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G20大阪サミット
６月２８日（金）・２９日（土）に開催！

問い合わせ▶経済戦略局サミット協力室　 6210-9401　 6210-9337

小・中学生を対象に、世界の子どもを取り巻く状況や国際問題
などを通じ、外交についての関心を高めていただくための講座
を実施しています。
サミットの開催意義を学び議論を深め、世代を超えて「G20大阪
サミット」を盛り上げましょう。
実施期間／2018年12月～2019年3月
対　　象／住之江区内の小学校・中学校

（14校を予定）　※小学校は高学年以上
講　　師／外務省職員、大阪市職員

開催両日およびその前後の計4日間（6月27日～30日）は、高速道路や大阪市内を中心に頻繁かつ長時間にわた
る交通規制が予想されます。
期間中の交通量は平日通常時の50％削減を目標としています。
マイカー利用の自粛、公共交通機関の利用、業務用車両の運行調整をお願いします。　

サミット講座 実施中

みなさまへのお願い

会場／大阪国際見本市会場（インテックス大阪）

▲市立南港南中学校での開催風景

民間と協力し、大阪の防災力を強化！！
市民の生命や安全を確保するため、災害時における
SNSでの緊急情報の発信に加え、区役所と地域（避難
所）との情報共有や市職員間での迅速な情報共有、

現在、各区において避難所の開設を順次進めています。
市民の皆さん、落ち着いて行動してください。

（要「友だち」追加）

× × × SNS情報分析ツールを活用した被害状況の把握等を
行えるよう、LINE株式会社、ワークスモバイルジャパン
株式会社および国立研究開発法人情報通信研究機構
と協定を締結しました。
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　　　　　　　　による 情報発信の強化

大阪市
市民

市民

市民

午前〇時〇分頃に強い地震が発生
しました。テレビなどの情報を確認し
てください。十分注意してください。

大阪市例 LINE@



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

総合区制度（8区）
◆大阪市を残し、市長のマネジメントのもと
　 区長の権限を拡充し、行政サービスを実施
◆府と市が広域機能を連携

特別区制度（4区）
◆大阪市をなくし特別区を設置、住民に選ばれた　　
   区長・区議会のもと、行政サービスを実施
◆府に広域機能を一元化

「大阪市ＬＩＮＥ＠」アカウントでは、市内で災害が発生した際、
避難や被害に関する情報などを発信します。

報情つ立役に活生どな」き続手政行「」て育子「」みご「、にらさ
もメニューから簡単にアクセスできます。

し加追」ちだ友「、てっ取み読をドーコ元次二の左し動起をリプアENIL
てください。
※LINEアプリをお持ちでない方は、まずLINEアプリのダウンロードが必要です。

災害情報やお役立ち情報などをLINEでお届け！災害情報やお役立ち情報などをLINEでお届け！

総合区制度・特別区制度については、市会や大都市制度（特別区設置）協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

総合区長の意見も踏まえながら、市長が大阪市全体の
バランスを考えて、住民ニーズを大阪市の予算案に反
映させます。

◆予算案を作る市長に対して、総合区長には「予算意見具
申権」があり、総合区内の住民に密接に関わる予算につい
て、市長に意見を言うことができます。

◆各特別区間で財政の差が出ないように、財源の配分を行
います。（財政調整制度）

それぞれの特別区長が地域の特色を活かしながら、
住民ニーズを特別区の予算案に反映させます。

○○サービスを
充実してほしい！

予算案を作成
〇〇サービスの
充実には

財源の確保が必要

総合区長（8人） 市長
住民

地域の声

予算案を
作るための
意見交換

※住民から市長への意見・提案もできます。

大阪市

○○サービスを
充実してほしい！

市長

予算案を作るのは

大阪市長
予算案を作るのは

各区の特別区長
特別区長（4人）

住民

地域の声

各特別区

予算案を作成

特別区長（4人）

問い合わせ▶政策企画室広報担当　 6208-7251　 6227-9090

政
市

総合区・特別区

連載第13回
総合区・特別区ってなんだろう？ 予算に住民ニーズは

反映されるの？

子どもの教育・医療 無償化へ

2月号 No.058
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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）
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

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
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 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

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。
環境局事業管理課
6630-3226　 6630-3581

大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

昨年4/1～3/31に行った麻しん風しん（Ｍ
Ｒ）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。

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

風しんワクチンの接種費用の
助成申請をお忘れなく

くらしに役立つ情報をまとめた生活ガイド
ブック「大阪市くらしの便利帳（平成29・30
年度 保存版）」をお住まいの区の区役所な
どで配布しています。また、 でもデジタル
ブック版をご覧いただけます。
政策企画室広報担当
6208-7252　 6227-9090

大阪市くらしの便利帳を
発行しています

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。
2/20（水）11:00頃
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

不登校やいじめ、障がいのあるお子さんの
就学や進学などについて、面談による相談
をお受けします（要予約）。
月～金の9:00～17:30

（祝日、年末年始を除く）
こども相談センター教育相談担当
4301-3181　 6944-2064

教育に関する相談を
受け付けています

採用試験や業務内容の説明、先輩職員の
講演など。対象は①大阪府・大阪市職員を
めざす方②③大阪市消防吏員をめざす方。
定員①各360人②各250人③100人（いず
れも先着順）。
①3/19（火）・20（水）

　10:00～13:00、14:00～17:00
　②3/11（月）・12（火）14:00～15:30
　③3/15（金）14:00～15:30
①大阪府咲洲庁舎

　②消防局
　③浪速消防署
申込期間：①3/1～11②3/1～6③3/1

～11（いずれも24：00までの申込完了分ま
で）。詳しくは、 をご覧ください。
大阪市人事委員会
6208-8545　 6231-4622

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

月別自殺者数が最も多い3月の自殺対策強
化月間にあわせて、街頭啓発キャンペーン

3月は自殺対策の強化に
取り組みます

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。

麻しん風しん（ＭＲ）ワクチン

高齢者の肺炎球菌ワクチン

各種予防接種はお済みですか？

を行います。
3/1（金）8：00～9：00
JR京橋駅北口周辺

■自殺に関する相談窓口（常設）
月～金の10：00～12：00、13：00～17：00

（祝日・年末年始を除く）
相談電話 0570-064-556
こころの健康センター
6922-8520　 6922-8526
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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。
2/26（火）10：10開場
財政局税務部分室

（大阪駅前第2ビル4階）
財政局収税課
6208-7781　 6202-6953

合同公売を実施します

国際女性デーにあわせ、企業での女性活躍
の促進や大学生が今後の働き方について
考える機会とするため、パネルディスカッ
ションやワークショップを開催。定員100人
（先着順）。
3/8（金）13:00～16:15
あべのハルカス会議室
で。定員に達していない場合は、当日

先着で参加可。
大阪市女性活躍促進企業認証事業事

務局
6130-8828　 6130-8829

女性活躍促進ネットワーク
フォーラム

大阪市の姉妹都市との交流を推進し、広く
市民と共有することを目的に、国際交流団
体、ＮＰＯ法人、市民ボランティア等が実施
する事業への補助金。対象事業は、審査の
うえ、上限100万円2件程度、上限10万円4
件程度を選定します。
3/8

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 ⅠTM棟 
4階、経済戦略局国際担当へ。
6615-3758　 6615-7433

姉妹都市交流推進事業に対して
補助金を交付します

ハンセン病に対する正しい知識の普及・啓
発と偏見・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
たって配慮が必要な方は、事前にハンセン
病回復者支援センター（ 7506-9424）に
お知らせください。
2/16（土）13：30～16：30
阿倍野区民センター
500円
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

ハンセン病問題講演会

中央区戎橋筋・心斎橋筋地域を「路上喫煙禁止地区」に指
定しました。「路上喫煙禁止地区」で喫煙した場合、1,000
円の過料が徴収されます。喫煙所で喫煙するなど、マナー
を守りましょう。

戎橋筋・心斎橋筋地域の路上で

環境局事業管理課　
6630-3228　 6630-3581

北方領土（歯舞群島・色丹島・国後島・択捉
島）は、わが国固有の領土です。しかし、いま

2/7は北方領土の日です

4/7（日）に行われる市議会議員選挙に立候
補される方のために、届出手続きなどの説
明会を開催します。対象は①北・都島・福島・
此花・中央・港・大正・西淀川・淀川・東淀川・旭・
城東・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
住吉・平野・西成区からの立候補予定者。
①2/12（火）13：30～

　②2/13（水）13：30～
①中央区民センター　②阿倍野区役所

だにロシアによる不法占拠が続いています。
国民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、私たち一人ひとりが
北方領土問題につい
て関心と理解を深
め、ねばり強く返還を
求めていきましょう。
総務局総務課
6208-7412
6229-1260

大阪市議会議員選挙
立候補手続きの説明会

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

北方領土イメージキャラクター
「エリカちゃん」

髙島屋

長堀通

周防町通
(ヨーロッパ通)

宗右衛門町

南海通

難波センター街

W.C

千日前通
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喫煙所

「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
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 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

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。
2/18（消印有効）
2/4から 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。
大阪市住まい公社募集担当
6882-7024　 6882-7021

行政委員会事務局選挙課
6208-8511　 6204-0900お知らせ

2月号 No.058
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以降は無休）
市立美術館
大人1,800円ほか
大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

イベント

講座・教室

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・ご協力をお願いいたします。
3/9(土）12:00～15:00※交通規制は

11:00～15:30（オタロード・なんさん通り
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

第15回
日本橋ストリートフェスタ2019

アジア各国の話題の最新映画をさまざま
な会場で一挙上映。各国からゲストを迎え、
質問コーナーやサイン会などのイベントも
開催。イベント内容や費用、申込方法など詳
しくは公式ホームページをご覧ください。
3/8（金）～17（日）
ABCホールほか
大阪アジアン映画祭運営事務局
4301-3092　 4301-3093

第14回大阪アジアン映画祭

大阪フィルハーモニー交響楽団と市内各校
吹奏楽部から選抜された中学生との共演
や、プロオーケストラの演奏が楽しめるコン
サート。定員1,300人程度（先着順）。
3/17（日）15：00
ザ・シンフォニーホール
800円
大阪フィル・チケットセンター
6656-4890ほかで発売。
経済戦略局文化課
6469-5177　 6469-3897

はじめましてオーケストラ
～大阪フィルと中学生の共演～

女子車いすバスケットボールの全日本チー
ムを含む世界の強豪4チームによる国際交
流試合を開催。
2/15（金）～17（日）
丸善インテックアリーナ大阪

（中央体育館）
国際親善車いすバスケットボール大阪

大会実行委員会事務局
6606-1631　 6606-1638

日本橋ストリートフェスタ運営委員会事務局
6655-1717

2019国際親善女子車いす
バスケットボール大阪大会

第32回大阪市ハ
ウジングデザイ
ン賞表彰式にあ
わせて、自然災
害の被害を最小
限に抑え、命を守
るために必要な
「住まいの防災対
策」について専門
家によるディス
カッションを行い
ます。定員100
人（先着順）。
2/10（日）13：30～17：00
住まい情報センター
ホームページまたはハガキ・ファッ

大阪市ハウジングデザイン
シンポジウム

〉宅住賞受〈 

ハウジングデザイン賞

©GoHands,Frontier Works/W'z-Project

ハウジングデザイン賞
特別賞

「高齢者脊椎疾患（せぼねのびょうき）を
知っておくために」をテーマに講演会を開
催。定員90人（先着順）。
2/21（木）14：00～15：00 
弘済院寿楽館
2/18（消印有効）
電話またはハガキ・ファックス・ ・持

者表代、し記明と」望希加参座講開公「、で参
の住所・氏名・電話番号・参加人数を書い
て、〒565-0874 吹田市古江台6-2-1、弘
済院附属病院へ。
6871-8013　 4863-5351

第61回弘済院附属病院
市民公開講座

17世紀のオランダ絵画の黄金期を代表す
る画家、ヨハネス・フェルメール（１６３２-１６７５）
の名画を集めた展覧会。平成12年に当館
で「フェルメールとその時代展」を開催して
以来、19年ぶりの開催で、大阪展限定の
「恋文」など、前回の5点を上回る6点を展
示します。
2/16（土）～5/12（日）9：30～17：00

（入館は16：30まで）月曜休館（3/19（火）

特別展「フェルメール展」

《手紙を書く女》 1665年頃 ワシントン・ナショナル・ギャ
ラリー National Gallery of Art, Washington, 
Gift of Harry Waldron Havemeyer and Horace 
Havemeyer, Jr., in memory of their father, 
Horace Havemeyer, 1962.10.1
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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。

子どもの教育・医療 無償化へ



（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。

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

バレンタインにちなみ、動物たちにプレ
ゼントを贈ります。
2/11（月・祝）

普段は見ることができないごみ焼却工場
の見学ができます。パッカー車の乗車体験
やフリーマーケットなども開催（フリーマー
ケットの出店者募集についてはホームペー
ジをご覧ください）。
3/16（土）10：00～16：00

（15：00受付終了）
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合 

東淀工場
6327-4541　 6327-4555

東淀工場のオープンデー

国際口笛コンクールで日本人初の2連覇
を達成した高木満理子さんと、シンセサ
イザー奏者細川佳那枝さんの美しく愉快
な音楽パフォーマンス！定員378人（先
着順）。
3/10（日）10：30～11：30
市立こども文化センター
大人1,000円ほか

・来館または往復ハガキ・ファックス
うの記明を」ーョシ笛口の一界世01/3「、で

え、代表者の住所・氏名・電話番号・参加人
数（大人と座席を要する子どもの内訳）を書
いて、〒554-0012此花区西九条6-1-20、
市立こども文化センターへ。
6460-7800　 6460-9630

世界一の口笛ショー♪ 
～震災を忘れない～

日本の伝統芸能、能・狂言を子どもや初心
者にもわかりやすい解説を交えて開催しま
す。定員各500人（先着順）。
2/24（日）

10:00～12:00、14:30～16:30
大槻能楽堂

クス・持参で、住所・氏名・年齢・電話番号を
書いて、〒530-8582（住所不要）住まい
情報センター4階、住情報プラザ「第6回
大阪市ハウジングデザインシンポジウム」
係へ。
6242-1160　 6354-8601

こどもとたのしむ能狂言

休館のお知らせ
●東洋陶磁美術館休館
　（改修工事のため）
2/12（火）～3/31（日）
東洋陶磁美術館

6223-0055　 6223-0057

天王寺動物園イベント
入園料：大人500円ほか　 6771-8401　 6772-4633

バレンタインイベント

生物多様性について楽しく学んでい
ただくワークショップを初開催。対象
18歳以上（大人1人につき2人まで子
ども同伴可）。定員各30人（先着順）。
3/9（土）、10（日）

10:30～、13:30～（全4回）
3/5
大阪自然史センター
6697-6262へ。

動物園でサイエンスカフェ
自然にやさしい「おかいもの」

ホッキョクグマや生息環境について考え
るためのイベントを開催。
2/27（水）

国際ホッキョクグマの日
イベント

野生動植物保護についてのガイド等
を開催。
3/3（日）

世界野生生物の日イベント

大阪で生まれた割烹文化の魅力を、高級割
烹で価格もお手ごろに体験いただけます。
費用や申込方法など詳しくはホームページ
をご覧ください。
2/7（木）～24（日）
府内の割烹63店舗
大阪割烹体験事務局
6442-8443　 03-3500-9757

大人1,500円（前売）、高校生以下500円
チケットぴあ 0570-02-9999（Pコード：

491-139）または大槻能楽堂 6761-8055。
経済戦略局文化課
6469-5176　 6469-3897

大阪割烹体験2019
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