
G20大阪サミット  6月28・29日開催！

記号の見方
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！

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。

● 、選抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特でどなし催・座講
　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。
● 。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

ホームページ

FacebookTwitter LINE 10月にかけて光化学スモッグが発生し
やすくなります。注意報などの発令状況
は、各区役所の表示板やホームページで
お知らせします。発令時はなるべく屋外
に出ないようにし、目やのどに刺激を感
じたら、洗眼やうがいをして安静にしてく
ださい。
環境局環境管理課
6615-7981　 6615-7949

光化学スモッグに
ご注意ください

5月から7月にかけて、世帯の構成や所
得、医療保険、公的年金の加入状況など
を調査します。対象は国勢調査区から無
作為に抽出された市内60地区の約
2,900世帯。対象世帯へは調査員証を携
帯した調査員が伺いますので、ご協力を
お願いします。
大阪市保健所保健医療対策課
6647-0685　 6647-0804

国民生活基礎調査に
ご協力ください

親子で楽しく防災を学べる「キッズしょう
ぼうパーク」や巨大スクリーンで災害の
恐ろしさを体験できる「タスカルシア
ター」などを新たに整備し、愛称「あべの
タスカル」として生まれ変わりました。こ
の機会にぜひお立ち寄りください。
消防局予防課
4393-6336　 4393-4580

阿倍野防災センターが
新しくなってオープン！

アルな映像で紹介しています。ダウン
ロードしてご利用ください。

消防局予防課
4393-6322　 4393-4580

身の回りで起こりうる火災事例を短くリ 

ご自宅の火災予防に
「火の用心アプリ」

国土交通省をはじめとする約50の機関
や団体による水害時に必要な訓練を実
施するほか、災害対策用の特殊車両の展
示も行います。
5/25（土）9:00～12:00
豊里大橋下流（旭区）
危機管理室危機管理課
6208-7388　 6202-3776

淀川水防・大阪府地域
防災総合演習

6月開催のG20大阪サミットで取り上げ
られるプラごみ問題について、国連機関
などの専門家によるパネルディスカッ
ションを行います。また、海洋汚染につい
てのメッセージを現代アートにして発信
している書道家の岡西佑奈さんによる
パフォーマンスも実施。定員200人（先
着順）。
5/22（水）9:00～12:00
ヒルトン大阪
環境局環境施策課
6630-3467　 6630-3580

プラスチックごみ問題に関する
国連環境計画シンポジウム

企業や団体の垣根を越えた新たな連携
や協働などの取り組みを紹介。実際に公
益活動を行っている方から、活動を支援
したい方、関心のある方まで、ぜひご参

加ください。定員250人（先着順）。
6/21（金）13:30～16:30
関西大学梅田キャンパス8階大ホール

または往復ハガキ・ファックス
で、住所・氏名・電話番号を書いて、 副
首都推進局企画担当へ。
6208-8862　 6202-9355

フィランソロピー大会
OSAKA2019

）区央中（トクェジロプM阪大）称仮（】規新【
縦覧と意見書の受け付け：8/13まで
経済戦略局産業振興課または中央区

役所区民情報コーナー
経済戦略局産業振興課
6615-3784　 6614-0190

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

ひとり親、高齢者向け、障がい者向けの
各住宅計641戸の入居者。
5/7（火）～15（水）にお住まいの区の

保健福祉センターへ。
ひとり親住宅：こども青少年局こども

家庭課
6208-8035　 6202-6963

高齢者向け住宅：福祉局高齢福祉課
6208-8060　 6202-6964

障がい者向け住宅（身体・知的障がい）：
福祉局障がい福祉課
6208-8081　 6202-6962

障がい者向け住宅（精神障がい）：大阪
市こころの健康センター
6922-8520　 6922-8526

市営福祉目的住宅の入居者

～今年4/1に次の年齢になられた女性。
①子宮頸がん検診：満20歳②乳がん検
診：満40歳。なお、4/1からクーポン券が
届くまでの間に、市が実施する検診を受
診し、自己負担金を支払われた方には、
自己負担金をお返ししますので、お問い
合わせください。
がん検診専用電話
6208-8250　 6202-6967

対象は4/20現在市内在住で、昨年4/2

がん検診の無料クーポン券を
5月末からお送りします

就学・進学については、お住まいの地域の
小学校に早めにご相談ください。就学相
談リーフレットは でご覧いただけます。
就学・進学に関する電話相談も受け付けて
います。
教育委員会インクルーシブ教育推進

室相談窓口
6327-1016　 6327-1023

障がいのあるお子さんの
就学・進学相談

日常のさまざまな人権問題について、
人権擁護委員が無料で相談に応じま
す。秘密厳守。
6/3（月）10:00～16:00
市役所1階 市民相談室
市民局人権企画課
6208-7611　 6202-7073

市役所に
特設人権相談所を開設

ルの配信はありません。
5/15（水）11:00頃
大阪市全域
危機管理室危機管理課
6208-7388　 6202-3776

Jアラートによる
試験放送の実施

初めて住宅を取得する新婚・子育て世帯を
対象に、住宅ローンの利子の一部を補助
（最大10万円×5年間）します。補助対象や
申請方法など詳しくは をご覧ください。
都市整備局住宅支援受付窓口
6356-0805　 6356-0807

新婚・子育て世帯向けに
住宅ローンの利子を補助します

災害や転居に便乗した悪質な訪問販売
などによるトラブルが多発しています。
不安に感じたら一人で悩まず、気軽に大
阪市消費者センターへご相談ください。
消費生活相談は市内在住の方に限り、電
話・面談・  で行っています。
大阪市消費者センター 消費生活相談

専用電話
6614-0999　 6614-7525

5月は消費者月間です
～悪質な訪問販売にご用心～

さまざまな事情
により家庭で暮ら
せない子どもた
ちを、自身の家庭
に迎えて養育して
くださる里親を募
集しています。短
期の預かりでも
可能。月1回程

度、市内商業施設等で個別相談会も実施
しています。詳しくは をご覧ください。
こども相談センター
4301-3156　 6944-2060

5月は児童福祉月間です
～養育里親になりませんか？～

麻しん・風しん（MR）
予防接種を受けましょう

来年3/31までの接種当日に大阪市
民で、風しん抗体を有していない、ま
たは抗体価が低い①妊娠を希望す
る女性②妊婦または妊娠を希望す
る女性の配偶者は、麻しん・風しん
混合ワクチン1万11円、風しんワク
チン6,317円を上限に、接種費用が
助成されます（過去に助成済みの方
は除く）。
医療機関で接種後、〒545-0051 

阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべの
メディックスビル11階 大阪市保健
所感染症対策課へ申請書等を送付。

①生後12か月から24か月までのお
子さんは2歳の誕生日前日まで、②
平成25年4/2～平成26年4/1生ま
れのお子さんは来年3/31まで、無
料で予防接種が受けられます。

接種費用が助成される方

大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

接種費用が無料になる方

Android版 iOS版

大阪府提供

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）などで配
布、または でもご覧いただけます。
ご意見は、送付・ファックス・ ・持参で
お寄せください。

ご意見をお聴かせください

大阪市環境基本計画（素案）

閲覧・応募期間：4/25～5/24
環境局環境施策課

6630-3215　 6630-3580

※LINEの利用にはアプリのダウンロードが必要です。

地震・津波などの緊急事態に備え、　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
ピーカーで試験放送します。今回の試験
放送に伴うエリアメール・緊急速報メー
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