
より豊かで住みやすい、活力と魅力あふれる都市をめざし、「市民サービスの拡充」と「大阪の成長の実現」
を柱に、さまざまな施策に取り組みます。また、副首都・大阪の確立に向け、大都市制度（総合区・特別区）
のあり方について検討を進めます。

新 新規 拡 拡充一部新規新

新

※この記事は、3月12日現在（市会審議中）のもので、事業等を変更する場合があります。

「子どもの教育・医療 無償都市大阪」を
めざした取り組み

平成30年度予算で取り組む主な事業と施策

市民サービスの拡充
未来の大阪を担う子どもたちを育む環境づくりに重点的に取り組むとともに、高齢者や、社会を支える現役世
代を支援します。

4・5歳児の幼児教育の無償化
57億1,000万円

特色ある教育を行
う認可外保育施設
にも、幼児教育無
償化の対象を拡大

こども医療費助成事業
90億3,000万円

安心して医療を受けられるよう、18歳までの子
どもの医療費の自己負担を補助（所得制限あり）

保育サービス第三者評価受審促進事業　
400万円

保育サービスの質の確保や向上につなげるため、
保育所等が第三者評価を受けるための費用を補助

保育所等の事故防止の取組強化事業　
1,500万円

保育所等に事前通告なしで、食事や昼寝、水
遊びなどの重大事故が起こりやすい場面に立
ち入り、指導を実施

課外学習支援等の取り組み 
塾代助成事業　24億4,400万円

学校外教育に利用できる月額1万円を上限と
した「塾代助成カード」を交付（市内在住の中
学生の約5割が助成対象）

児童いきいき放課後事業　38億2,200万円
低学年から自主学習習慣を定着させる取り組
みや、時間延長実施箇所の拡大

塾代助成事業　24億4,400万円
学校外教育に利用できる月額1万円を上限と
した「塾代助成カード」を交付（市内在住の中
学生の約5割が助成対象）

児童いきいき放課後事業　38億2,200万円
低学年から自主学習習慣を定着させる取り組
みや、時間延長実施箇所の拡大

子どもの貧困に対する取り組み
大阪市こどもサポートネットの構築　

1億6,900万円
学校における気づきを区役所や地域などにつ
なぎ、課題を抱えている子どもや子育て世帯
を総合的に支援する新しい仕組みづくり

こども支援ネットワーク事業　600万円
子どもの居場所などの取り組みの活性化を
図るための活動団体や企業、社会福祉施設な
どによるネットワークづくり
ひとり親家庭の自立に向けたサポート　

1億5,200万円
就職に向けた資格
取得の際の生活
支援の拡充など
区の実情に応じた
取り組み など　
3億8,100万円
学習習慣の定着や居場所づくり、不登校対策
や高校中退者への支援策などを実施

保育を必要とする全ての児童の
入所枠確保の取り組み
民間保育所等整備事業　85億4,800万円

保育所が新たに設置する分園の建物賃借料を補助
幼稚園から認定こども園への移行に必要な施
設整備費の補助を拡充

保育人材の確保対策事業　11億2,600万円
保育補助者の雇上げ費用や、ICT機器導入費
用の補助などで、保育士の負担を軽減

拡

拡

新 拡

拡
拡

新

新

新

新

新

新

子育て・教育環境の充実

4月号 No.048
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ひら

大阪市総合コールセンター 4301-7285　 6373-3302問い合わせ

児童・生徒の急増に伴う教育環境改善　
14億9,900万円

児童・生徒の急増に伴い、教室不足が見込ま
れる市内中心部の学校の校舎の増築など

中学校給食事業　63億3,700万円
温かい給食の提供や分量調整、アレルギー等
に、より柔軟に対応できる学校調理方式へ移行

部活動のあり方研究モデル事業　
1億5,500万円

部活動指導にあたる非常勤職員80人を配置
次世代を担う人材の確保・育成等　3,900万円

大学と連携し、教員の資質向上などを目的と
した研修の開発・運営など

未来を切り拓く学力・体力の向上
校長裁量拡大特例校にかかる支援事業　

3,600万円
校長がめざす教育の実現に向け、人事や予算
面での校長の権限を強化する仕組みを構築

学力向上推進モデル事業　2,000万円
授業改善を視点に教員の指導力向上等をめ
ざす学校に対し、専任チームによる実践的な
指導・助言を実施

学校活性化推進事業（英語イノベーション事業）
6億5,400万円

教員とネイティブ・スピーカーによる生きた英
語を学ぶ授業を拡充
小学校教員の英語の授業力向上に向け、特別
チームによる指導を実施

公設民営学校（国際バカロレア等）の設置　
11億800万円

グローバル人材の育成を目的とした「大阪市
立水都国際中学校・高等学校」開校に向けた

国「、や備整の等舎校
際バカロレアコース」
導入の準備など

拡

拡

新

新

新

新

新

新

新

新

新

地域で支援を必要とする人々のための施策
認知症サポーター地域活動促進事業　

1,000万円
認知症カフェ運営への協力や認知症の方の
見守りなど、地域における認知症サポーター
の活動を促進 など（3区でモデル実施）

あいサポート運動事業　200万円
障がいのある方に対して、ちょっとした手助け
や必要な配慮を実践する「あいサポーター」
の養成研修の実施 など

街頭犯罪の大幅な抑止に向けた取り組み
子どものための「見守りカメラ」
設置事業　1億4,100万円

通学路や公園などに見守
りカメラと、カメラの周知
看板を設置（平成28年度
から3年間で1,000台
設置）

市民の暮らしを守る安全や福祉等の向上

区長の権限と責任による、区の特性や地域の実情に即した施策を引き続き総合的に展開
262億8,600万円

※各事業内容の担当部署へおつなぎさせていただくか、おつなぎできない場合は、連絡先をご案内します。なお、担当部署へおつなぎ
できるのは、各担当部署の開庁時間中となります。

各区の特色ある施策の展開

質の高い学校教育を推進する仕組みづくり

里親子への支援の強化　3,900万円
こども相談センター内に里親子包括支援室を
開設し、里親制度普及啓発の推進、里親子の
ための心理ケアやメール相談などを実施

北部こども相談センター（仮称）の設置　
2億4,000万円

増加する児童虐待相談に対応するため、本市
で3か所目となるこども相談センターの設置
を準備（平成32年度末開設予定）

里親施策及び児童虐待防止対策の充実

4月号 No.048

※ 特に記載のないものは市外局番「06」です。
9

子どもの教育・医療 無償化へ



御堂筋の側道歩行者空間化
（難波～難波西口交差点）

新しい美術館の完成イメージ
（基本設計より）

豊臣石垣公開イメージ

夢洲

IR用地
70ha程度

大阪の成長の実現
新 新規 拡 拡充一部新規新

都市魅力の向上

世界で存在感を発揮し、東西二極の一極となる副首都をめざして、大阪の成長に取り組みます。

うめきた2期区域のまちづくり　87億2,000万円
うめきた新駅設置事業や、JR東海道線支線地
下化事業など
大深町地区防災公園街区整備事業

大阪・梅田駅周辺サイン整備事業　2,300万円
駅周辺の案内表示の統
一化を図るための改修
費を事業者へ補助

新しい美術館（中之島）の
整備事業　5億9,100万円

2021年度中の開館に向
けた建設工事に着手など

御堂筋の道路空間再編　
1億5,500万円

難波交差点より北側の側
道を歩行者空間にするた
めの社会実験などを実施

なんば駅周辺における空間再編推進事業
4,700万円

官民連携による駅前空間の広場化などに向
けた設計を実施

大阪城エリア観光拠点化事業　1,900万円
2020年度中の豊臣石垣公開施設の開館に
向けた展示の設計など

鶴見緑地の再生・魅力向上　
2億5,600万円

民間事業者の参入によ
り、鶴見緑地の再生・魅
力向上を図るための計画策定や施設修繕など

2025万博の大阪誘致

鉄道ネットワークの充実 

関西経済の活性化と、全
世界への大阪の魅力発信
につながる万博誘致に向
け、府・経済界と一体で取
り組みを推進

IR（統合型リゾート）を含む
国際観光拠点の形成
府市一体での大阪へのIR誘致　4,700万円

IRの事業化に向けた検討や、IR誘致に向けた
理解促進の取り組みなど

総合的な依存症対策の推進　600万円
アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症者
に対する専門
相談など

イノベーション人材の育成・流動化促進事業　
1,500万円

中小・ベンチャー企業における人材確保や成
長加速に向け、大企業等から中小・ベンチャー
企業への転職・派遣などを促進

大阪の成長戦略の実行

成長産業の育成

堤防・橋梁等の耐震対策の推進　73億900万円
南海トラフ巨大地震の被害想定をふまえ、府
市連携して耐震対策を推進

防災力の強化

なにわ筋線事業化の促進　5,100万円
なにわ筋線の事業化に向けた調査や概略設計等
を実施

地下鉄第8号線延伸部におけるBRT社会実験
23億6,800万円

平成31年度中のBRT（バス高速輸送システム）社会
実験に向け、バスの購入やシステム改修等の準備

都市インフラの充実 

新
新

新

新

新

新

新

新

新

1億4,700万円

拡

拡

おおさか掲示板
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総合区・特別区ってなんだろう？連載
第3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

地域自治区
事務所
（現在の
24区役所）

今回は

について
総合区の仕事

副首都・大阪の確立に向けた取り組みの推進 600万円
総合区・特別区の制度案に係る広報 5,300万円
大都市制度（特別区設置）協議会の運営 700万円
大都市制度の経済効果に関する調査検討 1,000万円

・・・・地域自治区事務所 地域自治区事務所

大阪市を残し、
8つの総合区を設置
区長の権限を拡充
府と広域機能を連携

総合区
制度

総合区役所と
地域自治区事務所の仕事

8

区
合
総

◆…現在、市役所が行っている仕事のうち、
住民の皆さんに身近なサービスが、新たに総
合区役所の仕事になります。

24

区
治
自
域
地

窓口サービスは、
引き続き地域自治区事務所で行います。

※総合区素案については、
　決定したものではありません。

◆　住民基本台帳、戸籍、印鑑登録証明
◆　国民健康保険・介護保険等の諸手続
◆　母子健康手帳の交付
◆　乳幼児健診
◆　児童手当の申請受理・支給決定
◆　保育所の入所・保育料等の諸手続
◆　生活保護の申請受理等
◆　地域安全防犯対策
◆　地域振興・地域活動支援　など

大都市制度
について
詳しくはこちら

新

副首都・大阪の確立に向けた取り組みの推進

総合区役所

大阪市総合コールセンター 4301-7285　 6373-3302問い合わせ
※各事業内容の担当部署へおつなぎさせていただくか、おつなぎできない場合は、連絡先をご案内します。なお、担当部署へおつなぎ
できるのは、各担当部署の開庁時間中となります。

◆ 区政全般の企画に関すること
◆ 民間保育所の設置認可
◆ 放置自転車対策
◆ 生活道路や地域に身近な公園の維持管理
◆ 老人福祉センター・スポーツセンター・

プールの運営　など

総合区役所

2025万博  大阪・関西へ

4月号 No.048

※ 特に記載のないものは市外局番「06」です。
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・掲載記事の問い合わせ先は4/1以降
のものです。

医療費助成制度の自己負担超過分
の払い戻しについて申請先が変わ
ります
１か月に受けた保険診療の自己負担額
が所定の額を超えた場合の払い戻し
申請を、4月から「大阪市医療助成費
等償還事務センター」で一括して受け
付けます。

に掲載（区役所でも配布）する
申請書に必要書類を添えて大阪市医
療助成費等償還事務センターへ送付。
6351-8200 6351-8220

点字版・音声版「大阪市くらしの便
利帳（平成29・30年度 保存版）」を
配布します
視覚に障がいのある方向けの「大阪
市くらしの便利帳」を、ご希望の方へ
お送りします。

電話かファックスで、住所・氏名・
電話番号（ファックス番号）・希望され
るもの（点字版・デイジーCD版のい
ずれか）を政策企画室広報担当へ。
6208-7254 6227-9090

区役所業務の格付けを実施しました
区民サービスの一層の充実に向けて、
平成29年度の各区の窓口サービスの
格付けを行いました。「挨拶」・「庁舎の
快適性」等、評価項目ごとの結果など、
詳しくは をご覧ください。
市民局業務調整グループ
6208-9861 6202-7073

大規模小売店舗立地法に基づく届
出書の縦覧等
【新規】EDGE心斎橋ビル（中央区）
縦覧と意見書の受け付け：7/9まで
経済戦略局産業振興課または中央

区役所区民情報コーナー
経済戦略局産業振興課
6615-3784 6614-0190

第8回大阪マラソンランナー
3万2千人のランナーが大阪の名所
を駆け抜ける国内最大級のマラソン
大会。コース、定員、費用（1万800円
ほか）等は種目により異なります。
11/25（日） 大阪城公園前スタート
4/6 10:00～5/11 17:00にホー

ムページで。 大阪マラソンコールセ
ンター 6445-3978 6445-0004

市営住宅の入居者（11回落選実績
保有者向け）
対象は定期募集（公営住宅・改良住宅）
および親子近居募集（平成28年以降実
施分）の落選回数が11回以上の方。申
し込みには収入などの条件がありま
す。 4/20（金）・23（月）・25（水）～
27（金）の10：00～15：00（12：00～
13：00を除く）に住まい情報センター
で受け付け。詳しくは、4/20～27に住
情報プラザ、住宅管理センター（梅田・

3/7～８にかけて、BIE（博覧会国際
事務局）調査団が会場となる夢洲な
ど大阪を視察されました。
８日には、道頓堀で地域主催のイベ
ントを通じて市民の万博開催に対す
る熱意をアピールしました。

１１月の開催地決定に向けて、
皆さんの会員登録を
お待ちしています！

EXPO2025 検  索経済戦略局万博誘致推進室  6615-3036 6615-7433

大阪市役所での歓迎の様子

吉村市長・松井府知事を表敬

2025年万博を大阪・関西へ 開催地決定まで残り8ヵ月

子どもの教育・医療 無償化へおおさか掲示板

編集/大阪市政策企画室　 ０６-６２０８-７２５１ ０６-６２２７-９０９０
面積…２２５．２１㎢　人口…２，７１４，１４７人　世帯数…１，３９５，７７１世帯　　平成３０年２月１日現在（推計）

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
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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

平成31年度市立学校・幼稚園教員
市立学校（小・中・高等学校）・幼稚園の
教諭、養護教諭、栄養教諭。 受験説明
会：4/11（水）・20（金）18:30～、
4/21（土）13:30～ 受験説明会：大
阪市教育センター または区役所、
大阪市サービスカウンター（梅田・難
波・天王寺）などで配布する受験案内を
ご覧ください。願書の受け付けは4/2
～5/7。 教育委員会教職員人事担当
6208-9123 6202-7053

平成30年度 市政モニター
市政に関するアンケートにご協力いた
だける市内在住の満18歳以上で、パソ
コン・スマホ・タブレット端末でイン
ターネット・Eメールを使える方。定員
800人。任期は平成31年3/31まで。
4/1～30に で。 市政改革室マ

ネジメント改革担当 6208-9757
6205-2660

大阪城さくら満開の会
市民の皆さんからの寄附金で大阪城公
園に桜を植樹するプロジェクトを4月上
旬からスタートします。募金は1口1万
円で、「大阪市ふるさと寄附金」として
募集し、寄附特典として、募金にご協力
いただいた方の氏名等を記載したプ
レートを掲示します。 募集は2年間の
予定（目標金額に達した時点で募集を
停止）。 大阪市総合コールセンター
4301-7285 6373-3302

特別展「恐竜の卵～恐竜誕生に秘
められた謎～」
恐竜の卵や巣の実
物化石をはじめ、そ
れらの親や幼体の標
本などを一堂に展
示。恐竜の産卵から
孵化までの過程など
も、最新研究をふまえて紹介。 5/6
（日）まで9：30～17：00（入館は16:30
まで）月曜休館（4/2（月）・30（月）は開
館） 大人1,300円ほか 自然史博
物館 6697-6221 6697-6225

こどもカーニバル2018
クラフト工作やゲームなど、子どもた
ちが家族や友だちと楽しく遊べる多彩
な催しを実施。 4/22（日）10:30～
15:00 大阪城公園太陽の広場、野
球場※雨天中止（小雨決行） こども
青少年局青少年課 6208-8158
6202-2710

ジュニア・レスキューチャレンジ
子ども用救助服を着て、色々な障害物
を乗り越える「障害突破チャレンジ」や
「ロープ渡り」の体験など、楽しみなが
ら防火防災について学べます。 5/3
（木・祝）～6（日）10:00～16:00（受け
付けは15:30まで） 阿倍野防災セ
ンター 6643-1031 6643-1040

第67回 黒鷲旗全日本男女選抜バ
レーボール大会観戦チケット
日本三大大会のひとつである大会を大

阪で開催。5/1（火）・5/5（土・祝）の観
戦チケットを各日100組200人にプレ
ゼント。対象は市内在住・在勤・在学の
方。 4/30（月・休）～5/5（土・祝）
丸善インテックアリーナ（中央体育館）
4/12 または往復ハガキ

で、住所・氏名・電話番号・観戦希望
日・市内在勤・在学の方は勤務先名、
学校名を書いて、〒553-0005 福島
区野田1-1-86 業務管理棟9階、経済
戦略局スポーツ課「黒鷲旗バレー
ボール大会チケットプレゼント」係へ。
6469-3883 6469-3898

ふ　 か
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日本初開催の「G20サミット首脳
会議」開催地が大阪に決定。2019
年に約35か国・機関が大阪に集
います。 経済戦略局国際担当
6615-3757 6615-7433

違法民泊かも？と思ったら「違法民
泊通報窓口」へ。
6647-0835（平日9：00～17:30）
6647-0733 から でも受け

付けます。

会場予定地：インテックス大阪（大阪国際見本市会場）

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）
にお電話ください。

情報クリップ情報クリップ
中央図書館 休館（蔵書点検等
のため）
4/12（木）～19（木）
中央図書館 6539-3326
6539-3336

大阪城天守閣 ゴールデンウ
イーク開館延長
4/28（土）～5/6（日）9：00～

18:00（入館は17:30まで）
大阪城天守閣 6941-3044
6941-2197

市職員（事務行政、技術および
社会福祉）
合格者は平成31年4/1採用予定。
日本国籍を有しない方も受験でき
ます。受験資格などの詳細は、
でご確認ください。 第1次試験
日：5/20（日） 4/3 9:00～4/20 
12:00に原則として で。

大阪市人事委員会
6208-8545 6231-4622

110人程度

20人程度

5人程度
5人程度
5人程度
5人程度
5人程度

40人程度
数人程度

］度程卒学大［）歳52～22（政行務事

大学卒程度
技術

（22～29歳）

社会人等
技術

（30～34歳）

短大・高専卒程度
技術

（20～21歳）

都市建設
［主に土木］
建築
機械
電気

5人程度

数人程度
数人程度
数人程度

都市建設
［主に土木］

都市建設
［主に土木］

建築
機械
電気

5人程度

建築

化学
造園

大学卒程度社会福祉（22～32歳）

試験区分 採用予定者数

プレゼント


