編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.30㎢

人口…2,743,735人

世帯数…1,441,315世帯

令和2年1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・催し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。
●

大阪市プレミアム付商品券の
使用期限は3/31まで！
Osaka Metro谷町線、
大阪シティバスなどの
ダイヤがかわります
Osaka Metro谷町線、いまざとライナー、
大阪シティバスのダイヤがかわります。詳
しくはホームページをご覧ください（いま
ざとライナー・大阪シティバスの新ダイヤ
は3/18以降に掲載）
。
ダイヤ改正日：
Osaka Metro谷町線3/14、
いまざとライナー・大阪シティバス4/1
Osaka Metro・大阪シティバス案内
コール
6582-1400
6585-6466

水道局お客さまセンターは3月・
4月の日曜・祝日も営業しています
転出入者が多い3月・4月は、日曜・祝日も
水道の使用開始・中止等の各種届出、漏水
の 連 絡 などを 受 け 付 けます（ 月 〜 金 は
8:00〜20:00、
土日祝は9:00〜17:00）
。
水道局お客さまセンター
6458-1132
6458-2100

消費者センターは4/1から
日曜・祝日が休館となります
■消費生活相談
（4/1以降）

月〜土の10:00〜17:00
（祝日、年末年
始を除く）
専用電話 6614-0999
ただし、天王寺サービスカウンターでは事
前予約がある場合に限り、日曜・祝日に面
談での消費生活相談を行います。
大阪市消費者センター
6614-7521
6614-7525

大阪市しごと情報ひろば天下茶屋
の利用時間が4/1からかわります
4 / 1 から利 用 時 間 が 月〜 金 の 9 : 0 0 〜
17:30
（祝日、年末年始を除く）
に変更にな
ります。なお、併設している阿倍野ハロー
ワークコーナーの利用時間も同様に変更
となります。
市民局雇用・勤労施策課
6208-7351
６２０２-７０７３

4/1から全ての施設は
原則屋内禁煙に！

3/31を過ぎると商品券は使用できません
ので、お早めにご使用ください。使用可能
な店舗など、詳しくはホームページをご覧
ください。なお、お電話でお問い合わせの
際は、
かけ間違いにご注意ください。
大阪市プレミアム付商品券事務センター
6４６２-7００７
６４６２-７０５０

みんなの力で詐欺撲滅！
キャンペーン
タレントの西川きよし
さんを特 別ゲストに
お招きし、特殊詐欺の
被害防止キャンペー
ンを行います。楽しい
寸 劇や、最 新 の 詐 欺
西川きよしさん
対策電話機のデモンストレーションのほ
か、来場者プレゼントも用意しています。
3/20
（金・祝）
16:00〜17:00
イオンモール鶴見緑地
市民局地域安全担当
6208-7317
6202-7073

街ねこ事業は、地
域 の 方と大 阪 市
の協働事業で、地
域 の 方 が 主 体と
なって、飼い主のいない猫の餌やふん尿の
管理、不妊去勢手術を行い、適切に管理す
る取り組みです。事業を継続していくため、
皆さんからの寄附を募集しています。
健康局生活衛生課
6208-9996
6202-6967

3/1〜7は
「春の火災予防運動」
期間です
期 間 中 、市 内 の 各
消 防 署 では 、防 災
講演会や消防訓練
などの啓発活動を
行います。詳しくは
各消防署へお問い合わせください。
消防局予防課
4393-6322
4393-4580

屋内では、標識が掲示された喫煙室内でし
か喫煙できません。また、20歳未満は喫煙
エリアへの立ち入りが禁止です。
受動喫煙防止対策コールセンター
6244-7600
６２４4-７０７７

市税の滞納整理強化策として、電話による
納付催告を平日夜間に集中して行うほか、
徹底した財産調査を行い、財産がありなが
ら納税に応じていただけない場合には、不
動産・給与・預金などの差し押さえを行いま
す。職員訪問の際は身分証明書
（徴税吏員
証）
を携帯していますのでご確認ください。
財政局収税課
6208-7781
6202-6953

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

発達障がいについて
正しい理解を
4/2の世界自閉症
啓発デー、4/2〜8
の発達障がい啓発
週間に合わせ、
4/2
に大 阪 城 天 守 閣・
通天閣・天保山大観覧車を
「いやし」
や
「希
望」
を表す青色にライトアップするなどの啓
発活動に取り組みます。発達障がいのある
方が社会でいきいきと暮らせるよう、私た
ち一人ひとりの理解と認識を深めましょう。
心身障がい者リハビリテーションセンター
6797-6560
6797-8222

環境影響評価図書の縦覧
①
（仮称）
梅田曽根崎計画 事後調査報告書
②大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線
環境影響評価書
縦覧：3/27まで
環境局環境管理課ほか
環境局環境管理課
6615-7938
6615-7949

街ねこ事業
（所有者不明猫適正管理推進事業）
に取り組んでいます

3月は市税収入確保重点月間です

標識例

掲載している記事の詳細は、
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。

ご意見をお聴かせください
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。

地域経済成長プラン
（改訂案）
閲覧・応募期間：3/16まで
経済戦略局産業振興課
6615-3774
6614-0190

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。
環境局事業管理課
6630-3135
6630-3580

令和2年度大阪市防火標語
防火意識の普及啓発を目的に、防火標語
を募集。対象は市内に在住・在勤・在学の
方。入賞作は各消防署、 などに掲出。
募集期間：3/2〜4/8
（消印有効）
ハガキ・ で、標語
（1人1点・形式自
由）
・住所・氏名・電話番号、
市内在勤・在学の
方は事業所か学校の名称・所在地・電話番号
を書いて、
〒550-8566 西区九条南1-12-54、
消防局予防課
「防火標語募集」
係へ。
4393-6332
4393-4580

令和2年度
大阪市要約筆記者養成講座
会議や講演等で聴覚障がい者のコミュニ
ケーション支援をめざす方のための養成
講座①手書きコース②パソコンコースを
開催。対象は府内在住・在勤で要約筆記者
として活動が可能な方
（②は参加要件があ
ります）
。定員各20人。
5月〜12月のうち21日間
（1日4時間）
長居障がい者スポーツセンター
3/31
または区役所で配布する申込書に
必要事項を書いて、 福祉局障がい福祉
課 要約筆記者養成講座担当へ。
6208-8081
6202-6962

令和2年度
大阪府手話通訳者養成講座

大阪府の登録手話通訳者をめざす方のた
めの養成講座。修了者は中級・上級へと進
級し、合計3年かけて必要な技術を身につ
けます。
対象は府内在住・在勤で一定水準
市営住宅の入居者
の手話技術を有する方（手話技術の判定
試験を行います）
。
定期募集などで応募者が募集戸数に達し
会場ごとに判定試験日、
講座開催日、
なかった公営住宅などの入居者を随時募
集中。4/3には募集住宅を追加。ただし、 定員が異なります。詳しくはホームページ
申し込みには収入などの条件があります。 をご覧ください。
大阪府谷町福祉センターほか
詳しくは、3/27から または、住情報プラ
ホームページまたは区役所で配布する
ザ、大阪市サービスカウンター（梅田・難
申込書に必要事項を書いて、
〒540-8570
波・天王寺）
などで配布する申込みのしお
（住所不要）
府民お問合せセンター
「手話通
りをご覧ください。
訳者養成講座」
係へ。
大阪市住まい公社募集担当
福祉局障がい福祉課
6882-7024
6882-7021
6208-8081
6202-6962

市設瓜破霊園内合葬式墓地・
泉南メモリアルパーク霊地の
使用者
募集期間：合葬式墓地3/11まで、泉南
メモリアルパーク3/8まで
市役所・区役所・大阪市サービスカウン

24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

にお電話ください。

