編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.30㎢

06-6227-9090

人口…2,751,460人

世帯数…1,458,473世帯

令和2年9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。

利用方法など、詳しくは Iをご覧ください。
Fこども青少年局管理課
G6208-8112 H6202-6963

ごみ出しに便利 ！
スマホ用アプリ
「さんあ〜る」
を
ご利用ください

ミナミで買い物！
応援キャンペーン
休業要請・営業時間短縮要請により影響を
受けたミナミ地区の小売店舗などへの支援
を目的に、
対象店舗でキャッシュレス決済
（PayPay・楽天ペイ
（アプリ決済）
）
により商品
の購入やサービスの利用をされた方へ、
決
済金額の20%
（決済事業者1社につき、
１人
あたり3,000円分を上限）
のポイントを付与
します。
対象エリア・店舗など詳しくは Iを
ご覧ください。
（月）
〜12/31
（木）
A11/16
Fミナミで買い物！応援キャンペーンコー
ルセンター
G6654-3211 H6614-0190

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ましょう。注意
喚起や市内の大気汚染物質の測定データ
などについては、
Iでご覧いただけます。
F環境局環境管理課
G6615-7981 H6615-7949

多胎児を連れての外出を
支援します
0歳〜満2歳の双子以上の
お子さんを連れての外出を
支援するため、
タクシー利用
1回につき500円を補助す
る給付券を交付します。交付
には申請が必要で、交付枚
数は申請月によって異なります。申請方法や

11月
は

お住まいのエリアのごみ収
集日をお知らせするカレン
ダー機能や、
ごみの種類から
分別方法や出し方を調べら
れる検索機能などが利用で
きます。環境やエコに関する
お知らせも配信しています。
F環境局総務課
G6630-3121
H6630-3580

iOS版

Android版

DVや性犯罪、ストーカー行為など女性に
対する暴力は、女性の人権を著しく侵害す
るものであり、早急に対応すべき重要な課
題です。配偶者・恋人などからの暴力に悩
んでいませんか？一人で悩まず、まずは
「大阪市配偶者暴力相談支援センター」
に
相談を。メールでの相談もできます。詳し
くはIをご覧ください。
DV相談専門電話 G4305-0100
F市民局男女共同参画課
G6208-9156 H6202-7073

11/25〜12/1は
「犯罪被害者週間」
です
犯罪被害者やその家族・遺
族が、被害から立ち直るに
は、周囲の人々の理解と配
慮、協力が必要です。犯罪被 犯罪被害者等支援
シンボルマーク
害への理解を深めましょう。 「ギュっとちゃん」
重大な児童虐待
〜
〜
「ゼロ」
に向けて

笑顔と命を守るため、一人ひとりが周りの子どもに関心を持ちましょ
う。また、子育てに自信がない、
イライラして子どもにあたってしまい
そうなど、子育てに悩んでいませんか？一人で抱え込まずお住まい
の区の保健福祉センターにご相談ください。

児童虐待ホットライン
（まずは一報 なにわっ子）

「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。

11/9〜15は
「秋の火災予防運動」
期間です
【令和2年度大阪市防火標語】

児童虐待は、社会全体で解決すべき重要な問題です。子どもたちの

24時間365日対応

（水）
〜12/1
（火）
A11/25
E市役所1階正面玄関ホール
■ 犯罪被害者相談
犯罪の被害にあわれ、お困りの際は、一人
で悩まず、
まずは相談を。
犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
G6208-7489 H6202-7073
F市民局人権企画課
G6208-7619 H6202-7073

大事やで 防火の心 みんなの命

11/12〜25は
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です

児童虐待防止推進月間

■「犯罪被害者週間」
啓発パネル展

0120-01-72 85

児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン

これから火災の発生しや
すい時期となるため、火
事 の 原 因や 対 処 法を動
画アプリ
「火の用心」
で学
びましょう。詳しくはI を
ご覧ください。
F消防局予防課
G4393-6336
H4393-4580

11月は
「ノー残業デー、ワーク・ライフ・
バランス推進月間」
です
■ 定時退社を心がけ、
時間外労働の削減
に取り組みましょう。
■ 年次有給休暇の取得を促進しましょう。
F市民局雇用女性活躍推進課
G6208-7655 H6202-7073

12/1は
「世界エイズデー」
です
エイズは、HI V感染を早期に発見し治療す
ることで、発病を予防する、
または遅らせる
ことができます。無料・匿名で誰でも受けら
れるH I V検査を北・中央・淀川区役所およ
びchotCAST
（中央区）
で実施しています。
検査日時や定員など、詳しくはIをご覧く
ださい。
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

環境学習情報サイト
「なにわエコスタイル」
の
SNSをチェック！

G6208-8032

H6202-6963

①地区計画の決定 大手前地区地区計画
（中央区）
②都市再生特別地区の変更
大手前一丁目地区
（中央区）
③都市高速
鉄道の変更 北港テクノポート線
（此花区）
④生産緑地地区の変更
（東淀川区、
生野
区、
鶴見区、
住吉区、
東住吉区、
平野区）
A 縦覧と意見書の受け付け：11/6〜
11/20
EF都市計画局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

不動産公売を実施します
市税の滞納により差し押さえた不動産の
公売を府内自治体と合同で実施。詳しくは
Iをご覧ください。
（火）
10:00開場
A11/17
E大阪府咲洲庁舎41階
F財政局収税課
G6208-7781 H6202-6953

ご意見をお聴かせください
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）
、I などでご覧いた
だけます。ご意見は、
送付・ファックス・J・
持参でお寄せください。

「なにわエコスタイル」で
は、普段の生活に役立つ
情報や市内の環境講座・
イベント情報をTwitterな
どのSNSでも発信してい
ます。ぜひご登録ください。

「大阪市地域防災計画」
（改訂）
A閲覧・応募期間：11/16〜12/15
EF危機管理室危機管理課
G6208-7385 H6202-3776

配布します
（なくなり次第終了）
。詳しくは Iをご覧ください。

Fこども青少年局こども家庭課

①第1回②第2回は大阪観光局理事
長の溝畑宏氏による
「アフターコロナ
の大阪の観光」
をテーマとした講演。
定員各100人
（先着順）
。
①11/20
（金）
14:30〜16:30
A
②12/17
（木）
14:30〜16:30
（浪速区）
E①府立大学I -siteなんば
②大阪府咲洲庁舎
C①11/13 ②12/10
セミナー
DFIまたはファックスに、
名と参加する回・参加者の住所・氏名・
電話番号を書いて、IR 推進局企画課
へ。参加にあたって配慮が必要な方
は、事前にお知らせください。
G6210-9236 H6210-9238

都市計画案の縦覧等

市内協力書店において、セレッソ大阪とコラボした選手の写真入りしおりを

児童虐待防止PR動画はこちら

「知る、分かる、考える、
統合型リゾート
（IR）
セミナー」
（第1・2回）

「大阪市再犯防止推進計画」
【新規】
I nstagram

Facebook

F環境局環境施策課
G6630-3491 H6630-3580

Twitter

A閲覧・応募期間：11/5〜12/4
EF市民局区政支援室地域安全担当
G6208-7372 H6202-7555

