
し
ら
く

※冊子は区役所および危機管理室（市役
所５階）において配布、ホームページでも
ご覧いただけます。 災害時における情報など防災に関する

情報を発信します。

危機管理室ｔｗｉｔｔｅｒ[ ]
▲詳しくは、
　こちら

▲詳しくは、
　こちら

▲詳しくは、
　こちら

公式アカウント
＠kikikan_osaka

防災、減災に役立つマニュアルやアプリ、ＳＮＳなど

災害への備え

災害から身を守る日頃の備えや
災害に対する正しい知識を学ぶ
ことができます。

市民防災マニュアル
防災知識等が学べ、災害時における
避難を支援するスマホ用アプリです。
ダウンロードしてご利用ください。

防災アプリ

食の備え
災害に備え、日頃から最低3日分、できれば1週間
分の食品を備えておきましょう。賞味期限などを  
考慮して、「1つ食べたら、1つ買い足す」ローリン
グストックの考え方で備えましょう。

家具の転倒防止のお願い
大阪府北部を震源とする地震では、家具等の転
倒で亡くなられるという事故が発生しており、転倒
防止対策が重要です。今すぐ対策をしましょう。
８月中にリーフレットを区役所および
危機管理室（市役所5階）等で配布します。

詳しくは、こちら▶

詳しくは、こちら▶

水は一人１日３リットル
アルファ米や
レトルト食品等

人数分備えましょう！
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大阪府北部を震源とする地震、平成30年
7月豪雨と立て続けに大きな災害が発生
しました。これらの災害により亡くなられた
方のご冥福をお祈り申し上げますととも
に、被災された皆様に心よりお見舞い申し
上げます。

大阪市では、被災された方々を支援するため、災害義援金を
受け付けています。
義援金名：①大阪府北部を震源とする地震

②平成30年7月豪雨
受付場所：区役所

市役所南玄関受付（１階）・市民局区政支援室（４階）
受付期間：①９月２８日まで　②12月28日まで
問い合わせ▶市民局地域力担当

6208-7305 6202-7073

このたびの災害について 災害義援金を募集しています

大阪市長　吉村　洋文

日頃から災害に対する「心がまえ」と「備え」を

鉄筋
ひび割れ

高さ

控え壁

根入れ

厚さ

塀の倒壊防止策のお願い
塀の所有者には塀を安全に管理する義務があります。
地震による倒壊事故等を防ぐため、ホームページ掲載の
チェックポイントを参考に安全点検をお願いします。点検の結
果、危険性が確認された場合、付近通行者への注意
表示を行い、補修等を専門家に相談してください。

問い合わせ▶都市計画局監察課
6208-9311～9313、9316、9317
6202-6960

１．塀は高すぎないか？
２．塀の厚さは十分か？
３．控え壁はあるか？（塀の高さが1.2ｍ超の場合）
４．基礎があるか？
５．塀は健全か？
６．塀に鉄筋は入っているか？

詳しくは、こちら▶

詳しくは、こちら▶

安全点検のチェックポイント

ブロック塀等の所有者からの相談窓口を設けています。



問い合わせ▶危機管理室危機管理課 6208-7388 6202-3776

住まいの耐震化を応援します ブロック塀等の撤去等費用を補助
道路等に面したブロック塀等の撤去費用、撤去後に新設する軽量フェン
ス等の設置費用の一部を補助します。
〈補助対象経費および限度額〉
ブロック塀等の撤去工事費　　➡上限15万円
軽量フェンス等の設置工事費　➡上限25万円

〈補助率〉
補助対象経費の2分の1

住宅の所有者に対し、耐震診断・耐
震改修にかかる費用の一部を補助
します。補助要件・内容等詳しくは
お問い合わせください。

申込み・問い合わせ▶ 都市整備局耐震･密集市街地整備受付窓口　 6882-7053　 6882-0877

▲詳しくは、
　こちら

政
市 連載第7回 総合区・特別区ってなんだろう？

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・特別区

総合区 特別区

◆議会の同意を得て市長が区長を選びます。

◆市長マネジメントのもと、区長の権限を強化し、　
住民ニーズを踏まえた行政サービスを展開します。

◆大阪全体の成長、安全安心などに関わる事業は、
市長と知事が協議調整を行い取り組みます。

◆選挙で区長が選ばれます。

◆区長自らが、住民ニーズを踏まえた　　　　
行政サービスを展開します。

◆大阪全体の成長、安全安心などに関わる事業は、
大阪府に一元化し、知事が取り組みます。

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

長
区
合
総

大阪府

大阪市
市長 市会

知事 府議会

住民に身近なサービス

市が行う広域的な事業

府が行う広域的な事業

広域機能の連携

大阪府

長
区
会
議
区

住民に
身近な
サービス

特別区

長
区
会
議
区

住民に
身近な
サービス

特別区

長
区
会
議
区

住民に
身近な
サービス

特別区

長
区
会
議
区

住民に
身近な
サービス

特別区

知事 府議会

広域機能の一元化
市が行っていた広域的な事業

+
府が行う広域的な事業

◆大阪市を残し、区長の権限を
拡充

◆府と市が広域機能を連携

◆大阪市をなくし、特別区を
　設置
◆府に広域機能を一元化

どう違うの？

2025万博  大阪・関西へ
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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

く ら し

舗装を持ち上げたり、交差点の見通しを悪
くするなど、生活に支障となる恐れのある
街路樹を植え替えます。皆さんのご理解、
ご協力をお願いします。
建設局緑化課
6469-3857 　 6469-3895

街路樹の安全対策工事を
実施します

8/18（土）、9/1（土）は住民票の写しや印鑑
登録証明書等のコンビニ交付サービスが
終日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

さまざまな事情により家庭で暮らせない子
どもたちを、自身の家庭に迎えて育ててく

ださる里親を募集
しています。里親制
度や登録方法など
について個別に説
明します。対象は市
内在住で、10組程
度（当日先着順）。
9/5（水）

16：00～19：00
イオンモール鶴見緑地店
こども相談センター
4301-3156 　 6944-2061

里親相談会

大阪市で児童扶養手当を受けていた25

歳未満のひとり親の方が、4/1以降に婚
姻等（事実婚含む）により資格を喪失され
た場合、月額2万円を最長2年間支給しま
す。支給には所得による制限など条件が
あります。

電話で、こども青少年局こども家庭課へ。
6208-8034　 6202-6963

若年ひとり親の
新たな家庭生活をサポートします

小・中学校教職員の連携等により、小学校から一部教科担任制を取り入れた授業を行うなど、
9年間を見通した特色ある教育を実施し、子どもの教育環境のさらなる充実を図っています。
募集対象：①②③④市内在住で、来年度小学1年生、中学1年生になる児童・生徒
　　　　　⑤市内在住で、来年度小学1～6年生、中学1・2年生になる児童・生徒

教育委員会学事課　 6208-9114　 6202-7052

平成31年度 小中一貫校の児童生徒募集説明会等を開催

①は8月下旬、②は9月上旬に新聞折り込み
（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
で点字版や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

①「大都市制度（特別区設置）協議会
だより（第5号）」と②「総合区制度に
関する広報紙（第5号）」を
お届けします

9/  5（水）
9/  6（木）
9/  4（火）
9/  7（金）
9/  6（木）
9/  7（金）
9/12（水）
9/13（木）
9/  5（水）
9/  6（木）

10:00～12:30
14:00～16:30
13：00～15：25
10：20～12：35
  9：45～11：35
13：55～16：30

  9:00～16:00

  9:45～11:35
13:35～15:25

  8:45～10:25（授業公開）
10:45～11:45（学校説明会）
  8:45～10：35（授業公開）
11:00～12：00（学校説明会）
  8：45～10：35（授業公開）
11：00～12：00（学校説明会）
  9:00～12：30（授業公開）
11:30～12：30（学校説明会）
  8:45～10:35（授業公開）
10:45～11:45（学校説明会）

①やたなか小中一貫校
　（矢田小学校・矢田南中学校）
②小中一貫校 むくのき学園
　（啓発小学校・中島中学校）
③いまみや小中一貫校
　（新今宮小学校・今宮中学校）
④咲洲みなみ小中一貫校
　（南港みなみ小学校・南港南中学校）
⑤日本橋小中一貫校
　（浪速小学校・日本橋中学校）

9/  8（土）

9/  8（土）

9/  8（土）

9/15（土）

9/  8（土）

学校名 学校公開
対象：保護者のみ

学校説明会
対象：保護者、児童・生徒（保護者同伴）

8月号 No.052

編集/大阪市政策企画室　 ０６-６２０８-７２５１　 ０６-６２２７-９０９０
10

子どもの教育・医療 無償化へ



募　集

大阪市では、性
別・年齢などにか
かわらず誰もが多
様な働き方、生き
方を選択できる社
会をめざしてお
り、官民一体でワーク･ライフ･バランスの
推進を呼びかけています。働く時間と家庭
の時間、趣味や地域活動などを楽しむ時間
が調和する生活を送れるよう取り組んでい
きましょう。
市民局男女共同参画課
6208-7655 　 6202-7073

8月は「大阪市ワーク・ライフ・
バランス推進月間」

ギャンブル等依存症への対策をテーマとし
た、精神科医の西村直之さんによる講演。定
員100人（先着順）。
9/5（水）14:30～16:30
ＪＥＣ日本研修センター江坂
8/27

またはファックスで「第4回」と明記
し、住所（事業者の方は会社名と所在地）・氏
名・電話番号・参加人数を書いて、ⅠＲ推進局
推進課へ。参加にあたって配慮が必要な方
は、事前にお知らせください。
6210-9236 　 6210-9238

「知る、分かる、考える、
統合型リゾート（Ⅰ ）回4第（」ーナミセ）R

【新規】①（仮称）中央区難波3丁目店（中央区）
②（仮称）ホームセンターコーナン西本町店（西
区）③（仮称）阪急オアシス西区新町店（西区）
縦覧と意見書の受け付け：①②11/13ま

で③11/27まで
経済戦略局産業振興課または①中央区

役所区民情報コーナー②③西区役所地域
支援課
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

北方領土（歯舞群島・色丹島・国後島・択捉
島）は、我が国固有の領土です。しかし、いま
だにロシアによる不法占拠が続いていま

北方領土パネル展

定期募集などで応募者が募集戸数に達し
なかった公営住宅などの入居者。申し込み
には収入などの条件があります。
8/22（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

す。国民全ての願いである北方領土の早期
返還の実現に向け、8月の北方領土返還運
動強調月間にあわせて、市民の皆さんの理
解と認識を深めていただけるよう、パネル
展を開催します。
8/13（月）～24（金）
市役所1階正面玄関ホール
総務局総務課
6208-7412　 6229-1260

市営住宅入居者

合格者は平成31年4/1採用予定。受験資
格などの詳細は、 をご覧ください。
第1次試験9/23（日）
8/8 9：00 ～ 8/24 12：00に原則として
で（ただし、身体障がい者を対象とした採

用試験は送付による申し込みができます）。

市職員

試験区分

事務行政（18歳～21歳）
[高校卒程度]

事務職員身体障がい者対象
[高校卒程度]

都市建設
[主に土木]高校卒程度

技　　　術

消防吏員Ｂ
［高校卒程度］

機械
電気
（男）Ⅰ
（女）Ⅰ

数人程度
数人程度
30人程度
数人程度
10人程度
20人程度
数人程度
15人程度

5人程度

10人程度

10人程度

採用予定者数

保育士A［大学卒程度］
保育士B［短大卒程度］

司　書
学校事務[高校卒程度］

大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

非常勤嘱託職員として、市立中学校の運動
部と吹奏楽部において、技術的な指導や学
校外での活動の引率等を行う部活動指導
員の登録者を募集します。資格など詳しく
は をご覧ください。

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。
6208-8172　 6202-7055

「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

約200区画、約400霊地
募集期間：9/1～11
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。
（一財）環境事業協会
6777-2001　 6264-8181

市設瓜破霊園の霊地使用者

はぼ まい ぐん とう しこ　たん とう くな しり とう えと ろふ

とう

「救命サポートアプリ」は、いつでも
動画で応急手当の方法を見ること
ができます。
いざというときのために備えておき
ましょう。

救急車を呼ぶかどうか迷ったとき
は、救急安心センターおおさかまで
お電話を。
24時間・365日、救急
医療相談や救急病院
を案内します。
♯7119または
6582-7119

9/9は
「救急の日」です
救急安心センターおおさか救急安心センターおおさか

消防局救急課
4393-6633　 4393-4750

Android版 ios版お知らせ
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文楽のオイシイところをギュッと凝縮！
文楽初心者向けの気軽に楽しめる公演。定
員各700人（先着順）。

「夏祭り」をテーマ
に、開園時間を
21：00まで延長。
普段は見られない
動物たちの夜の
姿が見られます。
8/11（土・祝）～14（火）、18（土）、19（日）
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

夏のナイトZOO

中之島文楽

体育の日を中心とした9～11月に、バドミント
ン、テニス、水泳などさまざまなスポーツを楽し
めます。この機会にスポーツを始めてみません
か。申込方法など詳しくは をご覧ください。
9月～11月
市内各所（市内スポーツセンター等）
経済戦略局スポーツ課
6469-3883　 6469-3898

オータム・チャレンジ・スポーツ
2018

プロの楽団による一流のクラシック音楽を気軽
に楽しんでいただける、無料または低価格
（1,000円ほか）のコンサートを全81公演開催。
9/9（日）～15（土）
御堂筋を中心に、中之島エリアのビル、

ホール、カフェ、中央公会堂ほか　
チケットの販売方法等については、大阪

クラシック事務局 6210-2454へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

大植英次プロデュース
大阪クラシック2018

教室ではなく、パソコンとインターネット環
境があれば、いつでもどこでも英語（3コー
ス）・ドイツ語（1コース）が学べる講座です。
定員各コース30人。対象は市内在住・在
勤・在学の方。
10/27（土）～11/10（土）
9/1～21 15：00にホームページで。
教育委員会生涯学習担当
6539-3345　 6532-8520

～インターネットで学べる外国語～
大阪大学との連携による次世代型
市民講座2018

今年は「大阪の万博」がテーマです。検定合
格者には、市立美術館や科学館などの施設
で割引が受けられる合格証を発行します。
10/21（日）
大阪工業大学大宮キャンパスほか
初級（3・4級）3,800円ほか
9/6
ホームページまたは区役所等で配布す

る受験要項の払込取扱票による郵便局で
の申し込み。
なにわなんでも大阪検定事務センター
6944-7728　 6944-6330

第10回「なにわなんでも大阪検定」
受験者

障がいのある人とない人との心のふれあ
いを通じて学んだことや感じたことなどを、
作文またはポスターにしてご応募くださ
い。対象は①市内在住・在学の小学生以
上、②市内在住・在学の小・中学生。申込方
法など詳しくは をご覧ください。

9/5
福祉局障がい福祉課
6208-8071　 6202-6962

①「心の輪を広げる体験作文」
②「障がい者週間のポスター」

講座・教室

イベント

対象は18歳以上27歳未満の方。
必要書類（自衛隊窓口かホームページで入

手可）を持参または送付で、〒540-0008 中央
区大手前4-1-67 大阪合同庁舎2号館3階、自
衛隊大阪地方協力本部へ。申し込み等詳細に
ついては自衛隊大阪地方協力本部中央地区隊
6942-0743にお問い合わせください。
市民局区行政制度担当
6208-9861　 6202-7073

自衛官候補生

第7回 9/5（水）11：00～
災害が起こったときに、一人ひとりがさまざまな情報源から必要な情報を認識し、行動できるよう
にするため、大阪府全域で一斉防災訓練を実施します。どのような行動をとるか事前に考え、訓練
で行動を再確認しましょう。 8/29（水）11：00頃

地震・津波などの緊急事態に備
え、Ｊアラート（全国瞬時警報シ
ステム）により受信した情報を防
災行政無線の屋外スピーカーで
試験放送します。今回の試験放
送に伴うエリアメール・緊急速報
メールの配信はありません。

●緊急速報メール・エリアメールの発信 ●防災行政無線（屋外スピーカー）発信訓練
9/ ）水（ 5
11：03 大阪府全域
11：04 大阪市全域

9/ ）水（ 5
10：50 880万人訓練開始案内
11：00 緊急地震速報
11：05 大津波警報

危機管理室危機管理課　 6208-7388　 6202-3776

Jアラートによる
試験放送の実施

訓練の合図は市施設の館内放送、防災行政無線でお知らせします。
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は[日時・期間]、 は[会場]、 は[費用]、 は[締め切り]、 は[申し込み]、 は[問い合わせ]、 は[大阪市ホームページ]、 は[Eメール]、
は[〒  大阪市北区中之島  大阪市役所内]を表します。 特に記載のないものは、市外局番「06」です。

2025万博  大阪・関西へ



10/5（金）19：00開演、
　10/6（土）・7（日）13：30開演
中央公会堂
1,800円（前売）ほか
8/4からCNプレイガイド 0570-08-9999

ほかで発売。チケット購入方法等については、キョー
ドーインフォメーション 0570-200-888へ。
経済戦略局文化課
6469-5176　 6469-3897

高齢者の皆さんによる踊りや楽器演奏など
の発表会と老人クラブなどの表彰式典。
9/6（木）11：00～15：00
大阪国際交流センター
福祉局いきがい課
6208-8054　 6202-6964

高齢者福祉大会

①東淀工場②舞洲工場③平野工場で、通
常必要な予約をせずに、見学できます。東
淀工場ではフリーマーケットも開催。
①②8/25(土)③8/26（日）

各日10：00～16：00（15：00受付終了）

①東淀工場　 6327-4541　 6327-4555
②舞洲工場　 6463-4153　 6463-7101
③平野工場　 6707-3753　 6799-0169

らえない、不思議な生
き物として興味を誘う
「きのこ」を、フリーズ
ドライ標本、精密な絵
画などを通して学び、楽しみ、鑑賞できる
特別展。
10/21（日）まで9：30～17：00

（入館は16：30まで）月曜休館（休日の場
合は翌平日）※8/13（月）は開館
大人500円ほか
自然史博物館

6697-6221　 6697-6225

ごみ焼却工場のオープンデー
（工場見学）

大坂の陣400年をきっかけに再現された
「豊国踊り」と、大阪の盆踊りの定番である
「河内音頭～幕末龍馬伝～」を皆さんで踊
りましょう。
8/11（土・祝）18：00～19：30
大阪城天守閣前本丸広場
大阪城天守閣
6941-3044　 6941-2197

豊国踊り×河内音頭

カラフルなきのこ、かわった形のきのこ、
ちょっと怖い毒きのこ。学校では教えても

特別展「きのこ！キノコ！木の子！
～きのこから眺める自然と暮らし～」 9/3（月）～10（月）は設備点検のため、

休館します。
また、リニューアル工事のため、9/11

2019年6/28（金）、29（土）
「G20大阪サミット」成功のため、国内
外から来訪されるお客さまをあたたか
くお迎えしましょう。皆さんのご理解・
ご協力をお願いいたします。
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

「2019年G20大阪サミット」開催

休館のお知らせ
●市立科学館　休館

●キッズプラザ大阪
　臨時休館（館内整備のため）
9/3（月）～6（木）
キッズプラザ大阪

6311-6601　 6311-6605

（火）から展示場・サイエンスショーを休
止し、12月から来年3月末（予定）までプ
ラネタリウムを含む全館を休館します。

市立科学館
6444-5656　 6444-5657

（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。

2025年万博を大阪・関西へ

通報窓口
6647-0835（平日9：00～17：30）
ryokan2016@city.osaka.lg.jp

違法民泊かな？
と思ったら

カエンタケ

平成29年度「中之島文楽」平成29年度「中之島文楽」

経済戦略局万博誘致推進室　 6615-3028 　 6615-7433 ▲ ）うく（」空「 図ジーメイ場会

2019年G20大阪サミット

6/13にパリで開催されたBⅠE（博覧会国際事務局）総会において、誘致
のためのプレゼンテーションを行いました。
国と2025日本万国博覧会誘致委員会は、豊富な万博開催経験がある

namuH「、るきで催開そこらかだ本日  て当を点焦に）ちのい（」seviL
た新しい万博の姿をPRしました。
開催国は、11/23のBⅠE総会にて決定されます。大阪・関西での万博開
催を一緒に勝ち取りましょう！
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