編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.32㎢

人口…2,756,239人

世帯数…1,479,358世帯

令和3年7月1日現在（推計）

重大な児童虐待ゼロへ
記号の見方
●

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
「06」
です。

講座・イベントなどで特に記載のないものは、
「無料、
申し込み多数の場合は抽選、
締め切りは当日必着」
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、
返信用宛先の住所・氏名をお忘れなく。
● 費用について、
複数区分ある場合は、
「○○円ほか」
としています。
●

掲載している記事の詳細は、
I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。

タイムリーな情報も
続々配信中！

Twitter

※LINEの利用にはアプリの
ダウンロードが必要です。
Facebook

LINE

ホームページ

新型コロナウイルス感染症
（COV ID-19）
の影響等により、催しなどが変更または中止となる場合があります。最新の情報はホームページなどでご確認ください。

令和4年度入園の
幼稚園等園児募集のお知らせ

調査にご協力ください

令和3年度
近畿圏パーソントリップ調査
9月から11月にかけて、交通対策や防
災計画など、近畿圏の安全で快適な
まちづくりを検討する基礎資料を得
るため、調査を実施します。無作為に
抽出された市内約6万7千世帯に調査
票を送付しますので、
ご協力をお願い
します。

全国都市交通特性調査
9月から11月にかけて、全国の都市交
通の特性や経年変化を把握するため、
調査を実施します。無作為に抽出され
た市内10区
（北区、福島区、港区、天王
寺区、浪速区、淀川区、東成区、旭区、
住之江区、東住吉区）
約2,500世帯に
調査票を送付しますので、
ご協力をお
願いします。
F都市計画局交通政策課
G6208-7846 H6231-3751

視覚に障がいのある方へ
「選挙のお知らせ」
をお届けします
大阪市選挙管理委員会では、各選挙時に
候補者等の情報を掲載した
「選挙のお知
らせ」
の点字版、音訳テープ、音訳CDを作
成しています。市内在住で、新たに送付ま
たは種類の変更をご希望の方は、電話ま
たはファックスでお申し込みください。
F行政委員会事務局選挙課
G6208-8511 H6204-0900

9/10〜16は
「自殺予防週間」
です

対象は3〜5歳児
（平
成28年4/2〜平成
31年4/1生まれの
方）。①市立幼稚園
※3歳児は一部の園
で募 集 ② 私 立 幼 稚
園※一部の園では満3歳児から募集③認
定こども園
（教育標準時間認定）
。
願書交付①10/1〜12
（
受け付け10/18
A
まで）
②③各園にお問い合わせください
Fこども青少年局管理課
G6208-8165 H6202-6963

外国人のためのビザ・
帰化手続きに関する無料相談会
対象は外国人および、雇用（検討中も含
む）
・結婚等で外国人と関係を有する日本
人。日本語以外に、英語、中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン語、ベトナム語
（予定）
で行
政書士に相談できます。お気軽にお立ち
寄りください。
（日）
10:00〜16:00
A9/26
EF大阪国際交流センター
G6773-8989 H6773-8421

自殺やこころの健康に関する24時間対応
の集中電話相談
（G 0570-064-556）
を
実施します。
（木）
17:00まで
A9/30
Fこころの健康センター
G6922-8520 H6922-8526

ひとりで悩んでいませんか？
〜人権相談をお受けしています〜
職場でのいじめやパートナーからの暴力、
ひ ぼう

インターネットでの誹謗中傷などで困っ
ていませんか？人権啓発・相談センター
では、専 門 相 談 員 が 人 権に関 するさま
ざまな相談をお受けしています（無料・
秘密厳守）
。G6532-7830
（なやみゼロ）
・
H6531-0666・Jでご相談ください。
F人権啓発・相談センター
G6532-7631 H6532-7640

環境影響評価図書の縦覧
梅田1丁目1番地計画事後調査報告書
A縦覧：9/29まで
EF環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

大阪市区長・所属長（局長）
区長
（3人）
、
福祉局長
（1人）
、
環境局長
（1人）
の職を募集します。合格者は来年4/1採用
予定。対象は組織マネジメントの経験があ
り、
地方公務員法第16条＜欠格事項＞に該
当しない方。詳しくはIをご覧ください。
C9/14
DFIに掲載の申込書等を送付・持参で、
人事室人事課へ。
G6208-7511 H6202-7070

市職員
（技能職員）
合格者は来年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
ど詳しくはIをご覧ください。
（土）
A第1次試験日：11/6
（木）17:00までに原則Iで。
D9/30
業務内容

食品ロス削減の
取り組みの一つ
として 、ご 家 庭
で余った食品を
回 収し、福 祉 団
体や生活支援を
必要とする個人
などへ無償譲渡
するフードドラ
イブを推進しています。回収の対象となる
食品やフードドライブを実施している施設
など、
詳しくは Iをご覧ください。
F環境局家庭ごみ減量課
G6630-3259 H6630-3581

②保育所などでの給食調理
または施設の維持管理業務等
④ごみ収集車両等の点検・修理・
整備等に関する作業等

市営住宅の入居者
（11回落選実績保有者向け）
対象は定期募集および11月
「親子近居等
募集」
（平成28年以降実施分）
の落選回数
が11回以上の方
（公営住宅・改良住宅の
ものに限る）
。申し込みには収入などの条
件があります。
（金）
・13
（月）
・15
（水）
〜17
（金）
の
D9/10
10:00〜15:00
（12:00〜13:00を除く）
に
市営住宅募集センターで受け付け。9/10
〜17に住情報プラザ、大阪市サービスカ
ウンター
（梅田・難波・天王寺）
などで配布

⑤道路、
河川、
公園等における
維持管理業務等
⑥港湾施設の維持管理業務等

F①健康局総務課
G6208-9922 H6202-6967
②こども青少年局総務課
G6208-8117 H6202-7020
③④環境局職員課
G6630-3161 H6630-3580
⑤建設局職員課
G6615-6220 H6615-6575
⑥大阪港湾局総務課
G6615-7708 H6615-7719

生きがいづくり支援事業などのご案内
対 象

内 容

敬老優待
乗車証

70歳以上

Osaka Metroと大阪シティバス
（いまざとラ
イナー含む）
を乗車1回につき50円で利用
できます。

各区の相談機関やさまざまなイベント情報は、
「認知症アプリ」
または Iをご覧

文化施設等
敬老優待

65歳以上

大阪城天守閣、市立美術館などの市立文化
施設に無料で入場できます
（年齢・住所を確
認できるものを持参）
。※特別展などを除く。

9月は世界アルツハイマー月間、21日は世界アルツハイマーデー

入浴利用料
割引

70歳以上

市内の対象の公衆浴場を、毎月1日・15日
に割引料金で利用できます。

スポーツ施設の
高齢者割引

65歳以上

市営プールを子ども料金で、
トレーニング
ルームは大人料金の半額で利用できます
（年齢を確認できるものを持参）
。

65歳以上

介護保険施設等での活動でポイントが貯ま

「認知症アプリ」
の
詳細はこちら

(愛称：オレンジチーム)」
は、認知症または認知症が疑われる人やその家族を対

象に、必要な医療や介護サービスの利用に向けた相談・サポートを行います。

ください。

9/21は認知症啓発活動の一環として、市庁舎正面を認知症支援の色である
「オレンジ色」
に

ライトアップします。認知症は誰でもなりうる身近な病気です。
この機会に身近な人と認知症に
ついて話をしてみませんか。
F福祉局地域包括ケア推進課 G6208-8051

H6202-6964

40名
程度

高齢者自身の社会参加意欲を高め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、積極的に
高齢者施策に取り組んでいます。

認知症になっても安心して暮らし続けるために
認知症は早期発見・早期対応が重要です。各区の
「認知症初期集中支援チーム

採用予定者数

①動物愛護、
環境・保健衛生業務等

③ごみの収集、
不法投棄対策業務等

フードドライブに参加しよう

9月は 高齢者福祉月間です

する申込みのしおりをご覧ください。
F市営住宅募集センター募集担当
G6882-7024 H6882-7051

名 称

介護予防
ポイント

（事前登録要） り、
貯めたポイントを換金できます。

問い合わせ先

福祉局高齢福祉課
G6208-8054
H6202-6964

経済戦略局スポーツ課
G6469-3870
H6469-3898
大阪市社会福祉協議会
G6765-5610
H6765-3512

