編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.30㎢

06-6227-9090

人口…2,751,495人

世帯数…1,455,632世帯

令和2年6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。

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、
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。

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。
●

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。

台風に伴う
ごみ収集の中止について

ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響により子育てに対する負担の増加や収入の減少が

台風の接近により大きな被害を受ける可

「特別定額給付金」
の申請は

生じているひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。また、8月下旬に

能性が高まると、
ごみ収集を中止する場合
があります。中止の場合は当日朝6時頃に

8/25
（火）
までです
（消印有効）

給付金申請に関する集中相談会を開催します。詳しくはIをご覧ください。

「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

申請がまだの方は、申請書に必要事項

を記入のうえ、必要書類を添えて返信
用封筒で送付してください。申請書が

基本給付

用ください。
F環境局事業管理課

お手元にない場合は、
お住まいの区の区

申請は不要

G6630-3226 H6630-3581

役所へお問い合わせください。

F大阪市特別定額給付金事務局
G0570-000238 H0570-550362
（受付時間：9:00〜17:30
（土日祝含む）
）

申請が必要

日本脳炎ワクチンの
予防接種はお済みですか？

Osaka Metro・大阪シティバス
お盆期間中のダイヤについて

平成17〜21年度に接種の積極的勧奨が

差し控えられていたことにより接種できな
かった平成19年4/1までに生まれた方は、
20歳未満の間に特例として無料で接種で
きます。特に18歳以上の方は接種期限が
迫っていますので、なるべく早い時期に接
種しましょう。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

消毒用アルコールの
取り扱いにご注意ください

1世帯5万円
対象者

①今年６月分の児童扶養手当が支給される方

支給時期

7月末
（認定保留中などで、
さかのぼって支給される方は随時）

②公的年金等を受給しており、今年６月分の児童扶養手
当の支給が全部停止される方
（手当の申請をしていれば
今年６月分の手当の支給が全部または一部停止された
対象者 と推定される方も含む）
③児童扶養手当の支給要件に該当し、感染症の影響を
受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給
者と同じ水準となっている方
受付期間

追加給付

8/13
（木）
・14
（金）
、
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
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

申請が必要

第2子以降1人につき3万円

8月中旬〜来年2月末

1世帯5万円
対象者

基本給付 の対象者①または②に該当する方のうち感染
症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方

受付期間

8月中旬〜来年2月末

F大阪市ひとり親世帯臨時特別給付金担当

G6208-8289

北方領土パネル展

市営住宅の入居者

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等

H6202-6963

【新設】
①
（仮称）
スーパーマルハチ新大阪
店
（淀川区）
②
（仮称）
ニトリ放出店
（城東区）

新型コロナウイルス感 染症の予防対策
で、消毒用アルコールを使用する機会が
増えています。火気の近くでの使用や密
閉した室内での多量の噴霧を避けるなど、
取り扱いに注意してください。
F消防局規制課
G4393-6252 H4393-4580

A縦覧と意見書の受け付け：11/17まで
E 経済戦略局産業振興課または①淀川区
政策企画課②城東区総務課
F経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

都市計画案の縦覧等
大阪都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針の変更
（大阪市全域）
A縦覧と意見書の受け付け：8/14まで
EF都市計画局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

はぼまいぐんとう しこたんとう くなしりとう えとろふ

北方領土
（歯舞群島、色丹島、国後島、択捉
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い

とう

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。
（月）
〜31
（月）
A8/3
E市役所1階 正面玄関ホール
F総務局総務課
G6208-7412 H6229-1260

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。8/20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、8/13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大阪市住まい公社募集担当
G6882-7024 H6882-7021

令和3年度 小中一貫校・中高一貫教育校の学校説明会等を開催
小中一貫校
募集対象

水都国際中学校・高等学校

市内在住で、来年度小学1年生、
中学1年生になる児童

①やたなか小中一貫校

9/ 3（木）
10:00〜12:30
9/ 4（金）
14:00〜16:30

授業公開
8:45〜10:25
9/5
（土）
学校説明会10:45〜11:45

②小中一貫校 むくのき学園

9/ 3（木）
13:30〜15:15
9/ 4（金）
10:25〜12:35

9/5
（土）

授業公開
8:45〜10:35
学校説明会11:00〜12:00

③いまみや小中一貫校

9/10（木）9 :45〜11:35
9/11（金）
13:30〜16:50

9/12
（土）

授業公開
8:45〜10:35
学校説明会11:00〜12:00

④咲洲みなみ小中一貫校

9/ 9（水）14:00〜17:00
9/10
（木）9 :00〜12:40

9/12
（土）

授業公開
9:00〜12:30
学校説明会11:30〜12:30

⑤日本橋小中一貫校

9/ 2（水）9 :45〜11:35
9/ 3（木）
13:35〜15:25

9/5
（土）

授業公開
8:45〜10:35
学校説明会10:45〜11:45

（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

中学校オープンスクール
市内在住の①③小学6年生と保
護者②小学1〜5年生と保護者

（土）①9:00〜②11:30〜
A8/29
③14:30〜
E 水都国際中学校・高等学校（西
学舎）
D8/20 16：00までにホームペー
ジで。

高等学校オープンスクール
対象

学校説明会
対象 保護者、
児童
（保護者同伴）

対象

学校公開
対象 保護者のみ

学校名

府内在住の①③中学3年生と保
護者②中学1・2年生と保護者

（土）①9:00〜②11:30〜
A9/12
③14:30〜
E 水都国際中学校・高等学校（西
学舎）
D 8/4 12：30 〜 9/3 16：00に
ホームページで。

F水都国際中学校・高等学校
（中学校）
・7662-9601
（高等学校） H7662-9602
G7662-9600

