
長期休業中／日
　400円 ⇒ 9時 ～13時 400円
 　　　　9時 ～15時 600円
 　　　　9時 ～17時 800円

市立幼稚園一時預かり利用料1

年収約360万円未満の世帯
１人目 12,700円 ⇒10,000円
２人目   6,350円 ⇒  5,000円など

市立幼稚園保育料2

利用者負担金／年 
　3,000円⇒ 廃止（7月から）

敬老優待乗車証交付利用者負担金3

市町村ごとの保険料率を府内で統一化
国民健康保険料4

被保険者均等割額／年
　51,649円⇒ 51,491円

後期高齢者医療保険料5

基準額／月 6,758円 ⇒ 7,927円
介護保険料6

問い合わせ
・・・・こども青少年局管理課

6208-8165
6202-6963

・1 2

・4 5

・・・・・・・・福祉局いきがい課
6208-8056
6202-6964

3

・・・・・・・・福祉局介護保険課
6208-8028
6202-6964

6

・・・・福祉局保険年金課
6208-7961
6202-4156

平成30年度  予算案を編成しました

　平成30年度予算編成にあたっては、市民感覚をもって行財政
改革を行い、過去に積み立てた貯金や未利用地等の売却に頼る
ことなく、収入の範囲内で予算を組むことを原則としました。
　将来世代に負担を先送りすることのないよう、財政健全化に
着実かつ積極的に取り組みます。
　その中で「市民サービスの拡充」や「大阪の改革と成長」に向
けたさまざまな事業を、一層の選択と集中を行いながら進めて
いきます。

財政局財務課　 6208-7714　 6202-6951問い合わせ

一般会計
歳出予算
（目的別）

1兆7,771億円

その他
175億円（1.0％）

公債費
2,802億円
（15.8％）

総務費

健康費 501億円（2.8％）
442億円（2.5％）
369億円（2.1％）
343億円（1.9％）

183億円（1.0％）
172億円（1.0％）
28億円（0.2％）

住宅費
消防費
環境費

港湾費
大学費
議会費

1,025億円
（5.7％）

経済戦略費
973億円
（5.5％） こども

青少年費
2,086億円
（11.7％）

福祉費
5,415億円
（30.5％）

土木費
1,298億円（7.3％）

教育費
1,959億円（11.0％）

行財政改革を着実に進め
てきたことなどにより、
ピークの平成16年度から
約1.8兆円の減少を見込
んでいます。

市債残高の推移（全会計ベース）

平成16年度 平成30年度見込

［ピーク］ 約1.8兆円減少

5兆5,196億円
3兆6,753億円

使用料・手数料の改定の主なもの

おおさか掲示板
3月号 No.047
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総合区・特別区ってなんだろう？連載
第2回

副首都推進局問い合わせ担当 　 6208-8989　 6202-9355
総合区・特別区に関する問い合わせ窓口はこちら

　総合区では、住民の皆さんのご意見をお聴きしながら、
総合区長の責任において、より地域の特性や地域のニー
ズを反映した行政サービスを提供します。

　現在の24区単位を地域自治区とし、地域コミュニティ
を維持します。また、現在の区役所が地域自治区事務所と
なり、窓口サービスなどを、今までどおり行います。

総合区役所

○○総合区役所

地域自治区
事務所
（現在の
24区役所）

地域自治区事務所 地域自治区事務所

※総合区の名称は仮称
は総合区役所（総合区ごとに1か所設置）

合区して8つの総合区へ

24区単位で地域自治区を設置

総合区になると今の区はどうなるの？

区割り案

区割りの考え方

総合区役所

今回は

について
総合区素案

・・・・

• 将来（H47）の人口規模が30万人程度
• 地域コミュニティ、歴史的経緯、鉄道網、商業集積、
防災面等を考慮

• 総合区ごとに設置
• 総合区域内のまちづくりや区政にかかる企画関
係の仕事などを集約して実施

地域自治区事務所
• 24の地域自治区に設置（現在の区役所）
• 引き続き、現在の区役所、保健福祉センターで
行っている窓口サービスを実施

2025万博  大阪・関西へ

3月号 No.047

※ 特に記載のないものは市外局番「06」です。
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国民健康保険制度（国保）は、現在、市町

特別区設置に向けた協議会での議論
等を皆さんにお知らせする広報紙を、３
月下旬に新聞折り込み（朝日、産経、日
本経済、毎日、読売、大阪日日）でお届
けするとともに、区役所や大阪市サー
ビスカウンター（梅田・難波・天王寺）、
図書館等でも配布します。なお、市内在
住で点字版も含め個別配布をご希望
の方は、電話かファックスでお申し込み
ください。
副首都推進局戦略調整担当
6208-8876　 6202-9355

4/1から地下鉄はOsaka Metro、
バスは大阪シティバスになります。
お持ちの乗車券は
引き続きご利用い
ただけ、また、各種
割引制度も変更は
ありません。問い合
わせ番号も変わり
ません。
市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

村それぞれが保険者となって運営して
います。4月からは、府と市町村が共同
保険者となって運営し、財政面での国保
運営の安定化を図ります。また、市町村
ごとに異なっている保険料率や減免の
基準なども府内で統一されます（最大6
年間の経過措置期間あり）。
福祉局保険年金課
6208-7961　 6202-4156

「大都市制度（特別区設置）協議会
だより（第３号）」をお届けします

市町村で運営している国民健康保険
制度は4/1から府域での運営に変わ
ります

交通事故相談の終了について

3/1～7は
春の火災予防運動期間です

平成30年度 大阪市防火標語
を募集します

市役所１階市民相談室で実施している
交通事故相談は、3/30（金）をもって終
了予定です。市内で交通事故相談を行っ
ている他の窓口など詳しくは をご覧
ください。
市民局区行政制度担当
6208-7325　 6202-7073

放「、はで署防消各の内市、に心中を間期
火火災防止対策」「住宅防火対策」「車両
火災予防」などを知っていただくため、
消防署開放デーなどのさまざまな啓発
活動を行います。詳しくは各消防署にお
問い合わせください。
消防局予防課
4393-6332　 4393-4580

地下鉄・バスが
変わります！

2018
4.1

大 阪 市 営

地下鉄新会社
のロゴマーク

◆ごみ出しに便利なスマホ用ごみ
分別アプリ「さんあ～る」をご利
用ください

ごみの減量に向け、リサイクル等の
情報を分かりやすく提供するため、
ごみ分別検索や収集日カレンダー
など、ごみ出しの疑問を解決できる
便利なアプリを配信しています。
環境局総務課
6630-3121　 6630-3580

◆IC連絡定期券等の発売を開始します
現在発売している各私鉄との連絡
定期券および地下鉄・バスの連絡
定期券、バス単独定期券をICカー
ドで発売します。詳しくは をご覧
ください。
市営交通案内センター
6582-1400　 6585-6466

◆水道局お客さまセンターは3月・
4月の日曜・祝日も受け付けます

転出入者が増加する3月・4月は、
日曜・祝日も水道の使用開始・中
止等の各種届出、漏水の連絡など
を受け付けます。（月～金曜は8：
00～20：00、土日祝は9：00～
17：00）
水道局お客さまセンター
6458-1132　 6458-2100

防火意識の普及啓発を目的とし
て、防火標語を募集します。対象は
市内に在住・在勤・在学の方。入賞
作は各消防署、 などに掲出。
募集期間：3/5～4/11（消印

有効）
ハガキ・ で、標語（１人１

点・形式自由）・住所・氏名・電話
番号、市内在勤・在学の方は事業
所か学校の名称・所在地・電話番
号を書いて、〒550-8566 西区
九条南1-12-54、消防局予防課
「防火標語募集」係へ。
4393-6332
4393-4580

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板

    はり切め締、選抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特で等し催・座講
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。

。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

日時・期間　 会場　 費用　 締め切り　 申し込み　 問い合わせ
大阪市ホームページ　 Eメール
〒   大阪市北区中之島   大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番「06」です。

記号の見方

掲載している記事の情報
は、 のおおさか掲示板
掲載ホームページ一覧で
ご覧いただけます。

おおさか掲示板 検索
ホームページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook

3月号 No.047

編集/大阪市政策企画室　 ０６-６２０８-７２５１　 ０６-６２２７-９０９０
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発達障がいについて正しい理解を

保育補助者になりませんか

市営住宅入居者
定期募集などで応募者が募集戸数に達
しなかった公営住宅等の入居者。申し込
みには収入などの条件があります。
4/4（水）10：00～11：00に大阪市住

まい公社で受け付け。詳しくは、住情報
プラザ、住宅管理センター（梅田・阿倍
野・平野）などで配布するしおりをご覧
ください。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

①平成29年度募集分②平成30年度募
集分（いずれも先着順）。
募集期間：①3/14まで②4/1～来年

3/13
詳しくは、市役所・区役所・大阪市

サービスカウンター（梅田・難波・天王
寺）などで配布するパンフレットをご覧
ください。 
瓜破霊園管理事務所
6709-4000　 6799-0392

女性の登用や、女性が働きやすい職場
環境づくりに積極的に取り組む「大阪
市女性活躍リーディングカンパニー」
認証企業からその魅力や実際の仕事
内容を直接聞くことができます。
3/8（木）11：00～17：00
パソナグループビル（本町）
市民局男女共同参画課
6208-7655　 6202-7073

4/2の世界自閉症啓発デー、4/2～8の
発達障がい啓発週間に合わせ、4/2に
大阪城天守閣や天保山大観覧車を「い
やし・希望・おだやか」を表す青色にライ
トアップするなどの啓発活動に取り組み
ます。発達障がいのある方が社会で生
き生きと暮らせるよう、私たち一人ひと
りの理解と認識を深めましょう。
心身障がい者リハビリテーションセ

ンター
6797-6560　 6797-8222

大阪市では、保育士の確保が極めて困
難な状況です。民間保育所等では、保育
士の業務負担軽減・離職防止のため、保
育士のサポートや、遊具の消毒・清掃等
の業務を担っていただける方を必要と
しています。保育に関心がある方なら保
育士資格がなくても応募できます。募集
は各民間保育所等へお問い合わせくだ
さい。
こども青少年局保育企画課
6208-8031　 6202-6963

市民の皆さん
に動物愛護と
社会のルール
やマナー、動物
の種類や習性
に応じて適切に
飼養することの
大切さを意識していただき、「犬猫の理
由なき殺処分ゼロ」に向けた取り組みを
社会全体に広げていくため、ロゴマーク
を募集し、応募62件の中から一般投票
により決定しました。今後、本市の普及
啓発に活用するほか、取り組みの趣旨に

賛同いただける方や団体等は無料で使
用していただけます。
健康局生活衛生課
6208-9996　 6202-6967

市税の滞納整理強化策として、文書催
告を実施。また電話催告を平日夜間に
集中して行うほか、徹底した財産調査を
行い、財産がありながら納税に応じてい
ただけない場合には、不動産・給与・預
金などの差し押さえを行います。職員訪
問の際は身分証明書（徴税吏員証）を携
帯していますのでご確認ください。
財政局収税課
6208-7781　 6202-6953

①第9回「（仮）大阪がめざすⅠＲと懸念対
策」②第10回「（仮）今、話題のⅠＲ実施法
案の論点とは」。定員①140人②130人
（いずれも先着順）。
①3/22（木）14：30～16：00②

3/28（水）14：30～16：00
①関西大学梅田キャンパス②大阪府

立大学Ⅰ-siteなんば
①3/19②3/23 またはファッ

クスで住所（事業者の方は会社名と所
在地）・氏名・電話番号・希望する回・参
加人数を書いて、ⅠR推進局推進課へ。
6210-9236　 6210-9238

【新規】福島五丁目・七丁目共同開発計
画（福島区）
縦覧と意見書の受け付け：6/18まで
経済戦略局産業振興課または福島区

役所企画総務課
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

縦覧は3/22まで。意見書の受け付け
は4/5まで。
環境局環境管理課、都市計画局都市

計画課、北・福島・中央・西・浪速・西成の
各区役所
環境局環境管理課
6615-7938　 6615-7949

以下の案は、区役所、市民情報プ
ラザ（市役所1階）、大阪市サービ
スカウンター（梅田・難波・天王
寺）などで配布、または でもご
覧いただけます。ご意見は、送付・
ファックス・ ・持参でお寄せくだ
さい。
大阪の成長戦略
2018年改訂版（案）
閲覧・応募期間：3/20まで
大阪府政策企画部企画室計画

課計画グループ
政策企画室政策調査担当
6208-9724
6202-5620
大阪市自殺対策基本指針

）案（）次2第（
閲覧・応募期間：3/13まで
こころの健康センター

6922-8520　
6922-8526

ご意見をお聴かせください

女性の活躍促進に取り組む企業に
）定予社21（」会明説業企同合「るよ

「知る、分かる、考える、
統合型リゾート（ⅠR）セミナー」

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地
使用者

「大阪都市計画 都市高速鉄道なにわ
筋線環境影響評価方法書」の写しの
縦覧等

「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」の
ロゴマークが決定

3月は市税収入確保重点月間です

3月号 No.047

面積……２２５．２１㎢　人口……２，７１４，８１８人　世帯数……１，３９５，６９４世帯　平成３０年１月１日現在（推計）
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キャラクターやコスプレ満載のパレード、
ステージイベント等を開催し、大阪が誇る
趣味のまち「日本橋」の魅力をアピールし
ます。当日は周辺道路において交通規制
が行われます。ご理解・ご協力をお願いし
ます。
3/18（日）12:00～15:00

※交通規制は11:00～15:30（オタロード
　の一部は10:00～18:00）
日本橋3丁目南交差点南詰から恵美

須入路交差点北詰までの堺筋および周
辺地域
日本橋ストリートフェスタ実行委員会
6655-1717　 6655-1717

20時まで開園延長。地球温暖化防止
キャンペーン「アースアワー」に合わせ
たイベントも開催。
3/21（水・祝）・24（土）・25（日）・31

（土）
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

①舞洲工場と②東
淀工場で、通常必
要な予約をせずに
見学ができます。
小学生以下は保護
者同伴。東淀工場
ではフリーマー
ケットも開催。

プラネタリウム
「はるかなる大マゼラン雲」

テーマ展「浮世絵師が描いた乱世」

ナイトZOO
～いいね！映えるよ、青の動物園～

ごみ焼却工場のオープンデー
（一般開放）

第14回 日本橋ストリートフェスタ
2018

①3/17（土）②3/24（土）10：00～
16：00（15時受付終了）

①舞洲工場
6463-4153　 6463-7101

②東淀工場
6327-4541　 6327-4555

江戸時代の
後期から明
治期にかけ
て、浮世絵師
が描いた武
者絵は、おお
いに庶民の
人気を博し
ました。本展
では、色鮮や
かで躍動感
あふれる武
者絵をお楽
しみいただ
けます。
3/17（土）～5/6（日）9：00～17：

00※3/24（土）～4/8（日）は19:00ま
で（入館は閉館の30分前まで）

大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

南天の美しい星空を楽しむとともに、
大マゼラン雲にあらわれた光の正体に
迫ります！定員各回300人（先着順）。
5/27（日）まで（月曜休館）
大人600円ほか
市立科学館

6444-5656　 6444-5657

舞洲工場

『大日本名将鑑』のうち
）画年芳岡月（」長信平臣大右田織「

〈大阪城天守閣蔵〉

お花見や行楽の後は、8階展望台
からの眺望や歴史資料展示など
をお楽しみください。 3/24（土）
～4/8（日）9：00～19：00（入館
は18：30まで）

大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

  樹齢50年以上のソメイヨシノを
含む160本の「桜のトンネル」、日
没後には約100灯の花見ぼんぼり
による幻想的な桜道をお楽しみい
ただけます。 3/28（水）～4/8
（日）9：00～21：00※駐車場・駐
輪場はありませんので公共交通
機関をご利用ください。
水道局総務課
6614-8866（自動応答ダイヤル）
6324-3114

場所の予約が必要です（大阪城は
全面有料、長居は有料・無料あ
り）。機材の貸し出しやごみ処理な
どの有料サービスがあります。詳
しくは をご 覧ください 。
3/24（土）～5/6（日） 電話予

約。
大阪城 0570-09-0014 
長居 6698-3408
建設局調整課
6469-3819　 6469-3895

大阪城天守閣
桜のシーズン開館延長

大阪城公園・長居公園で
手ぶらでバーベキュー

柴島浄水場「桜並木通り抜け」

©Jose Francisco Salgado(josefrancisco.org)/ESO
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平成30年度 大阪市要約筆記者
養成講座

防災展～震災に備えて～

平成30年度 大阪府手話通訳者
養成講座

クイーン・エリザベス大阪発着クル
ーズ記念「クルーズ・カーニバル」

上方落語の定席である天満天神繁昌亭
で、初心者向けの落語会を開催。定員
210人（先着順）。
3/16（金）18：30～21：00
天満天神繁昌亭 2,000円
【チケット販売】チケットぴあ
0 5 7 0 - 0 2 - 9 9 9 9（ Pコード：

597-700）、天満天神繁昌亭チケット窓口
【チケット問い合わせ】天満天神繁昌亭
6352-4874
経済戦略局文化課
6469-5174　 6469-3897

「クイーン・エリザベス」の入港にあわせ
てイベントを実施。①パネル展②入港歓
迎セレモニー③入港歓迎放水・演奏④
住吉大社のお神輿巡行、ほか詳しくは
をご覧ください。
①3/22（木）まで②3/15（木）③

3/15（木）、3/22（木）④3/22（木）
①②天保山マーケットプレース③④

大阪港天保山周辺
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

震災への備えをパネルなどで紹介する
イベント。防災グッズの展示や防災クイ
ズコーナー、防災DVDの上映など。
3/10 (土)～21(水・祝)9：30～16：

00（月曜休館）
下水道科学館

6466-3170　 6466-3165

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 0120‐01‐7285（まずは一報 
なにわっ子）」にお電話下さい。

会議や講演等で聴覚障がい者のコミュ
ニケーション支援をめざす方のための
養成講座①手書きコース②パソコン
コースを開催。対象は府内在住・在勤で
要約筆記者として活動が可能な方（②
はノートパソコン（Mac不可）を所有
している方）。定員各20人。
5/24（木）～12/6（木）のうち22日

間（1回4時間）
長居障がい者スポーツセンター
4/9 または区役所で配布す

る申込書に必要事項を書いて、福祉局
障がい福祉課「要約筆記者養成講座」

係へ。
6208-8081　 6202-6962

大阪府の登録手話通訳者をめざす方の
ための初級講座。修了者は中級・上級へ
と進級し合計3年かけて必要な技術を
身につけます。対象は府内在住・在勤で
一定水準の手話技術を有する方（手話
技術の判定試験を行います）。定員各
40人。
会場ごとに判定試験日、講座開催日

が異なります。詳しくは をご覧くだ
さい。
大阪府谷町福祉センターほか
3/30 または区役所で配布する

受講申込書に必要事項を書いて、府民
お問合せセンター「手話通訳者養成講
座」係へ。
福祉局障がい福祉課
6208-8081　 6202-6962

開催地決定まで残り９か月。
今月来日するＢＩＥ（博覧会国際事務局）調査団に、活気あふ
れる大阪が、万博開催地としてふさわしいまちであること
をＰＲします。
皆さんの力を結集し、万博開催を勝ち取りましょう！

まずは、会員登録から

そして再び、大阪・関西から世界へ

検索EXPO2025 検  索 経済戦略局万博誘致推進室  6615-3036　 6615-7433問い合わせ
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