
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

市民の皆さんの安心・安全を確保するた
め、原子力発電から多様なエネルギー源
への転換や、徹底したコスト削減などの
株主提案議案を提出しました。6/21に開
催予定の株主総会では、京都市とも連携
し、経営方針の転換を求めます。
環境局環境施策課
6630-3483　 6630-3580

関西電力株式会社の
株主総会で経営方針の
転換を求めます

※LINEの利用にはアプリのダウンロードが必要です。

これから夏にかけて雨が多くなります。短時間で非常に強い雨
など、降り方によっては浸水するおそれがあります。浸水による
被害を軽減するために、市民の皆さんのご協力をお願いします。

※土のうの貸し出し希望や、公共ます
がつまっているなどお気づきの点が
あれば、お住まいの地区を担当する
クリアウォーターOSAKA（株）の管路
管理センターまでお問い合わせくだ
さい。

大雨に備えましょう

建設局調整課　 6615-7597　 6615-7690
建設局施設管理課
6615-6484　 6615-6583

中学生を対象とした
塾代助成事業の10月からの
利用申請を受け付けています

学習塾や習い事などにかかる費用を月
額1万円まで助成しています。養育者と
その配偶者の所得による制限がありま
す。申請方法など詳しくは をご覧くだ
さい。
7/17
大阪市塾代助成事業運営事務局
6452-5273　 6452-5274

中学校夜間学級への
入学について
市立中学校（天満・天王寺・文の里・東生
野）に夜間学級を設置しています。入学
に関することや学習内容など詳しくはお
問い合わせください。
教育委員会中学校教育担当
6208-9187　 6202-7055

こども食堂な
どを運営する
団体が、地域こ
ども支援ネッ
トワークに登
録すると、「こ
どもの居場所
あんしん保険」に自動加入します。加入

中食りよに理調ので堂食もどこ「、とるす
の中動活がアィテンラボ「」たし生発が毒

けがにより入院した」などの事故の際、補
償が受けられます。詳しくは をご覧く
ださい。
こども青少年局経理・企画課
6208-8153　 6202-7020

受動喫煙防止の取り組みが
マナーからルールへ
健康増進法の改正により、7/1から学
校や病院、行政機関などの敷地内にお
いて、原則禁煙になります。また、未成
年者は喫煙エリアへの立ち入りが禁
止になります。詳しくは をご覧くだ
さい。
受動喫煙防止対策コールセンター
6244-7600　 6202-6967

ブロック塀等の
所有者は、高さ・
厚さが適切か、控
え壁の有無など、
掲載のチェックポイントを参考に安

全点検をお願いします。危険性が確認
された場合、速やかに付近通行者への
注意表示を行い、補修などを専門家に
相談してください。
都市計画局監察課
6208-9311　 6202-6960

「就職差別110番」

採用面接時等の差別について、相談
や関係機関の紹介などを行います。
6210-9518（土日を除く10:00～

18:00）または でお問い合わせくだ
さい。
6/30（日）まで
市民局人権啓発・相談センター
6532-7631　 6532-7640

地域就労支援センターを
ご利用ください

就職に向けた支援を必要とする方が、
適性や能力を正しく評価されて採用
されるよう、専門の就労支援コーディ
ネーターによる個別のコンサルティン
グや職業適性検査をはじめ、さまざま
な就労支援を行っています。
大阪市地域就労支援センター
0120-939-783
6567-6891

いざという時に円滑に避難するための準備 浸水被害を軽減するための準備

日ごろからの備え 情報を入手しましょう

降雨情報提供サービス
パソコンや携帯電話で大阪市の降雨状況
を見ることができます。

防災情報メール
気象・地震・津波情
報、災害時の避難
情報などをメール
で配信しています。
下記メールアドレ
スに空メールを送
信して、ご登録くだ
さい。 
touroku@osaka-bousai.net

■浸水の予想や避難情報を水害ハザードマップで
事前に確認しておきましょう

■避難場所や避難経路は実際に歩いて確認して
おきましょう

■雨水排水の妨げとなる、ますや
排水溝のごみ等を定期的に掃除
しましょう

■地下室などがある場合は、排水
設備の点検や土のう・止水板の準
備をしておきましょう

■ テレビやホーム
ページで気象・防災情
報を確認しましょう

■外への避難と2階
以上への避難のどち
らがよいかを考えて
おきましょう

■大雨時は、洗濯やお風呂の水
など、大量の排水は控えましょう

環境局環境施策課
6630-3491　 6630-3580

・冷房時の室温は
28度に
・使用電力を
抑えよう
・お出かけは公共交通機関で
・お買い物はマイバッグで

自「」いたげ上り盛をトンベイ境環「
然・生き物が好き」など、環境活動を
支援いただける方を募集しています。

毎日の生活でできること

大阪市エコボランティアを

大阪市環境月間です6月は

大阪市立小・中学校の就学援助

経済的な理由により就学が困難な児童・
生徒の保護者に、小・中学校の学校教材費
などを援助します。対象は市民税非課税
世帯、児童扶養手当を受給している世帯
など。
6/28
学校で配布する申請書に証明書類を

添えて、通学している学校へ。
学校経営管理センター
6115-7653　 6115-8170

高校生のための奨学金
（大阪市奨学費）
経済的な理由で修学が困難な方に奨学
金を支給します。対象は市内在住の市民
税非課税世帯（生活保護世帯を除く）で、
高等学校等へ通学している生徒。支給額
や申請に必要な書類など、詳しくは在学
する学校で配布する募集要項をご覧くだ
さい。
7/1
学校経営管理センター
6115-7641　 6115-8170

～就職の機会均等をめざして～

就職差別撤廃月間です6月は

市内の環境講座やイベント情報を発
信しています。TwitterなどのSNSで
も発信中。
なにわエコスタイル

「なにわエコスタイル」をチェック！
環境学習情報サイト

大阪市降雨情報

一人ひとりが
できることからはじめよう

これから熱中症に
なりやすい季節です

大阪府北部地震から1年
塀の倒壊事故を防ぐために
大阪府北部地震から1年
塀の倒壊事故を防ぐために

ブロック塀の撤去や撤去後の軽量フェ
ンスなどの設置にかかる費用の補助
を行っています。今年度まで、補助限
度額と補助率を引き上げています。
都市整備局耐震・密集市街地整備

受付窓口
6882-7053　 6882-0877

道路等に面したブロック塀の
撤去費用などを補助します
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塀の安全点検を
行いましょう

6/23～29は
男女共同参画週間です
男女共同参画の推進について理解を深
めていただくため、啓発に関する展示を
行います。
6/24（月）～28（金）
市役所1階 正面玄関ホール
市民局男女共同参画課
6208-9156　 6202-7073

熱中症は気温や湿
度が高い日に、体の
水分や塩分のバラン
スが崩れたり、体の
調整機能が正常に
働かなくなったりす
ることによって発症
します。こまめに水分を補給する、通気性
が良い服を着用する、無理な節電はせず
適度にエアコン・扇風機を使用するなど、
日ごろから注意しましょう。
健康局健康施策課
6208-9951　 6202-6967

こどもの居場所あんしん保険を
ご活用ください
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