編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

※

特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

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。

けい

子宮頸がんワクチン接種を
受けましょう
小学6年生〜高校1年
生相当の女性を対象に
無料で接種を行ってい
ますが、新たに平成9年4/2〜平成18年
4/1生まれの未接種の女性も4/1〜令
和7年3/31まで無料で接種できます。
詳しくは Iをご覧ください。
E委託医療機関
Fがん検診専用電話
G6208-8250 H6202-6967

高齢者等の肺炎球菌ワクチン
接種費用が助成されます
対象の方は4/1〜来年3/31に接種すると、
自己負担は4,300円です
（生活保護受給者
および市民税非課税世帯の方は、
接種時に
介護保険料決定通知書
（保険料段階が1〜
4段階に限る）
などの書類を持参で無料）
。
対象は4/1〜来年3/31に① 65歳、70歳、
75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳と
なる方②60歳以上65歳未満の方で、
身体
障がい者手帳1級相当
（心臓・じん臓・呼吸
器の機能やヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能障がいに限る）
の方
（①②ともに
過去に接種を受けた方は除く）
。
E委託医療機関など
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

点字版・音声版
「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）
」
の点字版・音声版をご希望の
方へお送りします。
DF 電話またはファックスで住所・氏名・
電話
（ファックス）
番号・希望するもの
（点字
版・デイジーCD版のいずれか）
を書いて、
政策企画室広報担当へ。
G6208-7251 H6227-9090

保育所保育料の
納期限がかわります
納期限がこれまでの
「保育実施月の3か月
後の5日」から、
「 保育実施月の翌々月の
26日
（土日祝の場合は直後の金融機関営
業 日 ）」になります 。2 月 分 の 納 期 限 は
4/26ですので、
ご注意ください。
こども青少年局保育企画課
F
G6208-8106 H6202-9050

市立小・中・義務教育学校の
就学援助
経済的な理由でお子さんを小・中・義務教
育学校に通わせることが難しい保護者に

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。詳しくは Iをご覧ください。
D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。
F学校運営支援センター
G6115-7653 H6115-8170

水道局
「お客さまサポートページ」
を
ご利用ください！
水道の使用開始・中止や、水道料金の口座
振替・クレジットカード決済
（継続払い）
な
どを24時間いつでも申し込めます。詳しく
は Iをご覧ください。
F水道局お客さまセンター
G6458-1132 H6458-2100

区役所業務の格付けを
実施しました
区民サービスの一層の充実に向けて、令
和3年度の各区の窓口サービスの格付け
を行いました。詳しくは Iをご覧ください。
F市民局区行政制度担当
G6208-7325 H6202-7073

都市計画原案の縦覧・公聴会等
①長原駅前地区地区計画の決定
（平野区）
②用途地域の変更
（平野区）
A縦覧と公聴会の申し込み：4/13まで
意見書の受け付け：①4/20まで
EF計画調整局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等
【新設】
（仮称）
ジョーシン新日本橋店
A縦覧と意見書の受け付け：5/16まで
E経済戦略局産業振興課または浪速区
総務課
F経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

4/1

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などでお寄せください。

第4次大阪市エイズ対策
基本指針
（改定）
A閲覧・応募期間：4/20〜5/19
EF大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

リニューアルオープン！

生活に欠かせないライフラインである下水道の
役割や仕組みについて、さまざまな展示やイベ
ントを通して無料で体験しながら学べます。皆さ
んぜひご来館ください！
（入館は16:30まで）
、水曜
（祝
A 9:30〜17:00
日の場合は翌日）
・年末年始は休館
EF下水道科学館
G6468-1156 H6468-1160

市営住宅の入居者
（11回以上落選された方向け）
対象は定期募集および親子近居等募集
（平成28年以降実施分）
の落選回数が11
回以上の方
（公営住宅・改良住宅のものに
限る）。申し込みには収入などの条件が
あります。
（月）
・20
（水）
〜22
（金）
・25
（月）
の
D 4/18
10:00〜15:00
（12:00〜13:00を除く）
に
住まい情報センターで受け付け。4/18〜
25に住情報プラザ、大阪市サービスカウ
ンター
（梅田・難波・天王寺）
などで配布す
る申込みのしおりをご覧ください。
F市営住宅募集センター募集担当
G6882-7024 H6882-7051

内在住の満12歳以上
（ただし、
全国大会の
参加資格は満13歳以上）
で、
障がい者手帳
等の交付を受けている方。競技種目や申
込方法など、詳しくは Iをご覧ください。

（土）
・8
（日）
・15
（日）
・21
（土）
・22
（日）
・
A5/7
28
（土）
・29
（日）
E長居障がい者スポーツセンターほか
F大阪市障がい者スポーツ大会事務局
G6606-1631 H6606-1638

こどもカーニバル2022

令和5年4/1採用予定 市職員
日本国籍を有しない方も受験できます。
受験資格など詳しくは Iをご覧ください。
（日）
A第1次試験日：6/19
D4/5 9:00〜4/26 12:00に原則 Iで。
試験区分

採用予定者数

［ 大学卒程度］ 245名程度
事務行政（22〜25歳）

都市建設

［主に土木］

大学卒程度
技術
（22〜29歳）

ご 意 見をお聴かせください

下 水 道 科 学 館が

30名程度

建築

30名程度

機械

5名程度

電気

5名程度

化学

数名程度

造園

10名程度

大学卒程度 社会福祉（22〜40歳） 100名程度
短大・高専卒程度
技術
（20〜21歳）

都市建設

［主に土木］

数名程度

建築

数名程度

F大阪市人事委員会
G6208-8545 H6231-4622

第22回大阪市障がい者
スポーツ大会の出場者
10月に開催される
「第22回全国障害者ス
ポーツ大会」
の大阪市代表選手の選考会を
兼ねたスポーツ大会への出場者。対象は市

子どもたちの演奏や体験コーナー・模擬店
など、
家族や友だちと楽しく遊べるイベント。
（日）
10:00〜15:00 ※雨天中止
A4/24
（小雨決行）
E大阪城公園太陽の広場、野球場
F大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302

休 館 の お 知 ら せ
中央図書館

（蔵書点検のため）
（木）
〜21
（木）
A4/14
EF中央図書館
G6539-3326 H6539-3336
24時間365日対応の
児童虐待の通告・相談は、

「児童虐待ホットライン」
（まずは一報 なにわっ子）

0120-01-7285

にお電話ください。

