編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.30㎢

06-6227-9090

人口…2,751,613人

世帯数…1,456,916世帯

令和2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、
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。

最大5,000円分の
マイナポイントがもらえます
大阪市サービスカウンターの休業と
証明書コンビニ交付サービスの休止
9/19
（土）
は大阪市サービスカウンターと
証明書等のコンビニ交付サービスが終日
ご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
F
G6208-7337 H6202-7073

はと、からす等への無責任な
餌やりの規制を強化しました
6/1に
「動物の愛護及
び管理に関する法律」
が改正施行されたこと
により、
はと、
からす等
へ の 無 責 任な 餌やり
などによって周辺住民の日常生活に著しい
支障が出ており、
かつ周辺住民の間で共通
の認識となっている場合、
市から改善命令
を行うことがあります。違反した場合、
50万
円以下の罰金が科されることがあります。
F健康局生活衛生課
G6208-9996 H6202-6967

令和3年度入園の
幼稚園等園児募集のお知らせ
対象は3〜5歳児（平
成27年4/2〜平成30
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）
。
（受け付け10/16
A 願書交付①10/1〜12
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

マイナンバ ー
カードを取得し、
マイナポイント
を申し込んだ方
が、キャッシュレ
ス決済などをすると、利用額に応じて一人
あたり最大5,000円分のマイナポイント
がもらえます。対応スマホやお近くのマイ
ナポイント手続スポット
（国が指定するコ
ンビニ、郵便局、携帯電話ショップ、区役所
特設ブース）
で申し込めます。詳しくはマイ
ナポイントホームページをご覧ください。
（水）
まで
A来年3/31
Fマイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 H0120-601-785
区役所でのマイナポイント申し込み：
マイナポイント特設ブース運営事務局
G6260-4333 H6260-4334
（平日9:30〜17:00）

した。ガス警報器の詳しい仕様や料金は、
大阪ガス
（株）
にお問い合わせください。
大阪ガスグッドライフコール
0120-000-555
危機管理室危機管理課
F
G6208-7388 H6202-3776

9/10〜16は
「自殺予防週間」
です
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。
（水）
17:00まで
A9/30
Fこころの健康センター
G6922-8520 H6922-8526

ガス警報器を活用
して速やかに災害
情報を伝えます
新たな災害情報伝達手
段として、通 信 機 能 付
きガス警 報 器から、大
阪市が発信した災害情
報を速やかに伝えるこ
とができるようになりま

警戒レベル4！
全員避難！

警報器が発話する
音声のイメージ

9 月 は 高齢者福祉月間です

ペットを不幸にしない
ためにも、動物の習性
や寿命、飼い方などを
正しく理解し、最後ま
で責任を持つことがで
きるか、飼う前にしっか
りと考えてみましょう。
F健康局生活衛生課
G6208-9996 H6202-6967

「がん予防キャンペーン大阪2020」
講演会

「認知症アプリ」
の
詳細はこちら

●
「認知症アプリ」
では、認知症チェックができるほか、相談機関の一覧や
さまざまなイベント情報がいつでもどこでも手に入ります。

F福祉局高齢福祉課

G6208-8051

H6202-6964

「百歳体操」でめざそう健康長寿！
「百歳体操」
は何歳になっても元気で楽しく生活するための体操です。市内には、
この体操を通
して介護予防に取り組んでいるグループがたくさんあります。地域の会館など身近な場所で
行っており、
ご近所のつながりも深まります。あなたも百歳体操に参加してみませんか？
F福祉局高齢福祉課 G6208-9957 H6202-6964

ＰＣＢの処分期限は
来年3/31までです

コンデンサー

照明器具
（業務用）
の安定器

高濃度ＰＣＢが含まれた電気機器
（変圧器・
コンデンサー・業務用の照明安定器）
など
の処分期限が迫っています。事務所・工場
や自宅などで保管
（使用）
している方は、す
ぐに処分をお願いします。
F環境局産業廃棄物規制担当
G6630-3284 H6630-3581

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

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。

●各区の
「認知症初期集中支援チーム」
が、
認知症が心配な方やその家族を
行います。

感染症の予防方法や小児への影響、病院
へのかかり方についてのオンライン講座。
各日内容は同じです。視聴方法など、詳しく
はホームページをご覧ください。
（金）
12:00〜10
（木）
12:00
A9/4
F市立総合医療センター
G6929-1221 H6929-0886

「がん検診受診率向上」
をテーマに、検診に
よる早期発見・治療の効果が高い子宮が 【新設】①（仮称）
うめきた2期地区北街区
ん・乳がんについての講演を通じて、検診
開発事業
（北区）
②
（仮称）
うめきた2期地区
の必要性や正しい知識を学べます。定員
南街区開発事業
（北区）
200人
（先着順）
。
【変更】③大阪ベイタワー
（港区）
10/3
（土）
14:00〜15:30
A
A 縦覧と意見書の受け付け：①②12/21
（中央区）
まで③12/14まで
Eドーンセンター
C9/25
E 経済戦略局産業振興課または①②北区
ハガキまたはファックスで、
住所
・
氏
役所政策推進課③港区役所協働まちづく
DF
名・電話
（ファックス）
番号・年齢・性別を書い
り推進課
て、
〒536-8588 城東区森之宮1-6-107、 F経済戦略局産業振興課
（公財）
大阪府保健医療財団 大阪がん循環
G6615-3784 H6614-0190

認知症の人を 地域で支え合うための 支援
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

市立総合医療センター
市民医学講座
「知っておきたい！
新型コロナウイルス感染症」

9/20〜26は
「動物愛護週間」
です

水害のおそれがあるときの
避難情報の発令に
高潮による対象区域を追加しました
台風などにより高潮の発生のおそれが高
まった場合に、警戒レベルを用いた避難情
報を発令します。対象区域など詳しくは I
をご覧ください。
F危機管理室危機管理課
G6208-7385 H6202-3776

器病予防センター調査室へ。
G6969-0676 H6969-0676

生きがいづくり支援事業などのご案内
名 称

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。

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。

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。

市営プールを子ども料金で、
トレーニング
スポーツ施設の
65歳以上 ルームを大人料金の半額で利用できます
高齢者割引
（年齢を確認できるものを持参）
。

介護予防
ポイント

65歳以上

介護保険施設等での活動でポイントが貯
（事前登録要） まり、
貯めたポイントを換金できます。

問い合わせ先

福祉局いきがい課
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

