編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.32㎢

06-6227-9090

人口…2,754,440人

世帯数…1,479,084世帯

令和3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、
I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

※L I NEの利用にはアプリの
ダウンロードが必要です。
Facebook

L INE

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。最新の情報はホームページなどでご確認ください。

PM2.5
（微小粒子状物質）
に
ご注意ください
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
（令和3・4年
度保存版）
」
を各区版で発行しました。ご希
望の方には、お住まいの区の区役所で配
布します。また、I からデジタルブックで
もご覧いただけます。
F政策企画室広報担当
G6208-7251 H6227-9090

ご回答は11月中に
令和3年度近畿圏パーソントリップ
調査にご協力ください
交通対策や防災計画など、近畿圏の安全
で快適なまちづくりを検討する基礎資料
を得るため、調査を実施しています。調査
票が届いた世帯の方は、11月中のご回答
にご協力をお願いします。
F計画調整局交通政策課
G6208-7846 H6231-3751

ノロウイルスによる
感染性胃腸炎にご注意ください
ノロウイルスによ
る感染性胃腸炎は
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）
では集団感染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。
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

11月
は

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

11/12〜25は
「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です
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

11/8は「いい歯の日」です
成人の約7割が歯周
病にかかっていると
されており、年 齢 が
上がるにつれ、その
割 合は増 加します。
かかりつけ歯科医を
持ち、定期的な受診や家庭での口腔ケア
を行うことで、健康な歯を維持しましょう。
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳の方を対象に、500円で受けられる
歯周病検診を実施しています。詳しくは I
をご覧ください。
F健康局健康づくり課
G6208-9961 H6202-6967

児童虐待防止推進月間

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
犯罪被害者等支援
す。犯罪被害への理解を シンボルマーク
「ギュっとちゃん」
深めましょう。
■「犯罪被害者週間」
啓発パネル展
（水）
〜12/1
（水）
A11/24
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

11/ 9 〜 15は
「秋の火災予防運動」期間です
人と人 つなぐ命は 防火から
【令和3年度大阪市防火標語】

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やSNSをご覧ください。
F消防局予防課
G4393-6332 H4393-4580

福 祉を支 えて い ただ
いている介 護 従 事 者
の 方 々に敬 意と感 謝
の 気 持 ち を 表し、
11/11の介護の日に
大 阪 城 天 守 閣や市 役

〜 重大な児童虐待
「ゼロ」
に向けて 〜

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
A11/16
E大阪府咲洲庁舎41階
F財政局収税課
G6208-7781 H6202-6953

A閲覧・応募期間：11/4 〜12/3
EF市民局地域安全担当
G6208-7317 H6202-7555

「大阪市地域防災計画」
（修正）

児童虐待ホットライン

A閲覧・応募期間：11/19〜12/17
EF危機管理室危機管理課
G6208-8841 H6202-3776

（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7 285

「第4次大阪市子ども読書活動
推進計画」
（素案）

児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン
児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン
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。
H6202-6963

【新設】
（仮称）
ケーズデンキ東住吉中野店
（東住吉区）
A縦覧と意見書の受け付け：12/6まで
E 経済戦略局産業振興課または東住吉
区区民企画課
F経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

「第11次大阪市交通安全計画」
（素案）

お住まいの区の保健福祉センターにご相談ください。

G6208-8032

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

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。

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

Fこども青少年局こども家庭課

生産緑地地区の変更
（東淀川区、住吉区、
東住吉区、平野区）
A縦覧と意見書の受け付け：11/11まで
EF計画調整局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

ご意見をお聴かせください

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

「虐待かな？」
と思ったら、すぐに相談・通告を。

都市計画案の縦覧等

11月11日は
「介護の日」
です

児童虐待は、社会全体で解決すべき重要な問題です。子どもたちの笑顔と命を守るため、

24時間365日対応

所本庁舎を青色にライトアップします。
介護を身近なものとして捉え、私たち一
人ひとりの理解と認識を深めましょう。
F福祉局地域福祉課
G6208-7954 H6202-0990

しおりイメージ

A閲覧・応募期間：11/30〜来年1/7
EF 教育委員会中央図書館利用サー
ビス担当
G6539-3326 H6539-3336

