編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.33㎢

人口…2,753,149人

世帯数…1,499,148世帯

令和4年6月1日現在（推計）

学びを支える教育環境の充実
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。
●

タイムリーな情報も
続々配信中！

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。

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。

しくはホームページをご覧ください。
FOsaka Metro・シティバス案内コール
G6582-1400 H6585-6466

台風に伴うごみ収集の
中止について

ウクライナ支援募金に
ご協力をお願いします

平均風速30メートル以上の暴風が予測
される場合、
ごみ収集を中止することが
あります。中止の場合は当日朝6時頃に
「さんあ〜る」
などで
Iやごみ分別アプリ
お知らせしますので、次回の収集日を
ご利用ください。
F環境局事業管理課
G6630-3226 H6630-3581

大阪市民を頼ってウクライナから市内に
避難された方々の当面の生活資金等を
支援するため、ふるさと寄附金
（ふるさと
納税）
を活用した
「大阪市ウクライナ支援
募金」
を受け付けています。寄附方法な
ど詳しくは Iをご覧ください。
F経済戦略局国際担当
G6615-3757 H6614-0150

夏の省エネ・節電へのご協力を！

都市計画原案の縦覧・公聴会等

全国的に夏の電力需給が厳しい見通し
です。熱中症予防など日常生活や社会経
済活動に無理のない範囲で、省エネや節
電にご協力をお願いします。特に、電力
需給の厳しい17:00〜20:00での節電
をお願いします。
F環境局環境施策課
G6630-3482 H6630-3580

①茶屋町地区地区計画の変更
（北区）
②
茶屋町B-2・B-3地区第一種市街地再開
発事業の決定
（北区）
③矢田南部地区地
区計画の決定
（東住吉区）
④用途地域の
変更
（東住吉区）
A 縦覧と公聴会の申し込み：8/10まで
意見書の受け付け：①③8/17まで
EF 計画調整局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

「大阪市パートナーシップ
宣誓証明制度」
から
「ファミリーシップ制度」
へ

熱中症を防ぐために適宜マスクをはずしましょう！

北方領土パネル展

8/15
（月）
、Osaka Metroは土曜・休日
ダイヤ、いまざとライナーおよび大阪シ
ティバスは土曜ダイヤで運行します。詳

北方領土
（歯舞群島、
色丹島、
国後島、
択捉
とう
島）
は、我が国固有の領土です。
しかし、
いまだにロシアによる不法占拠が続いて

はぼまいぐんとう しこたんとう くなしりとう えとろふ

第11回 大阪 880万人訓練

（金）13:33 大阪府全域 13:35 大阪市全域
A9/2
● 防災行政無線
（屋外スピーカー）発信

（金）13:20 880万人訓練開始案内
A9/2
13:30 緊急地震速報の訓練放送
13:35 大津波警報の訓練放送
防災行政無線の放送内容は、
防災行政無線テレホンサービス
（G6210-3899）
でも確認できます。
F危機管理室危機管理課

G6208-7388 H6202-3776

日常生活で予防しましょう！
● 涼しい服装、
日傘や帽子で暑さを避けましょう
● のどが渇く前に、
こまめに水分・塩分を補給しましょう
● 少しでも体調が悪くなったら、
涼しい室内や日陰に

● 日ごろから暑さに備えた体づくりと体調管理をしましょう
F健康局健康施策課 G6208-9951
います。早期返還の実現に向け、皆さん
に認識と理解を深めていただくため、パ
ネル展を開催します。
（水）
まで
A 8/31
E市役所1階 市民ロビー
F総務局総務課
G6208-7412 H6229-1260

H6202-6967

市職員
合格者は来年4/1採用予定。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：9/25
D8/3 9:00〜8/19 12:00に原則 Iで。
試験区分

Osaka Metro・大阪シティバス
お盆期間中のダイヤについて

● 緊急速報メール・エリアメールの発信

確保でき、会話をほとんど行わない場合は、適宜マスクをはずしましょう

● 換気後はエアコンの温度をこまめに再設定しましょう

大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線
事後調査報告書
A 縦覧：8/31まで
EF環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

災害が起こったときに、
一人ひとりがさまざまな情報源
から必要な情報を認識し、行動できるようにするため、
大阪府全域で一斉防災訓練を実施します。

● 屋外での通勤・通学や散歩、
ランニングを行う場合や、屋内で人との距離が

入りましょう

環境影響評価図書の縦覧

LGBTなどの性的マイノリティの方を対
象とした
「大阪市パートナーシップ宣誓
証明制度」
を、
パートナーシップ宣誓者の
子ども等も含めた「ファミリーシップ制
度」
へ拡大します。詳しくは Iをご覧くだ
さい。
F人権啓発・相談センター
G6532-7631 H6532-7640

熱中症 にご 注意ください！

事務行政
（18〜21歳）
［高校卒程度］ 35名程度
都市建設［主に土木］ 数名程度
技術

市営住宅の入居者

［高校卒程度］

定期募集などで応募者が募集戸数に達
しなかった公営住宅などの入居者を随時
募集中。8/24には募集住宅を追加。ただ
し、申し込みには収入などの条件があり
ます。詳しくは、8/17から Iまたは、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

令和5年度
対象

採用予定者数

消防吏員Ｂ

（18〜21歳）
［高校卒程度］

建築

数名程度

機械

数名程度

電気

数名程度

（男）
Ⅰ

35名程度

（女）
Ⅰ

数名程度

司書
［高校卒程度］
学校事務

5名程度
20名程度

事務職員 障がい者対象［高校卒程度］ 15名程度

F大阪市人事委員会
G6208-8545 H6231-4622

小中一貫校の学校説明会等を開催

市内在住で、
来年度小学1年生、
中学1年生になる児童とその保護者
学校公開

学校名

学校説明会

※保護者のみ

①やたなか小中一貫校

9/ 8（木）
10:00〜12:30
9/ 9（金）
14:00〜16:30

9/10
（土）

授業公開 8 :45〜10:25
学校説明会10:45〜11:15

②小中一貫校 むくのき学園

9/ 5（月）
13:30〜15:15
9/ 9（金）
10:35〜12:35

9/10
（土）

授業公開 8 :45〜10:35
学校説明会11:00〜11:30

③いまみや小中一貫校

9/ 8（木）9 :45〜11:35
9/ 9（金）
13:55〜16:50

9/10
（土）

授業公開 9 :40〜11:20
学校説明会11:30〜12:15

④咲洲みなみ小中一貫校

9/ 7（水）9 :00〜12:40
9/ 8（木）
14:00〜17:00

9/10
（土）

授業公開 8 :55〜12:00
学校説明会11:00〜12:00

⑤日本橋小中一貫校

8/31
（水）9 :45〜11:35
9/ 1（木）
13:35〜15:25

9/ 1
（木）

授業公開 13:35〜15:25
学校説明会15:30〜16:00

（矢田小学校・矢田南中学校）
（啓発小学校・中島中学校）
（新今宮小学校・今宮中学校）

（南港みなみ小学校・南港南中学校）
（浪速小学校・日本橋中学校）

F教育委員会学事課 G6208-9114

H6202-7052

