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
6月は

就 職 差 別 撤 廃 月 間 です
〜就職の機会均等をめざして〜

「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。
G6210-9518（土日を除く10:00〜
18:00）
または Jでお問い合わせくだ
さい。
（火）
まで
A6/30
F市民局人権啓発・相談センター
G6532-7631 H6532-7640

フィランソロピーを進めます
フィランソロピーとは、社会貢献活動の総
称です。都市発展の歴史において民の力が
大きな役割を果たしてきた大阪は、
「フィラ
ンソロピーにおける国際的な拠点都市」
を
めざしています。平成30年に官民で設立し
た
「民都・大阪」
フィランソロピー会議で、
フィランソロピーを通じた
「民都・大阪」
の実
現に向けた議論・検討を行っています。
F副首都推進局企画担当
G6208-8862 H6202-9355

市環境

阪
6月は 大

月間

一人ひとりが
できることからはじめよう

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。
F大阪市地域就労支援センター
0120-939-783 H6567-6891

6/23〜29は
男女共同参画週間です
男性と女性が、それぞれの個性と能力を発
揮できる
「男女共同参画社会」
を実現する
ために、市民のみなさん一人ひとりの取り
組みが重要であることから、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
の啓発情報を IやSNSなどで発信します。
F市民局男女共同参画課
G6208-9156 H6202-7073

毎日の生活でできること
・冷房時の室温は28度程度に
・見ていないテレビは消そう
・省エネ効果の高い照明を使おう
・食事は食べきり食品ロスを減らそう
・お買い物はマイバッグで

大阪市エコボランティアを募集中
「環境イベントを盛り上げたい」
「自然・
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。

環境学習情報サイト
「なにわエコスタイル」
をチェック！
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
F環境局環境施策課
G6630-3491 H6630-3580

大雨 に備えましょう
まし

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
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
の転換や経営の透明性の確保などの株主
提案議案を提出しました。6/25に開催予
定の株主総会では、京都市や神戸市とも連
携し、経営方針の転換を求めます。
F環境局環境施策課
G6630-3483 H6630-3580

水害のおそれがあるときの
避難情報の発令対象区域を
見直しました

D 市役所・区役所・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
パンフレットをご覧ください。
F環境局事業管理課
G6630-3135 H6630-3580

6月は食育月間です

〜野菜を食べよう〜

健康寿命を延ばし生活習慣病のリスク
を低下させるには、食生活の改善と積
極的に野菜を食べることが重要です。

【 お店やメニューを上手に選ぼう！】

大雨などにより、
対象河川の水位が高くなっ
た場合や堤防が決壊した場合などに、
警戒レ
ベルを用いた避難情報を発令します。対象
区域など詳しくはIをご覧ください。
F危機管理室危機管理課
G6208-7385 H6202-3776

環境影響評価に関する
事後調査計画書の縦覧
大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線に
係る事後調査計画書
A6/12〜7/13
EF環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

「やさいTABE店事業」
の
登録店舗を募集しています
①やさいたっぷり
TABE店
（1人前野
菜120g以上食べ
られる飲食店等）
②やさい朝TABE
店（モーニング 時 間 帯に1 人 前 野 菜
100g以上食べられる飲食店等）
③やさいTABE弁
（1人前野菜120g以
上食べられる弁当等）
など。
登録方法など詳しくは Iをご覧ください。
F健康局健康づくり課
G6208-9961 H6202-6967

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

市設瓜破霊園内合葬式墓地・
泉南メモリアルパーク霊地の使用者
A募集期間：合葬式墓地 来年3/10まで
泉南メモリアルパーク 来年3/7まで

にお電話ください。

児童虐待防止PR動画は
こちら

これから 熱中症 になりやすい季節です

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。

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ることによって発症します。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。

日ごろからの備え

熱中症は予防できます

いざという時に円滑に避難するための準備

補 給 し よう

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

温度に

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

■

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

※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。

G6615-7597 H6615-7690
情報を入手しましょう

降雨情報提供サービス

防災情報メール

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。

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。

F建設局施設管理課

気 を 配 ろう

暑さに敏感になりましょう。体で感じる暑さ
と実際の気温は異なることがあります。

■

■

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

大阪市降雨情報

熱中症予防には水分補給が肝心です。
のどの 渇きを感じなくても、こまめに水
分を補給しましょう。

■

■
■

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

F建設局調整課

水 分を

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

■

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

浸水被害を軽減するための準備

Jtouroku@osaka-bousai.net
G6615-6484 H6615-6583

休 息を
とろう

栄 養を
とろう

家 族に
気 を 配 ろう
F健康局健康施策課

夏に頑張りすぎは禁物です。疲れていると
きは熱中症にかかりやすいので、休息をと
るようにしましょう。
きちんと食事をとることも熱中症予防にな
ります。
体力がないお年寄りや子どもは、熱中症に
かかりやすいので、家族などが気を配る
ようにしましょう。
G6208-9951 H6202-6967

