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子どもの教育・医療 無償化へ
費用

締め切り

Eメール

申し込み

問い合わせ

大阪市北区中之島
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・催し等で特に記 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、返信用あて先の住所・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。

お 知らせ
ノロウイルスによる
感染性胃腸炎にご注意を

ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、特
にこれから冬にかけて流行します。
ノロ
ウイルスは感染力が非常に強く、家庭や

施設（高齢者施設、保育所、小学校等）
で
は感染により集団発生を引き起こすこ
とがあります。手洗いや消毒をしっかり
行い、一人ひとりが正しい知識を持って
予防しましょう。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656

6647-1029

PM2.5(微小粒子状物質)に
ご注意ください

これから春にかけてPM2.5濃度が高く
なりやすく注意が必要です。大阪府から
注意喚起が行われたときは、屋外での
長時間の激しい運動や不急の外出を控
えるなど、気をつけて行動しましょう。注
意喚起や市内の大気汚染物質の測定
データ（速報値）などについては、 で
ご覧いただけます。
環境局環境管理課
6615-7981

6615-7949

Jアラートによる
情報伝達訓練の実施

地震・津波や武力攻撃などの緊急事態
に備え、11/14（火）11:00頃から、Jア
ラート
（全国瞬時警報システム）により
受信した情報を防災行政無線の屋外ス

ピーカーで放送する訓練を実施します。
今回の訓練ではエリアメール・緊急速報
メールは配信されません。
危機管理室
6208-7388
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6202-3776

マイナポータル閲覧用端末の設置

マイナポータルとは、
マイナンバーカー
ドを使って、行政機関が保有する自分の

情報や行政の使用履歴をご自宅のパソ
コン等で確認できるサイトです。大阪市
では、市役所、区役所、市税事務所にマ
イナポータル閲覧用端末を配置しまし
たので、ご利用ください。
マイナポータルの利用方
をご覧
法など詳しくは
ください。
IＣＴ戦略室企画担当
6208-8860
050-3737-2976

大阪市くらしの便利帳を発行しました

くらしに役立つ情報をまとめた生活ガイ
ドブック「大阪市くらしの便利帳（平成

29・30年度保存版）」を各区版で発行し
ました。希望される方には、お住まいの区
の区役所で配布しています。
また、 から
デジタルブックでもご覧いただけます。
政策企画室広報担当
6208-7254

6227-9090

特別区素案を作成しました

おおさか掲示板

検索

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter

Facebook

は市内在住・在勤・在学の方。
12/4（月）
10:00〜16:00
市役所1階市民相談室
市民局人権企画課
大阪市人権啓発
6208-7611
マスコットキャラクター
6202-7073

にっこりーな

11月は児童虐待防止推進月間

〜すべての子どもが
笑顔で暮らせる社会に〜

児童虐待は社会全体で解決すべき
重要な問題です。大阪市では、
オレン
ジリボンキャンペーンとして民間と協
働し、
さまざまな機会をとらえた啓発
活動など児童虐待防止の取り組みを
行います。子どもたちの笑顔と命を

守るため、みなさんも周りの子ども
に関心を持ち「虐待かな？」
と思った
ら、すぐに相談（通告）
を。あなたの一
報で救うことができる親子がいます。
「児童虐待ホットライン」
24時間365日対応
0120-01-7285
（まずは一報 なにわっ子）

新たな大都市制度の一つである特別

区制度について、素案を作成しまし
た。この素案をもとに、大都市制度
（特別区設置）協議会において、特別
区設置協定書（案）のとりまとめに向
けた議論が行われます。詳しくは
をご覧ください。
副首都推進局制度企画担当
6208-8859
6202-9355

12/4〜10は「第69回人権週間」です

日常生活の中で生じるさまざまな人権
問題について、人権擁護委員が相談に
応じる特設人権相談を実施します。対象

編集/大阪市政策企画室
０６-６２０８-７２５１
０６-６２２７-９０９０
面積…２２５．
２１㎢ 人口…２，
７１２，
１５６人 世帯数…１，
３９２，
１６７世帯

掲載している記事の情報
は、 のおおさか掲示板
掲載ホームページ一覧で
ホームページ
ご覧いただけます。

こども青少年局こども家庭課
6208-8356
6202-6963

談を。
4305-0100
ＤＶ相談専門電話
市民局男女共同参画課
6208-9156
6202-7073
○大阪市男女共同参画普及啓発事業
「知っていますか？ドメスティック・バイ
オレンス
（ＤＶ）」

日常に潜む暴力について考えるパネル
展示など、改めてＤＶについての理解と
認識を深めます。
11/12（日）
〜25（土）9:30〜21:30
クレオ大阪中央
大阪市男女いきいき財団
7656-9040

7656-9045

12/1は世界エイズデーです

11/28〜12/4を「エイズ予防週間」
と

して 、
「 御 堂 筋 オ ー タ ム パ ー ティー
2017」への啓発ブース出展や、臨時検
査を行います。
【臨時検査】

暴力は、その対象の性別や加害者・被害
者の間柄を問わず、決して許されるもの
ではありません。特に、女性に対する暴
力は、現状や社会構造の実態から早急
に対応すべき重要な課題です。大阪市

でも啓発等の取り組みを実施します。
○大阪市配偶者暴力相談支援センター
配偶者・恋人などからの暴力に悩んで
いませんか？ひとりで悩まず、まずは相

平成２９年９月１日現在
（推計）

阿倍野防災センター

ええまちやん みんなで支える 防火の芽

（ 平 成 2 9 年 度 大 阪市 防 火 標 語 ）

消防局予防課
4393-6332

都市計画案の縦覧等

【変更】生産緑地地区（生野区、鶴見区、
住之江区、住吉区、
東住吉区、平野区）
縦覧と意見書の受け付け：11/10まで
都市計画局都市計画課
6208-7891
6231-3753

4393-4580

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

【新規】①（仮称）心斎橋筋二丁目プロ
ジェクト
（中央区）②（仮称）ライフ住吉
山之内店（住吉区）
【変更】③藤田不動産ビル（ライフ新大
阪店（
）淀川区）

大阪合同
（Go-Do）公売の実施

市税の滞納により差し押さえた不動産
等の公売を、大阪府や府内自治体等と
合同で実施。

縦覧と意見書の受け付け：①②来年
2/13まで③来年1/29まで
経済戦略局産業振興課または①中央

11/21（火）
10：00開場
大阪府新別館北館1階
財政局収税課

6208-7781

6202-6953

電話

ファックス

①12/4（月）17:30〜19:00（先着
30人、当日結果お渡し）②12/8（金）

17:00〜19:00（12/15（金）結果お渡
し）いずれも無料、匿名、予約不要。
①西成区役所②淀川区役所
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656

関西一円で美術・芸術や
文化に親しんでもらうた

め、11/18(土)・19(日)
は、次の施設などの美術
館・博物館約690施設が
入 館 無 料 に 。詳しくは
ホームページをご覧くだ

6647-1029

11/9〜15は
「秋の火災予防運動」期間です

さい。

火災予防運動にあわせ防火・防災図画
展を行うほか、市内の各消防署で消防
署開放デーや、消防訓練などを行いま

関西文化の日 検 索

施設名
大阪歴史博物館

6946 - 5728 6946 - 2662

東洋陶磁美術館

6223 - 0055 6223 - 0057

大阪くらしの今昔館 6242 - 1170 6354 - 8601
市立科学館

6444 - 5656 6444 - 5657

自然史博物館

6697 - 6221 6697 - 6225

長居植物園

6696 - 7117 6696 - 7405

咲くやこの花館

6912 - 0055 6913 - 8711

「総合区素案に関する住民説明会」を24区で開催します
新たな大都市制度の一つである総合区制度の組織体制や事務分担、区割りや総合区役所の位置などの詳細をとりまとめた素
案について説明します。対象は市内在住の方で、どの会場にも参加できます。お住まいが確認できる書類をご持参ください。開
会30分前から開場し、受付は先着順です。申し込み不要。
日時

11/12〜25は「女性に対する暴力を
なくす運動」期間です

区役所区民情報コーナー、②住吉区役
所地域課
経済戦略局産業振興課
6615-3784
6614-0190

す。詳しくは各消防署へお問い合わせく
ださい。
【防火・防災図画展】
11/2（木）
〜14（火）10：00〜18：00

会場

定員

日時

会場

定員

11/3（金・祝）19:00〜21:00

北区民センター

420人

11/26（日）14:00〜16:00

浪速区役所

100人

11/4（土）10:30〜12:30

都島区民センター

300人

11/26（日）19:00〜21:00

西淀川区民ホール

300人

11/4（土）15:30〜17:30

生野区民センター

390人

12/2（土）19:00〜21:00

大正会館

180人

11/12（日）19:00〜21:00

東淀川区民ホール

480人

12/3（日）19:00〜21:00

中央区民センター

300人

11/18（土）19:00〜21:00

西区民センター

360人

12/9（土）14:30〜16:30

阿倍野区役所

250人

11/19（日）19:00〜21:00

此花区民ホール

300人

12/9（土）19:00〜21:00

東住吉区民ホール

360人

11/25（土）14:00〜16:00

西成区役所

100人

12/10（日）19:00〜21:00

すみのえ舞昆ホール

360人

※12/11以降の説明会は、12月号の広報紙に掲載します。詳しくは

副首都推進局戦略調整担当

6208-8876

市の制度や手続き、
イベント情報に関する問い合わせなどは

（住之江区民ホール）

をご覧ください。

6202-9355
大阪市総合コールセンタ―（なにわコール（
）8：00〜21：00年中無休）
4301-7285
6373-3302
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