
市政

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

内観イメージ

外観イメージ

【応募方法】[名称（読み方も記入）]および[その理由]、氏名、住所、電話番号を記入のうえ、①ハガキ
②ファックス③電子メール④応募箱への投函（市役所1階正面玄関ホールおよび下記担当
に設置）のいずれかの方法でご応募ください。（１回の応募につき1つ）。

【応募期限】7月27日
【応 募 先】〒553-0005 福島区野田1-1-86 業務管理棟8階

経済戦略局文化部　名称募集係
6469-3897　 shinbi-name@city.osaka.lg.jp

　　　　　　　　　　　　   　　　　その他、詳しくは をご覧ください▶

日本がこれまで経験したことがない大規模な国際会議で、各国から約３万人の方々が大阪を訪れることが想定
されています。
Ｇ20サミットの開催は、大阪・関西の魅力を発信する絶好の機会です。国内外から来訪されるお客さまをあたた
かくお迎えできるよう、皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。

メンバー国（※）や招待国の首脳、国際機関など、
約35の国や機関が参加し、経済分野を主要議題
として毎年開催される国際会議です。
※メンバー国は、Ｇ７（フランス・アメリカ・イギリス・ドイツ・
日本・イタリア・カナダ・欧州連合〔EU〕）のほか、アルゼ
ンチン・オーストラリア・ブラジル・中国・インド・インドネ
シア・メキシコ・韓国・ロシア・サウジアラビア・南アフリ
カ・ トルコ（アルファベット順）となっています。

日本初Ｇ２０サミットが大阪で開催！！
開催日 2019年6月28日（金）、29日（土）

G20サミットとは

問い合わせ▶2019年Ｇ20大阪サミット関西推進協力協議会事務局　 6210-9400　 6210-9337

新しい美術館では、大阪市ゆかりの画家・佐伯祐三やイタリア出身のモディリアーニ等による国内屈指の
作品を所蔵しており、今後展示する予定です。

郵便配達夫
作家名：佐伯 祐三
制作年：1928年

髪をほどいた横たわる裸婦
作家名：アメデオ・モディリアーニ
制作年：1917年

さ　えき　ゆうぞう

所蔵品など、詳しくは
こちらをご覧ください▶
（Artrip Museum
大阪新美術館コレクション）

新しい美術館の名称を募集します
イベント・観光

北区中之島に、大阪と世界の近現代美術をテーマとした美術館が
２０２１年度に誕生します。大阪の文化の振興や都市魅力の向上に
貢献する新しい美術館にふさわしい名称について、皆さんからの
ご提案をお待ちしています。
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副首都・大阪は、東西二極の一極として、日本の未来を支え、成長をリードする役割を果たします。

大都市・大阪が抱える課題を解決し、豊かな住民生活を実現します。

最終的には、総合区・特別区のいずれの制度とするのか、住民の皆さんにご判断いただけるよう両案をとり
まとめていきます。

基礎自治機能の充実

広域機能の強化

「副首都・大阪」がめざすもの

連載第6回
総合区・特別区ってなんだろう？

市政

今回は大都市制度の
検討について

問い合わせ▶副首都推進局問い合わせ担当　 6208-8989　 6202-9355

「総合区」と「特別区」の制度案をつくります

身近なことは身近で決めよう！

大阪の成長をスピードアップ！

総合区では▶知事と市長が協議・調整し方針を決定
特別区では▶大阪府に一本化し、知事が方針を決定

総合区では▶市長マネジメントのもと、区長の権限
を強化し、行政サービスを展開

特別区では▶住民に選ばれた区長・区議会により、
行政サービスを展開

副首都・大阪にふさわしい
大都市制度改革として

副首都・大阪　検討背景

2025万博  大阪・関西へ

7月号 No.051

※ 特に記載のないものは市外局番「06」です。
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掲載している記事の情報
は、 の「大阪市民のみな
さんへ」掲載ホームページ
一覧でご覧いただけます。

ホーム
ページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook

必日当はり切め締、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
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「 」です。

記号の見方

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。
Osaka Metro・シティバス案内コール
6582-1400 　 6585-6466

大阪シティバスの
一部系統のダイヤが変わります 【新規】①バロー淡路店（東淀川区）

②（仮称）ライフ玉出東店（西成区）
縦覧と意見書の受け付け：10/15まで
経済戦略局産業振興課または①東淀川

区役所総務課（総合企画）②西成区役所総
務課
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

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。
市民局住民情報担当
6208-7337　 6202-7073

証明書のコンビニ交付サービス
を休止します

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
更新申請書類を提出する必要があります。
対象者には申請書を同封した案内を7月下
旬にお送りしますので、届かない場合はご
連絡ください。
大阪市保健所管理課
6647-0923　 6647-0803

特定医療費（指定難病）
受給者証の更新

７/１以降に作成された診断書・意見書を添付
した申請分から、視力は「両眼の視力の和」か
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。
心身障がい者リハビリテーションセンター
6797-6561　 6797-8222

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

市内中小企業の先端設備等導入計画にかか
る認定申請を受け付けています。認定を受
けた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
審査での加点対象となります。申請方法な
ど詳しくは をご覧ください。
経済戦略局企業支援課
6264-9938　 6262-1487

先端設備導入を行う
中小企業を支援します

ヒートアイランド現
象を和らげるため、
9月にかけて市内
各地で打ち水イベ
ントを行いますの
で、ぜひご参加くだ
さい。また、打ち水
イベントを実施される団体には打ち水用品
の貸し出しも行っています。詳しくは をご
覧ください。
環境局環境施策課
6630-3262　 6630-3580

大阪打ち水大作戦2018

ＬＧＢＴなどの性的少数者を支援する取り組みの
一つとして、パートナーシップ宣誓書を受け付
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。

人権啓発・相談センター
6532-7631　 6532-7640

パートナーシップ宣誓制度を
開始します

市税の滞納により各市税事務所が差し押さ
えた不動産等の合同公売。
7/31(火)10：10開場

市役所地下1階 第11共通会議室
財政局収税課
6208-7781　 6202-6953

合同公売を実施します

豊新二丁目地区 地区計画の決定（東淀川区）
縦覧：7/13まで

意見書の受け付け：7/20まで
都市計画局都市計画課

6208-7891　 6231-3753

地区計画原案の縦覧等

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。
8/7（火）①都市建設［主に土木］13：30～

②機械・電気14：30～（各1時間程度）
市役所4階 行政委員会事務局委員会議室
大阪市人事委員会
6208-8546　 6231-4622

市技術職（高校卒程度）
採用セミナー

8月から船場法人市税事務所の金曜の開庁
時間を17：30までに変更します。
財政局管理課
6208-7742　 6202-6953

船場法人市税事務所の
開庁時間を変更します

く ら し
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「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。
7/14（土)14：00～15：00　
イオンモール鶴見緑地

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 をご覧ください。

健康局生活衛生課
6208-9996 6202-6967

おおさかワンニャン
特別大使
杉本 彩さん

7/2から平成29年の市長の所得に関する
報告書などがご覧いただけます。概要は
からもご覧いただけます。

総務局総務課
6208-7411　 6229-1260

市長の資産等の報告書の閲覧

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。
7/17（送付の場合は消印有効）
7/3から 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
サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、区
役所などで配布する申し込みのしおりをご
覧ください。
大阪市住まい公社
6882-7024　 6882-7021

市営住宅の入居者

人権尊重の社会づくりについて、調査・審議
する審議会委員。対象は市内在住・在勤・在
学の方。定員2人、任期は2年。
7/31

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（800字程度）と必要事項を書いて、送

付・ファックス・ で市民局人権企画課へ。
6208-7611　 6202-7073

大阪市人権施策推進審議会委員

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。

閲覧・応募期間：8/2まで
こども青少年局管理課

6208-8111 6202-6963

ご意見をお聴かせください

大阪市児童手当事務
全項目評価書（変更）

閲覧・応募期間：7/20まで
経済戦略局文化課

6469-3889 6469-3897 （まずは一報 なにわっ子）

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
にお電話ください。

経済戦略局万博誘致推進室　 6615-3028　 6615-7433

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！

2025年万博を大阪・関西へ 開催地決定まで残り5カ月

引き続き、
会員登録を
募集中▶

ポケモン、ハローキティも応援

Ⓒ 2018 Pokémon.
Ⓒ 1995-2018 Nintendo/Creatures Inc.
/GAME FREAK inc.

Ⓒ 1976, 2018 SANRIO CO., LTD.  
APPROVAL NO. G590428

お知らせ

募　集

（仮称）こども本の森 中之島
施設基本方針（素案）

7月号 No.051
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夏の夕べのひとときに、中学・高等学校の
吹奏楽部に加え、オオサカ・シオン・ウイン
ド・オーケストラ、陸上・海上・航空自衛隊音
楽隊、大阪府警察音楽隊など各専門団体に
よるクラシックやポピュラー音楽のコン

サート。定員各3,000人（当日先着順）。
7・8月の毎週金曜18:30～20:00

※雨天決行・荒天中止
大阪城音楽堂
教育委員会生涯学習担当
6539-3347　 6532-8520

たそがれコンサート2018

大阪湾クルーズ

たそがれコンサート2018

合！オリジナルの折り紙を使った

飛ぶ仲間たちについても遊んで学べます。
就学前の子どもは保護者同伴。時間・費用
はプログラムにより異なります。詳しくは
ホームページをご覧ください。
7/21(土)～8/26（日）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

自由研究 紙ひこうき大作戦
～作ってあそぶ 空とぶ仲間たち～
自由研究 紙ひこうき大作戦

～作ってあそぶ 空とぶ仲間たち～

大阪湾クルーズ

夏のお出かけ特集夏のお出かけ特集

使用予定船舶　さんふらわあ　こばると

石川静正筆　西郷隆盛肖像画　個人蔵　　
鹿児島県歴史資料センター黎明館保管

西郷隆盛の人間像と彼が生きた激動の時代
をリアルに感じることができる資料を展示。
7/28（土）～ 9/17（月・祝）9:30～

17:00（金曜は20：00まで※入館は閉館の
30分前まで）火曜休館（8/14（火）は開館）

木っ端や小枝を材料
に、楽しいオバケを作
ろう！定員15～20人
（先着順）。就学前の
子どもは保護者同伴。
9/9（日）までの毎

週水～金・土日祝。
7/21（土）～8/26（日）
は毎日実施。開催時間
はホームページをご
覧ください。

キッズプラザ大阪
6311-6601　 6311-6605

大工さんの道具にチャレンジ！
トントンカンカン♪オバコッパ
大工さんの道具にチャレンジ！
トントンカンカン♪オバコッパ

大人1,300円ほか
《講演会》
「西郷どん」監修者の原口 泉さんによる講
演。定員250人。
8/5（日）14：00～15：30
300円（特別展観覧券・半券の提示で無料）
7/13
往復ハガキ（1人1通）に住所・氏名・電話

番号を書いて、〒540-0008 中央区大手前
4-1-32、大阪歴史博物館「西郷どん講演
会」係へ。
《展示の見どころ解説》
大阪歴史博物館の学芸員による解説。
8/4（土）、9/1（土）14：00～（約30分）

大阪歴史博物館
6946-5728　 6946-2662

大阪港に就航する大型フェリーで、明石海峡
大橋を眺めながら、大阪湾をめぐるクルー
ズ。定員700人。小学生以下は保護者同伴。
7/28（土）11:30～15:00
さんふらわあターミナル（大阪）〔大阪南

港コスモフェリーターミナル〕
7/10
往復ハガキに、参加人数（5人まで）・代

表者（中学生以上）の住所・氏名・年齢・電
話番号を書いて、〒559-0034 住之江区南
港北2-1-10 ＡＴＣビルⅠＴＭ棟10階、港湾
局振興課「大阪湾クルーズ」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

ＮＨＫ大河ドラマ特別展
「西郷どん」

せ　　ご
ＮＨＫ大河ドラマ特別展

「西郷どん」
せ　　ご
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夏休みミニ気象台2018

夏休み子ども市場
体験ツアー

おおさか子ども市会
～小学生市会～

水探検隊
「水の流れツアー」

子ども議員になって、吉村市長に質問や提
案をしてみませんか。対象は市内在住・在
学の小学5・6年生。定員86人。
8/23（木）14：00～16：30
市役所7階 市会特別委員会室
7/9
学校で配布される応募用紙（ にも

掲載）に必要事項を書いて、教育委員会初
等教育担当へ。
6208-9176　 6202-7055

7/21（土）～8/19（日）19：00ま
で、8/20（月）～26（日）18：00まで
（入館は閉館の30分前まで）

大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

8/1（水）～26（日）は19：00まで
（入館は18：15まで）

キッズプラザ大阪
6311-6601　 6311-6605

おおさか子ども市会
～小学生市会～

開館時間延長のご案内

《長居植物園案内・昆虫編》
池のまわりを飛ぶトンボ、花に来るチョウ、カ
ブトムシそしてハチのなかまなどをみんなで
探してみましょう。小学生以下は保護者同伴。
7/7（土）10：00～12：00※雨天中止
集合：自然史博物館 玄関前ポーチ

《室内実習「水草の調べ方」》
スライドを使って水草の調べ方を学びま
す。小学生以下は保護者同伴。
7/8（日）13：00～15：00頃
自然史博物館 集会室

《長居植物園案内》
植物研究室の学芸員が案内し、季節の植物の
説明を行います。小学生以下は保護者同伴。
7/28（土）14：30～16：00
集合：自然史博物館 玄関前ポーチ

自然史博物館
6697-6221　 6697-6225

気象台が科学館にやってきます。気象や地
震についての実験コーナーや、雨や風、地
震の揺れなどを計る機械の展示、急に降る
大雨の話、工作コーナーなど盛りだくさん。
8/1（水）11：00～16：30、8/2（木）

9：30～15：00
市立科学館

6444-5656　 6444-5657

家庭・職場・学校で生き生きと過ごすために
ストレスの対処法を学びます。対象は小・中
学生とその保護者。定員250人（先着順）。
8/3（金）10：00～12：00
ハグミュージアム
7/6から または電話で。手話通訳・一時

保育が必要な方は、7/20までにその旨お知
らせください。
市民局雇用・勤労施策課
6208-7355　 6202-7073

夏休み特別講演
「親子で学べるストレスマネジメント」

夏休み特別講演
「親子で学べるストレスマネジメント」

早朝に花を咲かせるハスの美しい姿を鑑賞
できます。
7/7(土)～16(月・祝)7:30～

《ハスまつり》
ハスの茎を使ってジュースやお酒を飲む
「象鼻杯」体験やマルシェなど。

7/15(日)・16(月・祝)9:00～11:00
長居植物園

6696-7117　 6696-7405

長居植物園　ロータスウィーク
～ハスの早朝開園～

長居植物園　ロータスウィーク
～ハスの早朝開園～

浄水場や下水処理場などの施設見学や水
上バスによる大川周遊を通して「水」につい
て学びます。対象は市内在住・在学の小学

生とその保護者。定員80人。
8/18（土）9：30～16：00※雨天決行
柴島浄水場ほか
7/20（消印有効）
往復ハガキに「水の流れツアー参加希

望」と明記し、参加者全員（4人まで）の氏名・年
齢・学校名・代表者の住所・氏名・電話番号を
書いて、〒559-8558 住之江区南港北2-1-10 
ATCビルⅠTM棟9階、水道局総務課へ。
6616-5404　 6616-5409

水探検隊
「水の流れツアー」

自然史博物館に行こう自然史博物館に行こう

夏休みミニ気象台2018

活気ある「せり」の見学や、冷凍まぐろを貯
蔵する冷蔵庫内での超低温体験など。対象
は小・中学生（保護者同伴）。定員80人。
8/3（金）8：00～10：30
中央卸売市場東部市場
7/13
往復ハガキに、参加者全員の氏名（4

人まで）・代表者の住所・電話番号・子ども
の学年を書いて、〒546-0001 東住吉区
今林1-2-68 水産卸売場棟3階、東部市場
業務管理担当へ。
6756-3901 6756-3905

夏休み子ども市場
体験ツアー

キッズプラザ大阪

大阪城天守閣

ぞうびはい
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