
ください。

高齢者の肺炎球菌ワクチン
対象の方は、3/31

までに接種いただ
くと、自 己 負 担 が
4,400円です（生
活保護受給者およ
び市民税非課税世
帯の方は免除）
。対
象：昨年4/1〜3/31に①65歳、70歳、
75歳、80歳、85歳、90歳、95歳および
100歳となる方②60歳以上65歳未満
の方で、心臓・じん臓・呼吸器の機能やヒ
ト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいのある方
（過去に接種を受けた方
は除く）
4大阪市保健所感染症対策課
56647-0656

6 6647-1029

風しんワクチンの接種費用の
助成申請をお忘れなく
昨年4/1〜3/31に行った麻しん風しん
（ＭＲ）
ワクチン、風しんワクチン接種の助成申請の
受け付けは3/31までです。対象は、接種当日
に大阪市に住民登録があり、風しん抗体を有
していない、または抗体価が低い方のうち、
①妊娠を希望する女性②妊婦の配偶者また
は妊娠を希望する女性の配偶者。
4大阪市保健所感染症対策課
56647-0656

6 6647-1029

3/1から粗大ごみ収集の
インターネット受け付けを開始します
8での粗大ごみ収集の申し込みが24時間可

能になります。なお、電話による申し込みも継
続して受け付けます。
4環境局事業管理課

6 6630-3581

56208-8545

4危機管理室危機管理課

3月は自殺対策の強化に
取り組みます

促進や大学生が今後の働き方について考え

月別自殺者数が最も多い3月の自殺対策強化

る機会とするため、パネルディスカッションや

月間にあわせて、街頭啓発キャンペーンを行

ワークショップを開催。定員100人
（先着順）
。

います。

03/8
（金）
13:00〜16:15

03/1
（金）
8：00〜9：00

すべての願いである北方領土の早期返還が
実現できるよう、私た

着で参加可。

心と理解を深め、ねば

0月〜金の10：00〜12：00、
13：00〜17：00

4大阪市女性活躍促進企業認証事業事務局

り強く返 還を求めて

（祝日・年末年始を除く）

56130-8828

相談電話50570-064-556
6 6922-8526

56208-7412

ハンセン病に対する正しい知識の普及・啓発と

教育に関する相談を
受け付けています

いきましょう。
4総務局総務課

ハンセン病問題講演会

4こころの健康センター
56922-8520

6 6130-8829

偏見・差別の解消を図るための講演会。定員
600人
（当日先着順）
。参加にあたって配慮が

えと ろふ とう

ロシアによる不法占拠が続いています。国民

領土問題について関

■自殺に関する相談窓口
（常設）

くな しり とう

は、わが国固有の領土です。
しかし、いまだに

ち一人ひとりが北方

北方領土イメージキャラクター
「エリカちゃん」

6 6229-1260

大阪市議会議員選挙
立候補手続きの説明会
4/7（日）
に行われる市議会議員選挙に立候

不登校やいじめ、障がいのあるお子さんの就

必要な方は、事前にハンセン病回復者支援セ

補される方のために、届出手続きなどの説明

学や進学などについて、面談による相談をお

ンター
（57506-9424）
にお知らせください。

会を開催します。対象は①北・都島・福島・此

受けします
（要予約）
。

02/16
（土）
13：30〜16：30

花・中央・港・大正・西淀川・淀川・東淀川・旭・城

0月〜金の9:00〜17:30

1阿倍野区民センター

（祝日、年末年始を除く）

東・鶴見区からの立候補予定者②西・天王寺・
浪速・東成・生野・阿倍野・住之江・住吉・東住

=500円

4こども相談センター教育相談担当

4大阪市保健所感染症対策課

54301-3181

56647-0656

6 6944-2064

吉・平野・西成区からの立候補予定者。

6 6647-1029

0①2/12
（火）
13：30〜

姉妹都市交流推進事業に対して
補助金を交付します

①大阪府市合同職員採用セミナー
②大阪市消防吏員採用セミナー
③女性のための大阪市消防吏員採用セミナー

大阪市の姉妹都市との交流を推進し、広く市

採用試験や業務内容の説明、先輩職員の講演な

民と共有することを目的に、国際交流団体、
Ｎ

ど。対象は①大阪府・大阪市職員をめざす方②

ＰＯ法人、市民ボランティア等が実施する事

③大阪市消防吏員をめざす方。定員①各3 6 0

業への補助金。対象事業は、審査のうえ、上限

人 ②各250人 ③100人（いずれも先着順）
。

100万円2件程度、上限10万円4件程度を選

0①3/19
（火）
・20
（水）

定します。

10:00〜13:00、
14:00〜17:00
②3/11
（月）
・12
（火）
14:00〜15:30
③3/15
（金）
14:00〜15:30

1①大阪府咲洲庁舎②消防局③浪速消防署

23/8
348からダウンロードした申請書に必要

事項を書いて、持参または送付で、
〒559-

0034 住之江区南港北2-1-10 ATCビル

戎橋筋・心斎橋筋地域の路上で

শ൘ৢ
পீ
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56208-8511

6 6204-0900

市営住宅と空き店舗等の入居者
公営住宅、
中堅層向け市営すまいりんぐ、
市営
住宅附属施設の空き店舗等の入居者。申し込
みには収入などの条件があります。
32/4から8または住情報プラザ、大阪市

サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、区

役所などで配布する申込みのしおりをご覧く
ださい。
4大阪市住まい公社募集担当

6 6882-7021

ਕஸ൙

「大阪市立学校部活動支援人材
バンク
（部活動指導員）
」
登録者

ᄮଶ

ቕ൘ਆ
ቕ൘

非常勤嘱託職員として市立中学校の運動部・文
化部において、技術的な指導や学校外での活動

煙禁止地区」
で喫煙した場合、1,000円

ৢ

の過料が徴収されます。喫煙所で喫煙

ణ७থॱشඌ
ऩ॒य
ঐঝॖ

するなど、
マナーを守りましょう。

ཹਚ

56630-3228

4行政委員会事務局選挙課

56882-7024

煙禁止地区」
に指定しました。
「 路上喫

4環境局事業管理課

1①中央区民センター ②阿倍野区役所

ఢଆৢ
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కୋ

:&

中央区戎橋筋・心斎橋筋地域を
「路上喫

②2/13
（水）
13：30〜

22/18
（消印有効）
心(斎橋筋〜戎橋筋 )

を防災行政無線の屋外スピーカーで試験放

しこ たん とう

38で。定員に達していない場合は、当日先

 

（全国瞬時警報システム）
により受信した情報

はぼ まい ぐん とう

北方領土
（歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島）

1あべのハルカス会議室

版をご覧いただけます。

地震・津波などの緊急事態に備え、
Ｊアラート

6 6202-6953

1JR京橋駅北口周辺

度 保存版）
」
をお住まいの区の区役所などで

Jアラートによる試験放送の実施

56208-7781

2/7は北方領土の日です

国際女性デーにあわせ、
企業での女性活躍の

配布しています。また、8でもデジタルブック

6 6227-9090

4財政局収税課

6 6231-4622

ブック
「大阪市くらしの便利帳
（平成29・30年

56208-7252

市税の滞納により各市税事務所が差し押さ

1財政局税務部分室
（大阪駅前第2ビル4階）

女性活躍促進ネットワーク
フォーラム

6 6202-3776

くらしに役立つ情報をまとめた生活ガイド

4政策企画室広報担当

合同公売を実施します

4大阪市人事委員会

02/20
（水）
11:00頃

既設禁止区域
御(堂筋 )

大阪市くらしの便利帳を
発行しています

6 6615-7433

02/26
（火）
10：10開場

Facebook

新設禁止区域

56630-3226

56615-3758

で）
。詳しくは、8をご覧ください。

配信はありません。

56208-7388

ⅠTM棟 4階、
経済戦略局国際担当へ。

えた不動産等の合同公売。
Twitter

11（いずれも24：00までの申込完了分ま

ル・緊急速報メールの

麻しん風しん（ＭＲ）
ワクチン

タイムリーな情報も続々配信中！

3申込期間：①3/1〜11②3/1〜6③3/1〜

放送に伴うエリアメー

各種予防接種はお済みですか？

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

6 6630-3581

❅ਣો

વਲৢ

の引率等を行う部活動指導員の登録者。資格な
ど詳しくは8をご覧ください。
348から登録申請書等をダウンロードし、

必要事項を書いて、関係書類を教育委員会
教育活動支援担当へ。
56208-8172

6 6202-7055

