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名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

【受付終了】大阪市プレミアム付商品

券2022事業

大阪市内の対象店舗で利用可能なプレミアム付商品券（プレミアム率30パーセン

ト）を発行します。

大阪市プレミアム付商品券2022コール

センター
－ －

新型コロナウイルス感染症の影響によ

る後期高齢者医療保険料の減免につい

て

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、要件に該当する方は、申請により後期高齢

者医療保険料が減免となります。
お住いの区の区役所保険年金業務担当 － －

【受付終了】「新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金」の再支給

について

自立支援金（初回）の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、再支給の

申請受付を行います。

大阪市での申請や独自加算に関するこ

となど【大阪市自立支援金　申請案内

コールセンター】

06-6485-8155 －

【受付終了】「新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金」の支給に

ついて（初回申請者向け）

緊急小口資金等の特例貸付について、貸付を終了した世帯等に対して支援金を支給し

ます。

大阪市での申請や独自加算に関するこ

となど【大阪市自立支援金　申請案内

コールセンター】

06-6485-8155 －

新型コロナウイルス感染症に伴い保育

施設等が臨時休園等となった場合の保

育料の軽減（０歳～２歳児クラス）に

ついて

家庭保育協力期間外につきましては、次の（1）から（6）までの場合に限り、保育

料を軽減することといたします。

大阪市こども青少年局保育施策部保育

企画課（保育料担当）
06-6208-8106 －

新型コロナウイルス感染症にかかる手

続きに必要な証明書の交付手数料の免

除

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々が、融資・貸付の申請など、各種

支援制度等の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

区役所窓口サービス担当課へお問い合

わせください。
－ －

令和４年度における介護保険料の減免

について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料

の減免を実施します。
各区保健福祉課（介護保険） － －

令和４年度における国民健康保険料の

減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少し

た世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。

お住まいの区の区役所保険年金業務担

当にお問い合わせください。
－ －

大阪市ファミリー・サポート・セン

ター事業の補助金について

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校園等の臨時休業等により、ファミリー・サ

ポート・センター事業を利用した場合の、利用料相当額を助成します。

こども青少年局子育て支援部管理課子

育て支援グループ
06-6208-8111 06-6202-6963

学校給食費の無償化
新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の経済的負担軽減等のため、令和3年

度についても全児童生徒（小・中学校）の学校給食費の無償化措置を行います。

教育委員会事務局指導部保健体育担当

給食グループ
06-6208-9143 06-6202-7052

市営住宅への入居
大阪市では、住宅に困窮する所得の低い方を対象とする公営住宅をはじめとした、市

営住宅の提供を行っています。
大阪市住まい公社募集担当 06-6882-7024 －

解雇された派遣社員等への市営住宅の

提供

解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされて

いる方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しています。
大阪市住まい公社募集担当 06-6882-7024 －

あなたのための支援があります（孤

独・孤立への支援：内閣官房 孤独・孤

立対策担当室）

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。あなたに合った支援を探せ

ます。

https://notalone-

cas.go.jp/contact_us/
－ －

住居確保給付金 就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。 住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572 －

テイクアウトやテラス営業などのため

の道路占用の許可基準を緩和します
テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和 建設局総務部管理課 電話：06-6615-6678 －

後期高齢者医療制度加入の方で、給与

を受けられない場合傷病手当金を支給

します

後期高齢者医療制度に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労

することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

福祉局生活福祉部保険年金課給付グ

ループ
06-6208-7983 06-6202-4156

国民健康保険加入の方で、給与を受け

られない場合傷病手当金を支給します

国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労するこ

とができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

福祉局生活福祉部保険年金課給付グ

ループ
06-6208-7983 06-6202-4156

生活困窮者自立支援
生活にお困りごとを抱えた方の自立支援策の強化を図ることを目的として、相談支援

窓口を各区に設置し、対象となる方の自立までを包括的・継続的に支援します。

各区の自立相談支援窓口へお問い合わ

せください。
－ －

生活福祉資金貸付制度

新型コロナウイルスの影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に緊

急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を大阪府社会福祉協議会で行

います。

お住いの区の社会福祉協議会へお問い

合わせください。
－ －

国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例

措置として国民年金保険料免除申請、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となり

ました。

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 －

職業相談・紹介の窓口
新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談や雇用調整助成金に関する相談、職

業相談・紹介事業、就労相談等を行っています。

市民局ダイバーシティ推進室雇用女性

活躍推進課
06-6208-7351 06-6202-7073

市営住宅の家賃の減免、減額

市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入

が著しく減少した場合、家賃の減免または収入変動に伴う家賃減額ができる場合があ

ります。

お住まいの市営住宅を管轄する住宅管

理センター
－ －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

生活支援

雇用
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令和5年度大阪市芸術活動振興事業助成

金

新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪市内の芸術文化活動が多大な影響を受

けている事態を受け、、助成上限額を一部拡充して支援を行います。
大阪市経済戦略局文化部文化課 06-6469-5174 －

新型コロナウイルス感染症対応休業支

援金・給付金（厚生労働省）

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当を受

けることができない方への支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支

援金・給付金コールセンター
0120-221-276 －

あなたのための支援があります（孤

独・孤立への支援：内閣官房 孤独・孤

立対策担当室）

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。あなたに合った支援を探せ

ます。

https://notalone-

cas.go.jp/contact_us/
－ －

職業相談・紹介の窓口
新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談や雇用調整助成金に関する相談、職

業相談・紹介事業、就労相談等を行っています。

市民局ダイバーシティ推進室雇用女性

活躍推進課
06-6208-7351 06-6202-7073

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

新型コロナウイルス感染症に伴い保育

施設等が臨時休園等となった場合の保

育料の軽減（０歳～２歳児クラス）に

ついて

家庭保育協力期間外につきましては、次の（1）から（6）までの場合に限り、保育

料を軽減することといたします。

大阪市こども青少年局保育施策部保育

企画課（保育料担当）
06-6208-8106 －

大阪公立大学における相談窓口開設
大阪公立大学では、新型コロナウイルス感染症の影響を含めたあらゆる疑問や悩み、

困りごとなどに関し気軽に相談できる体制を設けています。
大阪公立大学 － －

大阪市ファミリー・サポート・セン

ター事業の補助金について

新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校園等の臨時休業等により、ファミリー・サ

ポート・センター事業を利用した場合の、利用料相当額を助成します。

こども青少年局子育て支援部管理課子

育て支援グループ
06-6208-8111 06-6202-6963

学校給食費の無償化
新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の経済的負担軽減等のため、令和3年

度についても全児童生徒（小・中学校）の学校給食費の無償化措置を行います。

教育委員会事務局指導部保健体育担当

給食グループ
06-6208-9143 06-6202-7052

あなたのための支援があります（孤

独・孤立への支援：内閣官房 孤独・孤

立対策担当室）

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。あなたに合った支援を探せ

ます。

https://notalone-

cas.go.jp/contact_us/
－ －

栄養相談のご案内
赤ちゃんの離乳食、子どもの食事、高齢者の方の食事、体調が悪かったり病気をお持

ちの方の食事等、お電話で相談をお受けしています。
健康局健康推進部健康づくり課 06-6208-9961 06-6202-6967

子供の学び応援サイト（文部科学省） 臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイトです。 文部科学省 03-5253-4111 －

児童虐待にかかる相談 児童虐待にかかる電話相談・面接相談は継続して行っています。 こども青少年局こども相談センター 06-4301-3100 06-6944-2060

LINEによる相談窓口
大阪市立小学校・中学校・高等学校に通う子どもたちを対象として、LINEを利用し

た相談窓口を設置しています。

教育委員会事務局指導部教育活動支援

担当生活指導グループ
06-6208-9174 06-6202-7055

小学校・中学校の児童生徒向け学習動

画

大阪市立小学校・中学校の児童生徒向けに、大阪市教育委員会が作成した学習動画を

YouTubeに掲載しています。

教育委員会事務局総務部総務課ICT推進

グループ
06-6208-9079 06-6202-7052

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

新型コロナウイルス感染症にかかる手

続きに必要な証明書の交付手数料の免

除

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々が、融資・貸付の申請など、各種

支援制度等の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

区役所窓口サービス担当課へお問い合

わせください。
－ －

【申告受付終了】個人市民税・府民税

申告期限の延長

個人市民税・府民税の申告期限を、令和3年4月15日（木曜日）まで延長していま

す。

個人市・府民税は各市税事務所市民税

等グループ（個人市民税担当）、所得

税は最寄りの税務署へお問い合わせく

ださい。

－ －

軽自動車税（種別割）の障がい者等に

係る減免申請期限の延長

軽自動車税（種別割）の障がい者等に係る減免申請について、納期限までに減免申請

をできないやむを得ない理由がある場合、減免申請の期限延長が認められます。

各市税事務所軽自動車税（種別割）担

当へお問い合わせください。
－ －

市税の納付が困難である場合のご相談
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税の納付が困難である場合には、次のと

おり、納税を猶予する制度があります。

各市税事務所収納対策担当へお問い合

わせください。
－ －

証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカードや住民基本台帳カードで、住民票など各種証明書をコンビニ等で

取得できます。
市民局 総務部 住民情報担当 06-6208-7337 06-6202-7073

市税に関する郵便での証明書の請求方

法
郵便で市税に関する証明書をご請求いただけます。 大阪市税証明郵送センター 06-4797-2712 －

事業所税、市たばこ税及び入湯税の申

告・納付（納入）期限の延長

事業所税、市たばこ税及び入湯税について、申告・納付（納入）を期限までに行うこ

とができないやむを得ない理由がある場合、申告・納付（納入）期限の延長が認めら

れます。

財政局船場法人市税事務所事業所税グ

ループ
06-4705-2934 06-4705-2905

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

水道料金及び下水道使用料の減額 【手続き不要】水道料金等の減額を行います（８月検針分～10月検針分） お客さまセンター 06-6458-1132 －

子育て・教育

市税

水道
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名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

新型コロナウイルス感染症の影響によ

る後期高齢者医療保険料の減免につい

て

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、要件に該当する方は、申請により後期高齢

者医療保険料が減免となります。
お住いの区の区役所保険年金業務担当 － －

令和４年度における介護保険料の減免

について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料

の減免を実施します。
各区保健福祉課（介護保険） － －

令和４年度における国民健康保険料の

減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少し

た世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。

お住まいの区の区役所保険年金業務担

当にお問い合わせください。
－ －

後期高齢者医療制度加入の方で、給与

を受けられない場合傷病手当金を支給

します

後期高齢者医療制度に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労

することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

福祉局生活福祉部保険年金課給付グ

ループ
06-6208-7983 06-6202-4156

国民健康保険加入の方で、給与を受け

られない場合傷病手当金を支給します

国民健康保険に加入の被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染等して就労するこ

とができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

福祉局生活福祉部保険年金課給付グ

ループ
06-6208-7983 06-6202-4156

国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例

措置として国民年金保険料免除申請、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となり

ました。

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

令和４年度における介護保険料の減免

について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料

の減免を実施します。
各区保健福祉課（介護保険） － －

新型コロナウイルス感染症予防接種証

明書交付申請について

新型コロナワクチンを接種した方を対象に、新型コロナウイルス感染症予防接種証明

書の交付申請を受け付けています。

大阪市新型コロナワクチンコールセン

ター

0570-065670（ナビダ

イヤル）、06-6377-

5670（ナビダイヤルを

ご利用いただけない

方）

0570-056769

あなたのための支援があります（孤

独・孤立への支援：内閣官房 孤独・孤

立対策担当室）

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。あなたに合った支援を探せ

ます。

https://notalone-

cas.go.jp/contact_us/
－ －

新型コロナウイルス感染症のワクチン

接種について

新型コロナウイルスワクチン接種を希望する市民の皆さまに、速やかな接種が可能と

なるよう、国が公表する接種順位を踏まえ、接種体制の構築を進めています。

大阪市新型コロナワクチンコールセン

ター
0570-065670 0570-056769

栄養相談のご案内
赤ちゃんの離乳食、子どもの食事、高齢者の方の食事、体調が悪かったり病気をお持

ちの方の食事等、お電話で相談をお受けしています。
健康局健康推進部健康づくり課 06-6208-9961 06-6202-6967

新型コロナウイルス感染症に負けない

食生活について

健康維持のためにも重要である毎日の食生活について、気を付けるポイントをお伝え

します。

健康局健康推進部健康づくり課健康づ

くりグループ
06-6208-9961 06-6202-6967

健康維持のための体操（百歳体操）
外出自粛中でも体を動かすことが大切です。「百歳体操」は3種類で、全て簡単・安

全なので誰でもすぐに始めることができます。
福祉局高齢者施策部高齢福祉課 06-6208-9957 06-6202-6964

健康維持のための高齢者の方へのポイ

ント

「動かない時間」が増えることで、身体や頭の動きが低下してしまいます。自粛生活

での高齢者の方に気をつけていただきたいポイントをまとめています。

福祉局高齢者施策部高齢福祉課在宅

サービス事業グループ
06-6208-9957 06-6202-6964

手洗い・消毒方法・次亜塩素酸ナトリ

ウム液の作り方

新型コロナウイルスに対する感染防止には、マスク着用を含む咳エチケットや手洗

い、アルコール消毒液などにより感染経路を断つことが重要です。
危機管理室 06-6208-7388 06-6202-3776

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

新型コロナウイルス感染症に伴い保育

施設等が臨時休園等となった場合の保

育料の軽減（０歳～２歳児クラス）に

ついて

家庭保育協力期間外につきましては、次の（1）から（6）までの場合に限り、保育

料を軽減することといたします。

大阪市こども青少年局保育施策部保育

企画課（保育料担当）
06-6208-8106 －

大阪公立大学における相談窓口開設
大阪公立大学では、新型コロナウイルス感染症の影響を含めたあらゆる疑問や悩み、

困りごとなどに関し気軽に相談できる体制を設けています。
大阪公立大学 － －

外国人のための相談窓口 大阪市内に在住、在勤の外国人の方が対象です。 公益財団法人大阪国際交流センター 06-6773-8182 06-6773-8421

令和４年度における介護保険料の減免

について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料

の減免を実施します。
各区保健福祉課（介護保険） － －

市営住宅への入居
大阪市では、住宅に困窮する所得の低い方を対象とする公営住宅をはじめとした、市

営住宅の提供を行っています。
大阪市住まい公社募集担当 06-6882-7024 －

解雇された派遣社員等への市営住宅の

提供

解雇・雇止めにより社宅や寮等の住宅の退去を余儀なくされ住宅確保を必要とされて

いる方に対して、一時的な居住の場として市営住宅を期限付きで提供しています。
大阪市住まい公社募集担当 06-6882-7024 －

健康・医療

相談

国保・年金
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あなたのための支援があります（孤

独・孤立への支援：内閣官房 孤独・孤

立対策担当室）

誰にも頼れず、ひとりで悩みごとをかかえていませんか。あなたに合った支援を探せ

ます。

https://notalone-

cas.go.jp/contact_us/
－ －

LINEによる女性向け相談窓口

新型コロナウイルス感染症の影響により、不安やストレス、孤独・孤立を感じている

女性や困難を抱えている女性を対象として、LINE相談や生理用品の配布を行ってい

ます。

市民局ダイバーシティ推進室男女共同

参画課
06-6208-9156 06-6202-7073

栄養相談のご案内
赤ちゃんの離乳食、子どもの食事、高齢者の方の食事、体調が悪かったり病気をお持

ちの方の食事等、お電話で相談をお受けしています。
健康局健康推進部健康づくり課 06-6208-9961 06-6202-6967

住居確保給付金 就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する制度です。 住居確保給付金相談コールセンター 0120-23-5572 －

テイクアウトやテラス営業などのため

の道路占用の許可基準を緩和します
テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和 建設局総務部管理課 電話：06-6615-6678 －

DV相談＋（プラス）（内閣府）
あなたが配偶者やパートナーから受けている様々な暴力（DV）について、専門の相

談員が一緒に考えます。メール・電話・チャット形式で相談を受け付けています。
内閣府 0120-279-889 －

生活困窮者自立支援
生活にお困りごとを抱えた方の自立支援策の強化を図ることを目的として、相談支援

窓口を各区に設置し、対象となる方の自立までを包括的・継続的に支援します。

各区の自立相談支援窓口へお問い合わ

せください。
－ －

児童虐待にかかる相談 児童虐待にかかる電話相談・面接相談は継続して行っています。 こども青少年局こども相談センター 06-4301-3100 06-6944-2060

生活福祉資金貸付制度

新型コロナウイルスの影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に緊

急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を大阪府社会福祉協議会で行

います。

お住いの区の社会福祉協議会へお問い

合わせください。
－ －

軽自動車税（種別割）の障がい者等に

係る減免申請期限の延長

軽自動車税（種別割）の障がい者等に係る減免申請について、納期限までに減免申請

をできないやむを得ない理由がある場合、減免申請の期限延長が認められます。

各市税事務所軽自動車税（種別割）担

当へお問い合わせください。
－ －

人権に関する相談 不当な差別、いじめ等の人権問題に関する相談を行っています。 人権啓発・相談センター 06-6532-7830 06-6531-0666

DVにかかる相談 DVにかかる電話相談・面接相談及びメール相談を行っています。
市民局ダイバーシティ推進室男女共同

参画課
06-6208-9156 06-6202-7073

職業相談・紹介の窓口
新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談や雇用調整助成金に関する相談、職

業相談・紹介事業、就労相談等を行っています。

市民局ダイバーシティ推進室雇用女性

活躍推進課
06-6208-7351 06-6202-7073

LINEによる相談窓口
大阪市立小学校・中学校・高等学校に通う子どもたちを対象として、LINEを利用し

た相談窓口を設置しています。

教育委員会事務局指導部教育活動支援

担当生活指導グループ
06-6208-9174 06-6202-7055

市営住宅の家賃の減免、減額

市営住宅にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により収入

が著しく減少した場合、家賃の減免または収入変動に伴う家賃減額ができる場合があ

ります。

お住まいの市営住宅を管轄する住宅管

理センター
－ －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

新型コロナウイルス感染症にかかる手

続きに必要な証明書の交付手数料の免

除

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々が、融資・貸付の申請など、各種

支援制度等の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

区役所窓口サービス担当課へお問い合

わせください。
－ －

電子証明書の更新（再発行） 電子証明書の有効期限を過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができます。
各区役所窓口サービス課へお問い合わ

せください。
－ －

転入・転居・世帯変更等の届出期限
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかる手続きは、当分の間、14日を過ぎ

たのちでも通常どおり手続きできます。

各区役所窓口サービス担当へお問い合

わせください。
－ －

郵送による転出届 郵送により届出することができます。
各区役所窓口サービス担当課へお問い

合わせください。
－ －

証明書の郵送請求
戸籍全部（個人）事項証明書（戸籍謄抄本）や住民票の写し等の証明書は、郵送によ

りご請求できます。
郵送事務処理センター 06-6208-8832 －

証明書のコンビニ交付サービス
マイナンバーカードや住民基本台帳カードで、住民票など各種証明書をコンビニ等で

取得できます。
市民局 総務部 住民情報担当 06-6208-7337 06-6202-7073

戸籍・住民票
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https://notalone-cas.go.jp/
https://notalone-cas.go.jp/
https://notalone-cas.go.jp/
https://notalone-cas.go.jp/contact_us/
https://notalone-cas.go.jp/contact_us/
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000538706.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000538706.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000538706.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000504177.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000501083.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000507119.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000507119.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000507119.html
https://soudanplus.jp/
https://soudanplus.jp/
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000303608.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000303608.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000303608.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000497457.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000497457.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369602.html
https://www.osaka-sishakyo.jp/kusyakyo_itiran/
https://www.osaka-sishakyo.jp/kusyakyo_itiran/
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500545.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500545.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500545.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500545.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000500067.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000500067.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000389841.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000389841.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000389841.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000500574.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000500574.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000500574.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000501008.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000501008.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000501008.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000501004.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000501004.html
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000501004.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000504508.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000504508.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000504508.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000497404.html#no6
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000497404.html#no5
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369823.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000370126.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000384461.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000384461.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000284183.html
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000284183.html

