
所管 手続き名称

副首都推進局 特別区制度（いわゆる「大阪都構想」）（案）についてご意見をお聴きする「出前協議会」参加申込

副首都推進局 住民説明会（10月3日、4日）　参加申込

副首都推進局 住民説明会（9月26日、27日）　参加申込

副首都推進局 オンライン説明会　参加申込

副首都推進局 特別区設置協定書に関する質問受付

副首都推進局 首都危機事象発生時における本社機能等のバックアップ体制に関する統計調査

ICT戦略室 スーパーシティの取組みに関する意見募集

ICT戦略室 大阪府・市スーパーシティにおいて実現したい「最先端の未来社会サービス」アイデア募集

ICT戦略室 大阪府・市スーパーシティにおいて実現したい「最先端の未来社会サービス」アイデア募集に関する質問受付

ICT戦略室 オープンデータにかかるご意見・ご要望

政策企画室 物品買入等比較見積参加申請（政策企画室）

政策企画室 大阪市ふるさと寄附金のお申込み

経済戦略局 感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金

経済戦略局 大阪イノベーションハブ各種セミナー・イベント申込

経済戦略局
＜キッザニア甲子園とOIHの共催企画「未来を創る！こども技術アイデアコンテスト」実施記念＞キッザニア甲子園入場

券プレゼント申込み

経済戦略局 ソフト産業プラザTEQS各種セミナー・イベント申込

経済戦略局 AIDORアクセラレーションへの申込・問合せ

経済戦略局 AIDORエクスぺリメンテーションへの申込・問合せ

経済戦略局 ソフト産業プラザTEQS各種問合せ等



所管 手続き名称

経済戦略局 5G x LAB OSAKA利用申込

経済戦略局 定期検査に代わる計量士による検査業務の届について

経済戦略局 施設の予約

経済戦略局 UTSUBOテニスフェス　テニスクリニック参加者募集

経済戦略局 「第７回木南通孝記念陸上競技大会」サブイベント「キッズデカスロンチャレンジ」参加者募集

経済戦略局 大阪市スポーツボランティア登録

経済戦略局 「第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目」チケットプレゼント

経済戦略局 令和2・3年度府立高等学校等体育施設開放事業　団体利用登録について（経済戦略局）

経済戦略局 バレーボール「JTマーヴェラスホームゲーム」チケットプレゼント

経済戦略局 「第８回木南通孝記念陸上競技大会」サブイベント「キッズデカスロンチャレンジ」参加者募集

総務局 令和２年度　大阪市職員（法務職員）の募集

総務局 公文書の公開請求関係

総務局 保有個人情報の開示請求関係

総務局 公益通報の受付（総務局）

総務局 公文書館に収蔵されている特定歴史公文書等の利用請求

市民局 住民票の写しの交付申請

市民局 住民票記載事項証明書の交付申請

市民局 印鑑登録証明書の交付申請

市民局 戸籍の附票の写しの交付請求



所管 手続き名称

市民局 戸籍全部（個人）事項証明書の交付請求

市民局 個人番号カード交付予約

市民局 住民票の写しの交付請求

市民局 男女共同参画に関する施策についての苦情処理制度

市民局 見学講座の申込み

市民局 地域講座の申込み

市民局 エルちゃんの”わん”デー講座申込受付

市民局 メールによる消費生活相談

市民局 メールによる人権相談

市民局 消費生活に関する意識調査

市民局 令和２年度人権啓発キャッチコピーを募集します！

市民局 スキルアップサロン参加申込

市民局 冬のファミリースクール「親子で学ぶストレスマネジメント」＆「パパのGo Toキッチン」参加申込

市民局 「女性のための就職応援フェア！お仕事はじめませんか！in AEON」参加申込

市民局 消費生活相談フォーム（消費者センター）（市民局）

市民局 テレワーク応援セミナー＆相談会の参加申込

財政局 大阪市協力広告代理店名簿登載申込（財政局）

財政局 大阪市協力広告代理店名簿更新（財政局）

財政局 大阪市協力広告代理店名簿記載事項変更（財政局）



所管 手続き名称

財政局 大阪市協力広告代理店名簿登載取消（財政局）

財政局 市税関係証明書の請求

財政局 個人市・府民税の申告【梅田市税事務所（北区・西淀川区・淀川区・東淀川区にお住まいの方】

財政局 個人市・府民税の申告【京橋市税事務所（都島区・旭区・城東区・鶴見区にお住まいの方】

財政局 個人市・府民税の申告【弁天町市税事務所（福島区・此花区・西区・港区・大正区にお住まいの方】

財政局 個人市・府民税の申告【なんば市税事務所（中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区にお住まいの方】

財政局
個人市・府民税の申告【あべの市税事務所（阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区にお住まいの

方】

財政局 法人市民税の申告

財政局 個人市民税に係る給与支払報告書等の提出

財政局 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出

財政局 普通徴収から特別徴収への切替申請

財政局 退職所得に係る納入申告及び特別徴収票又は特別徴収税額納入内訳届出

財政局 公的年金等支払報告の提出

財政局 事業所税の申告

財政局 法人設立・設置届の届出

財政局 異動届の届出(法人の異動届)

財政局 事業所等新設・廃止申告の届出

財政局 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出の届出

財政局 事業所用家屋貸付等申告



所管 手続き名称

財政局 市税のクレジットカード納付

財政局 口座振替の受付

財政局 徴収猶予の特例制度に係る申請

財政局 徴収猶予に係る申請

財政局 換価の猶予に係る申請

財政局 インターネット公売

契約管財局 入札参加資格審査申請等

契約管財局 入札

計画調整局 大阪都市計画案の公衆縦覧に関する意見書の提出

計画調整局 大阪都市計画原案の公衆縦覧に関する意見書の提出

計画調整局 バリアフリーマップに関するご意見

計画調整局 大阪市登録調査員登録事項の変更申請

計画調整局 大阪市登録調査員登録事項の取消申請

計画調整局 測量成果の複製・使用承認申請

計画調整局 まちづくりに関する基礎調査データ(メッシュデータ等)の借用について

福祉局 ＜高齢者関係施設（通所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜高齢者関係施設（入所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（通所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（入所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告



所管 手続き名称

福祉局 ＜生活保護施設・無料低額宿泊事業＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜高齢者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「使い捨て手袋」の配付について

福祉局 集団指導

福祉局 ＜高齢者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「不織布マスク」の配付について

福祉局 ＜障がい者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「不織布マスク」の配付について

福祉局 ＜高齢者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「使い捨て手袋」の配付について

福祉局 ＜障がい者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「使い捨て手袋」の配付について

福祉局 ＜高齢者関係施設（通所）＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜高齢者関係施設（入所）＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（通所）＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（入所）＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜生活保護施設・無料低額宿泊事業＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜高齢者関係施設＞新型コロナウイルス感染症拡大防止のための「不織布マスク」の配付について

福祉局 ＜高齢者関係施設（通所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜高齢者関係施設（入所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（通所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜障がい者関係施設（入所）＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 ＜生活保護施設・無料低額宿泊事業＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

福祉局 糖尿病の重症化予防のための生活習慣改善プログラム参加申込



所管 手続き名称

福祉局 令和２年度　介護事業者等集団指導受講報告書

福祉局 新規介護保険事業者の指定申請申込について

福祉局 令和２年度　大阪市認定調査員研修（新規研修）受講申込

福祉局 令和３年度　認定調査業務委託名簿登録申請

福祉局 介護保険　要介護認定・要支援認定申請

福祉局 令和２年度　集団指導（事前登録）【障がい】

福祉局 令和２年度　集団指導の実施にかかる受講報告（障がい福祉サービス事業者等）

福祉局 令和２年度　集団指導の実施にかかる受講報告（障がい児支援事業者等）

福祉局 発達障がいのあるお子さんのための専門療育機関の利用希望登録申し込み

福祉局
（オンライン開催）かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修～地域で取り組む多職種連携～

参加申込

福祉局
３月18日(木)「かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修」アンケート・研修単位・修了証書

申請

福祉局
【回答期限3月8日（希望調査）】高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の希

望調査について

福祉局
高齢者施設の入所・居住者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施に伴う調査につ

いて

福祉局
【回答期限：3月31日】（介護老人保健施設以外）高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係

る予防接種の希望調査について【再調査】

福祉局
【回答期限2月26日（概数調査）】高齢者施設の入所・居住者及び従事者への新型コロナウイルス感染症

に係る予防接種実施に伴う調査について

福祉局
【回答対象施設：介護老人保健施設】（回答期限：3月29日）高齢者施設等における新型コロナウイルス

感染症に係る予防接種の希望調査について【再調査】

福祉局
【回答対象施設：介護老人保健施設】大阪市外に住民票がある高齢者施設入所者等に対する接種券発行手

続き

福祉局
【回答対象施設：介護老人保健施設（手続き２）】（「接種券発行申請書」確認後の本市への回答）大阪

市外に住民票がある高齢者施設入所者等に対する接種券発行手続き

福祉局 令和２年度大阪市要約筆記者養成講座　受講者募集
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福祉局
【希望調査】障害者総合支援法事業費補助金（就労系障がい福祉サービス等の機能強化事業（第二次補正

予算）分）の所要額調査

福祉局 【障がい福祉サービス】大阪市就労系障がい福祉サービス等の生産活動活性化支援事業補助金の希望調査

福祉局
【障がい／グループホーム用】新型コロナウイルス感染症に係る障がい者施設等　の入所・居住者及び従

事者への予防接種実施に伴う調査について

福祉局
【障がい／施設用】新型コロナウイルス感染症に係る障がい者施設等の入所・居住者及び従事者への予防

接種実施に伴う調査について

福祉局 【障がい者グループホーム】新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の希望調査について

福祉局 【障がい福祉サービス】感染者が発生した施設・事業所からの応援職員の派遣要請について

福祉局 【調査】障がい者グループホームの空き状況について

福祉局 令和２年度移動支援事業提供実績記録票の提出受付

福祉局 新型コロナウイルスの感染の発生に備えた対応等の自主点検（施設）

健康局 令和２年度大阪市職員（保健師）採用試験受験申込（健康局）

健康局 令和２年度大阪市職員（獣医師）採用試験受験申込（健康局）

健康局 令和２年度大阪市職員（薬剤師）採用試験受験申込（健康局）

健康局 令和2年度大阪市職員（栄養士）採用試験受験申込について

健康局 令和2年度大阪市職員（研究員）採用試験受験申込について

健康局 令和２年度大阪市職員（技能職員【試験区分１（健康局）】）採用試験受験申込について

健康局 飲料水衛生管理講習会（簡易専用水道）受講申し込み

健康局 飲料水衛生管理講習会（小規模受水槽）受講申し込み

健康局 営業届出書

健康局 結核にかかる定期健康診断実施報告書
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健康局 営業許可申請、営業届出、食品等自主回収報告

健康局 令和2年度チェックリスト

健康局 令和２年度　大阪市胃がん検診（胃内視鏡検査）研修会

健康局 【受動喫煙防止対策】改正健康増進法の義務違反に関する情報提供について

健康局 乳幼児アトピー・ぜん息相談のご案内 参加者募集！

健康局 令和2年度ぜん息とアトピー・食物アレルギー講演会

健康局 ぜん息の予防等に関する講習会「小児気管支ぜん息と食物アレルギーについて」

健康局 アレルギー予防教室のご案内 参加者募集！

健康局 ぜん息児童の親子ハイキング　参加者募集！

健康局 親と子の健康回復教室（野外教室）参加者募集！（健康局）

健康局 小児慢性特定疾病児等療養相談会　参加者募集　（健康局）

こども青少年局 令和2年度「みおつくしの鐘打鐘のつどい」参加者募集

こども青少年局 青少年センター施設利用予約申込

こども青少年局 妊婦の方々への布マスク配布希望申請（こども青少年局）

こども青少年局 父親の育児参加啓発セミナーの参加申込

こども青少年局 児童虐待メール相談

こども青少年局 メール教育相談

こども青少年局 ＜保育関係施設等＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告（こども青少年局）

こども青少年局 ＜保育関係施設等＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告（こども青少年局）



所管 手続き名称

こども青少年局 ＜児童養護施設等＞【伝達訓練】災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

こども青少年局 ＜児童養護施設等＞災害時における社会福祉施設等の被災状況報告

こども青少年局 特定教育・保育施設等における保育人材の確保に関する調査（R02.4月）（こども青少年局）

こども青少年局 特定教育・保育施設等における保育士業務の負担軽減策に関する調査

こども青少年局 社会総がかりでこどもを育む取組み情報掲載依頼（こども青少年局）

こども青少年局 児童福祉施設に対する鯉のぼり等の寄贈について（令和２年度）

こども青少年局 新型コロナウイルス感染症の対応にかかる利用児童の受け入れ状況について

こども青少年局 不織布マスク（大人用）の寄贈希望（送料自己負担）について

こども青少年局 マスク等の配布（送料自己負担）にかかる希望調査について

こども青少年局 令和2年度　大阪市職員（技能職員【試験区分2　こども青少年局】）採用試験受験申込について

こども青少年局 特区小規模保育事業等の整備にかかる意向調査について

環境局 斎場等の施設予約

環境局 大阪府化学物質管理制度に基づく届出書

環境局 令和２年度大阪市職員（技能職員【試験区分３（環境局）】）採用試験受験申込について

環境局 一般廃棄物収集運搬業許可業者／搬入回数追加・搬入先変更申請

環境局 一般廃棄物再生利用業業務報告書／事業計画書の届出

環境局 「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」の提出

環境局 「廃棄物管理責任者選任（解任）届出書」の提出

環境局 「計画書記載事項変更届出書」の提出



所管 手続き名称

環境局 一般廃棄物収集運搬業許可業者／作業対象名簿

環境局 一般廃棄物収集運搬業許可業者／従業者名簿

環境局 粗大ごみ収集、大型ごみ収集のための手続

環境局
うめきた２期地区北街区開発事業　うめきた２期地区南街区開発事業　環境影響評価準備書に関する意見

書の提出

環境局 大阪第６地方合同庁舎（仮称）ヘリポート設置事業　環境影響評価準備書に関する意見書の提出

環境局 緑のエコバッグが当たるキャンペーン応募フォーム

環境局 ごみ減量・３Ｒ川柳募集

環境局 大阪市ごみ博士検定（４級）

環境局 大阪市ごみ博士検定（３級）

環境局 ツイッターフォロー＆リツイート

環境局 大阪市ごみ博士検定（２級）

環境局 キーワードを集めてプレゼントに応募しよう！

環境局 エコバッグ自慢写真コンテスト当選者申込み

環境局 環境局ごみ減量キャラクター募集当選者申込み

環境局 エコ・クッキング写真コンテスト当選者申込み

環境局 大阪市エコボランティアの登録兼更新申請

環境局
「路上喫煙禁止地区」の新たな指定（「中央区長堀通り地域」、「こども本の森中之島周辺地域（御堂筋

及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大）」（案）にかかるパブリック・コメントを実施します

環境局 産業廃棄物再生利用業／事業計画書・業務報告書届出（環境局）

環境局 産業廃棄物管理票交付等状況報告書（環境局）



所管 手続き名称

都市整備局 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請

都市整備局 中堅層向け市営住宅の随時募集

建設局 令和２年度大阪市職員（技能職員【試験区分４（建設局）】）採用試験受験申込について

建設局 令和２年度大阪市職員（技能職員【試験区分４（建設局）】）採用試験について（第２次試験）

建設局 道路占用許可申請

建設局 参加者募集！水探検隊「水の流れツアー」を開催します

建設局 【排水規制】下水道法・水質汚濁防止法等に基づく事務手続きはこちら

建設局 下水道法に基づく氏名変更等届出書・特定施設使用廃止届出書・承継届出書の事務手続き

建設局 天王寺動物園夏のナイトZOOの申し込み

建設局 【平日】天王寺動物園 WEBチケット

建設局 【土日祝】天王寺動物園 日時指定WEBチケット

大阪港湾局 大阪市職員（技能職員）採用試験

大阪港湾局 道路占用許可申請、道路占用工事着工届・完了届、道路占用廃止届、道路占用料減免申請等の手続

大阪港湾局 令和2年度大阪みなとセミナー

大阪港湾局 「元気です！！大阪みなと～大阪みなとの賑わい＆フェリーセミナー～」参加者を募集します。

大阪港湾局 係留施設使用許可申請書

大阪港湾局 入出港届

大阪港湾局 入港料及び港湾施設使用料減額免除申請書

消防局 甲種防火管理新規講習



所管 手続き名称

消防局 甲種防火管理再講習

消防局 乙種防火管理講習

消防局 防災管理新規講習

消防局 防火・防災管理新規講習

消防局 防火・防災管理再講習

消防局 女性のための消防吏員職業セミナー（オンライン）の参加者を募集します！

教育委員会事務局 奨学金等制度説明会(高1.2年生、保護者向け)

教育委員会事務局 24区奨学金等制度説明会(中３年生、保護者向け)

教育委員会事務局 令和２年度　大阪市教師養成講座選考テスト受験申込（教育委員会事務局）

教育委員会事務局 生涯学習施設等における施設予約

教育委員会事務局 生涯学習施設等における事業予約

教育委員会事務局 大阪市講師登録会の事前予約受付について

教育委員会事務局 講師仮登録（教育委員会事務局）H28/11修正

教育委員会事務局 令和３年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト受験申込（教育委員会事務局）

教育委員会事務局 無料乗車証の交付申請（開平小学校）

教育委員会事務局 大学等への進学に向けた奨学金等制度説明会・相談会の開催（高等学校1・2年生向け）

教育委員会事務局 大学等への進学に向けた奨学金等制度説明会の開催について

行政委員会事務局 障がい者を対象とした大阪市職員（事務職員）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（事務行政（22-25））採用試験受験申込（行政委員会事務局）



所管 手続き名称

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度社会福祉）採用試験受験申込(行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（司書）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術都市建設［主に土木］）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術建築）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術機械）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術電気）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術化学）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術造園）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（短大・高専卒程度技術都市建設［主に土木］）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（短大・高専卒程度技術建築）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（事務行政（18-21））採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（学校事務）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（高校卒程度技術（都市建設［主に土木］））採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（高校卒程度技術（機械））採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（高校卒程度技術（電気））採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員Ａ（男）１）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員Ａ（女）１）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員B（男）1）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員B（女）1）採用試験受験申込（行政委員会事務局）



所管 手続き名称

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員Ａ（男）２）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員Ａ（女）２）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員B（男）2）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（消防吏員B（女）2）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（保育士Ａ）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（保育士Ｂ）採用試験受験申込（行政委員会事務局）

行政委員会事務局 大阪市職員（事務行政（26－34））受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（社会人経験者社会福祉）受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術都市建設［主に土木］（秋季募集））受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（大学卒程度技術建築（秋季募集））受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（社会人等技術電気）受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（社会人等技術建築）受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（社会人等技術機械）受験申込

行政委員会事務局 大阪市職員（社会人等技術都市建設［主に土木］）受験申込

市会事務局 市会議長が管理する公文書の公開請求関係

市会事務局 市会本会議傍聴者に対する手話通訳実施申請

市会事務局 令和２年度「高校生と大阪市会議員との意見交換会」参加申込

市会事務局 市会広報紙「大阪市会だより」（点字版含む）配送申込み

水道局 水道記念館で楽しく学ぼう！わくわく水フェスタ



所管 手続き名称

水道局 浄水場見学　お申込み（水道局）

水道局
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使用料の支払猶予及び特例減

免制度にかかる支払猶予申込【事業者用】

水道局
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使用料の支払猶予及び特例減

免制度にかかる支払猶予申込【個人用】

水道局
【新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への水道料金及び下水道使用料の特例減免制度】事

前申込

水道局 水道使用開始申込の手続き（水道局）

水道局 （臨時）水道使用開始申込の手続き（水道局）

水道局 水道使用開始申込

水道局 水道使用中止申込の手続き（水道局）

水道局 （臨時）水道使用中止申込の手続き（水道局）

水道局 水道使用中止申込

水道局 水道使用中止・開始同時申込（市内転居）の手続き（水道局）

水道局 （臨時）水道の使用中止・開始同時申込（市内転居）のお手続き（水道局）

水道局 水道使用中止・開始同時申込（市内転居）

水道局 水道料金等口座振替依頼書・クレジットカード決済（継続払い）申込書送付

水道局 新型コロナウイルス感染症にかかる水道料金等の長期支払猶予・分割支払特例制度申込

北区役所 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求手続

北区役所 【北区】令和３年度保育施設・事業の利用申込み受付予約

北区役所 【北区】令和３年度保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届

北区役所 【北区】令和３年度保育施設・事業の利用申込み（２次調整）についての希望変更届



所管 手続き名称

北区役所 【北区】利用者支援員（保育コンシェルジュ）による保育施設利用相談

都島区役所 【都島区】令和3年度保育施設等の受付・面接予約

福島区役所 児童手当等認定請求

福島区役所 児童手当等額改定請求

福島区役所 児童手当等住所・氏名・銀行口座変更届

福島区役所 児童手当等受給事由消滅・減額改定届

福島区役所 児童手当等未支払請求

福島区役所 児童手当・特例給付に係る寄附の申出

福島区役所 児童手当・特例給付に係る寄附変更申出

福島区役所 児童手当等現況届

福島区役所 令和3年4月保育施設・事業の利用申込　受付面接の予約

福島区役所 【福島区】骨粗しょう症検診申請

福島区役所 【福島区】乳がん検診申込

福島区役所 【福島区】肺がん検診申込

福島区役所 【福島区】大腸がん検診申込

福島区役所 福島区役所区民ギャラリー利用申込

此花区役所 保育所等入所申込みの面接日予約

此花区役所 胃・大腸・肺がん検診予約

此花区役所 乳がん検診（マンモグラフィ検査）予約
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此花区役所 骨粗しょう症検診予約

此花区役所 出前講座「この花亭」の予約申込み

此花区役所 不在者投票用紙の請求

中央区役所 令和３年度　保育施設等利用申込予約

中央区役所 乳幼児健康診査の日程変更届出

中央区役所 がん検診

中央区役所 行政書士相談

中央区役所 中央区広報紙「広報ちゅうおう」広告掲載申込み

中央区役所 令和3年度中央区役所ホームページバナー広告掲載申込み

中央区役所 中央区広報紙「広報ちゅうおう」点字版の申込（新規・変更・中止）

中央区役所 中央区ホームページについてのご意見・ご感想

中央区役所 中央区広報紙「広報ちゅうおう」についてのご意見・ご感想

中央区役所 2020年7月から2021年3月　胃・大腸・肺がん検診　申込（中央区）

中央区役所 2020年7月から2021年3月　総合がん検診　申込（中央区）

中央区役所 2020月7月から2021年3月　乳がん・骨粗しょう症検診　申込（中央区）

西区役所 西区広報「かぜ」・点字版広報紙配付申込み・アンケート(西区)

西区役所 西区ホームページご意見・ご感想

西区役所 【西区】令和3年度　認可保育施設一斉利用申込み日時予約

西区役所 【西区】大腸がん検診・肺がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診申込



所管 手続き名称

港区役所 児童手当等の認定請求（港区）

港区役所 児童手当等の額改定請求（増額）（港区）

港区役所 児童手当等の住所・氏名・銀行口座変更届（港区）

港区役所 児童手当等の受給事由消滅・減額改定届（港区）

港区役所 児童手当等の未支払請求（港区）

港区役所 児童手当等に係る寄付の申出（港区）

港区役所 児童手当等に係る寄附変更申出（港区）

港区役所 児童手当等の現況届（港区）

港区役所 【港区】令和３年度保育所入所申込みの面接日予約

大正区役所 大正区　乳がん検診申込（令和2年度）

大正区役所 【令和2年9月19日】じぶんのことおやのことフォーラム大正2020　映画『モリのいる場所』上映会申込

大正区役所 大正区　骨粗しょう症検診申込み（令和3年度）

大正区役所 大正区　胃・大腸・肺がん検診申込（令和2年度）

大正区役所 大正区　骨粗しょう症検診申込（令和2年度）

大正区役所 大正区　乳がん検診申込み（令和3年度）

大正区役所 大正区　大腸がん・肺がん検診申込み（令和3年度）

大正区役所 犬の所在地変更届

大正区役所 犬の死亡届

大正区役所 大正区広報紙「こんにちは大正」点字版配送申込み(大正区)



所管 手続き名称

天王寺区役所 天王寺区広報紙配付申込み（天王寺区）

天王寺区役所 【天王寺区】令和３年４月入所保育施設・保育事業の利用申込　受付予約

浪速区役所 浪速区広報紙（点字版を含む）配付等申込み（浪速区）

浪速区役所 【浪速区】保育利用申込み受付・面接予約（令和３年度）

浪速区役所 【浪速区】令和３年度骨粗しょう症検診申込

浪速区役所 【浪速区】令和３年度肺がん検診申込

浪速区役所 【浪速区】令和３年度大腸がん検診申込

浪速区役所 【浪速区】令和３年度乳がん検診申込

浪速区役所 令和２年度　大阪市浪速区まちをよくする活動補助金募集

西淀川区役所 学びの区民講座参加申し込み受付

西淀川区役所 こども映画会参加申し込み受付

西淀川区役所 区民ギャラリー展示申し込み受付

淀川区役所 保育一斉入所の予備受付事前登録

淀川区役所 淀川区乳がん検診・骨粗しょう症検診申込（令和３年度）

淀川区役所 淀川区大腸がん・肺がん検診申込（令和３年度）

東淀川区役所 東淀川区広報紙 『広報ひがしよどがわ』 配送申込み（東淀川区）

東淀川区役所 【東淀川区】大腸がん検診・肺がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診申込（5月～9月実施分）

東淀川区役所 犬の集合施設の開催・開設届

東淀川区役所 犬の死亡届



所管 手続き名称

東成区役所 【東成区】令和3年度保育所利用申込み受付予約

生野区役所 生野区役所「いくみん出前講座」申込み

生野区役所 がん検診申込【大腸がん・肺がん・乳がん・骨粗しょう症検診】

生野区役所 生野区子育て講演会

旭区役所 旭区広報紙（広報あさひ）＜点字版含む＞配付申込（旭区）

旭区役所 あさひプレママサロン（旭区）

旭区役所 BCG予防接種予約申し込み

旭区役所 令和３年度大腸がん検診・肺がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診申込

城東区役所 令和３年度保育施設等の受付・面接予約

城東区役所 令和３年度ＢＣＧ集団予防接種予約予約申し込み

城東区役所 骨粗しょう症検診申込

城東区役所 乳がん検診申込

城東区役所 大腸がん検診申込

城東区役所 肺がん検診申込

鶴見区役所 鶴見区民ギャラリー利用申込

鶴見区役所 司法書士相談予約（R3.3月～）

鶴見区役所 行政書士相談予約（R3.3月～）

鶴見区役所 不動産相談予約（R3.3月～）

阿倍野区役所 人権講演会「音楽に込められたメッセージ～個人の自由と自立～」参加申込み



所管 手続き名称

阿倍野区役所 阿倍野区学校園支援ボランティア人材募集事業

阿倍野区役所 「あべのオレンジメール」の配信登録申請

阿倍野区役所 大阪市阿倍野区役所ホームページバナー広告募集

阿倍野区役所 令和3年度阿倍野区広報紙「広報あべの」広告募集

阿倍野区役所 広報あべの点字版・音訳版申込

阿倍野区役所 広報あべの記事掲載依頼

阿倍野区役所 阿倍野区役所広報掲示板使用申請

阿倍野区役所 阿倍野区役所「区民情報コーナー」チラシ等設置申請

阿倍野区役所 阿倍野区マスコットキャラクター「あべのん」使用申請

住之江区役所 広報紙「さざんか」チケットプレゼント

住之江区役所 広報紙「さざんか」広告受付

住之江区役所 ホームページバナー広告受付

住之江区役所 住之江区広報紙「広報さざんか」点字版の申込（新規・変更・中止）

住之江区役所 防災・防犯　出前講座

住之江区役所 住之江区マスコットキャラクター「さざぴー」の貸出

住之江区役所 乳幼児健康診査日または欠席連絡（住之江区）

住之江区役所 R2乳がん検診申込【40歳以上】＋骨粗しょう症検診申込（住之江区）

住之江区役所 R2骨粗しょう症検診申込（住之江区）

住之江区役所 犬の死亡届（住之江区）



所管 手続き名称

住之江区役所 犬の所在地変更届（住之江区）

住之江区役所 動物の失そう届（住之江区）

住之江区役所 犬の集合施設の開催・開設届

住之江区役所 医師・歯科医師・薬剤師届

住之江区役所 保健師・助産師・看護師・准看護師業務従事者届

住之江区役所 不在者投票用紙等の請求について（住之江区）

住吉区役所 児童手当等の認定請求（住吉区）

住吉区役所 住吉区大腸がん検診申込

住吉区役所 住吉区骨粗しょう症検診申込

住吉区役所 住吉区肺がん検診申込

住吉区役所 住吉区乳がん検診申込

東住吉区役所 「令和３年 東住吉区成人の日記念のつどい」参加申込み

東住吉区役所 「やさいづくり体験塾（春・夏コース）」参加者募集！

東住吉区役所 「クラインガルテン・東住吉」スタッフ申込

東住吉区役所 東住吉区「学校支援ボランティア人材バンク」登録申請

東住吉区役所 東住吉区広報紙(広報東住吉なでしこ)配送申込み（東住吉区）

東住吉区役所
令和３年度　東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」広告掲載申込み（令和３年５月号～令和４年４月

号）

東住吉区役所 「こども110番の家」登録

東住吉区役所 【東住吉区】骨粗しょう症検診抽せん申込（令和３年４月実施分）



所管 手続き名称

東住吉区役所 【東住吉区】乳がん検診抽せん申込（令和３年４月実施分）

東住吉区役所 【東住吉区】大腸がん検診抽せん申込（令和３年５月実施分）

東住吉区役所 【東住吉区】肺がん検診抽せん申込（令和３年５月実施分）

東住吉区役所 「ながらパトロール隊登録申請」（東住吉区）

東住吉区役所 「駐車場用防犯反射板」申込（東住吉区）

平野区役所 平野区小学生・中学生英語スピーチコンテスト2020　参加申込

平野区役所 令和３年度がん検診等申込

西成区役所 西成区広報紙「にしなり我が町」（点字版を含む）配送等申込み（区内での住所変更・配送中止含む）

西成区役所 地域協働開発プログラム事業申込

西成区役所 地域教育資源ネットワーク事業申込

西成区役所 骨粗しょう症検診申込

西成区役所 大腸がん検診申込

西成区役所 肺がん検診申込

西成区役所 乳がん検診申込


