編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.32㎢

人口…2,754,526人

世帯数…1,472,768世帯

令和3年5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

※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。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ ※この記事は6月11日現在のもので、変更となる場合があります。
申請必要

低所得の子育て世帯へ「特別給付金」
を支給しています

感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、対象児童一人
につき5万円を支給しています。対象者や申請方法など詳しくは Iをご覧ください。

Fこども青少年局子育て世帯生活支援給付金担当
申請必要

G6535-9080

H6535-0980

営業時間短縮要請等にご協力いただいた事業者へ協力金を支給します

各種協力金の申請要件や受付期間など、詳しくは Iをご覧ください。

その他の支援など、
詳しくは
「新型コロナ
ウイルス感染症対策
支援情報サイト」を
ご覧ください。

協力金について
詳しくはこちら

F大阪市営業時間短縮協力金コールセンター

G6655-0711 または6654-3553 または6655-0820

合同公売を実施します

新しい水害ハザードマップを
各世帯へ配布します
大雨や津波に備
えて、皆さんに
知っておいてい
ただきたいこと
や、河川氾濫や内水氾濫、高潮および
津波により浸水が想定されている区域
と浸水深を示した地図などを掲載した
「水害ハザードマップ」
を改訂しました。
各世帯へ7月中旬から8月末までに順
次配布しますので、
ご活用ください。
F危機管理室危機管理課
G6208-7384 H6202-3776

8月下旬から此花大橋の
歩道が利用できません
2025年大阪・関西万博に向け、舞洲との
連絡橋である此花大橋の歩道を一時撤
去し、6車線に拡幅する工事を行います。
工事時期および迂回ルートや代替手段な
ど、詳しくは Iをご覧ください。
F大阪港湾局計画課
G6615-7784 H6615-7719

府市の一体的な
行政運営を進めています
大 阪 の 成 長・発 展について協議する
副首都推進本部（大阪府市）会議での
合 意とそ の 後 の 府・市 両 議 会 の 議 決
を経て、大阪の成長戦略等の策定お
よび広域的で成長の重要な基盤とな
る都市計画決定事務を府に委託する
とともに、大阪都市計画局と万博推進
局を共同設置することになりました。
今後も府市の一体的な行政運営を推
進し、
「 副首都・大阪」
をめざします。
F副首都推進局広域行政調整担当
G6208-8859 H6202-9355

市税の滞納により各市税事務所等が差し
押さえた不動産等の合同公売。
（火）
10:10開場
A8/3
E 弁天町市税事務所（大 阪 ベ イタワ ー
アトリウム３階 ）
F 財政局収税課
G6208-7781 H6202-6953

市税の納付にキャッシュレス決済
が利用できます
スマートフォンなどをお持ちの方は、コン
ビニ収納用バーコードが印刷された市税
の納付書があれば、キャッシュレス決済ア
プリ
（PayPay・L I NE Pay 請求書支払い・
au PAY・ゆうちょPay・楽天銀行アプリ・
PayB）を使って、いつでもどこでも納付
ができます。また、専用サイトからのクレ
ジットカード納付もできます。詳しくは I
をご覧ください。
F 財政局収税課
G 6208-7783 H 6202-6953

特定医療費
（指定難病）
受給者証の更新
医療費助成を継続して受けるには、12/28
までにお住まいの区の保健福祉センター
に更新申請書類を提出する必要がありま
す。対象者には申請書を同封した案内をお
送りしますので、8月上旬までに届かない
場合はご連絡ください。
F大阪市保健所管理課
G6647-0923 H6647-0803

大阪打ち水大作戦2021
ヒートアイランド現象
を和らげるため、
9月に
かけて市 内 各 所で打
ち水に取り組みます。
打ち水に取り組む団体
で、打ち水用品の貸し出しを希望する方は
Iからお申し込みください。
F 環境局環境施策課
G6630-3264 H6630-3580

環境影響評価図書の縦覧
北港テクノポート線建設事業事後調査報告書
A縦覧：7/30まで
EF 環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

（消印有効）
C7/31
｢高齢者
DF 送付またはファックス・Jで、
施策について｣をテーマにした作文
（800字
程度）
と、
別紙に住所・氏名・電話番号・生年月
日・応募動機・これまでの取り組みを書い
て、K 福祉局高齢福祉課｢高齢者福祉専門
分科会｣委員募集係へ。
G6208-8026 H6202-6964

大阪市社会福祉審議会
地域福祉専門分科会の市民委員
市営住宅の入居者
公営住宅、中堅所得者層向け住宅
「市営す
まいりんぐ」等の入居者。申し込みには収
入などの条件があります。
（送付の場合は消印有効）
C7/14
7/1から
D
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）
、区役所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

環境審議会委員
環境基本計画の進行管理など、各種施策
についての調査・審議を行う市民委員。対
象は市内在住の方。定員2人。任期は11月
から2年間。
（消印有効）
C7/31
D 詳しくは区役所、大阪市サービスカウン
ター
（梅田・難波・天王寺）
などで配布（ Iに
も掲載）
する応募用紙をご覧ください。
F環境局環境施策課
G6630-3482 H6630-3580

大阪市社会福祉審議会
高齢者福祉専門分科会の市民委員
高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと豊
かに暮らせる社会づくりに向けた計画の策
定などを審議する市民委員。対象は7/1現
在、市内在住で市職員・他の審議会の委員
等でない①65歳以上②40歳〜64歳の
方。定員各2人。任期は12月から3年間。

誰もが自分らしく安心して暮らし続けられ
る地域づくりに向けた計画の策定などを審
議する市民委員。対象は7/1現在、市内在
住で市職員・他の審議会の委員等でない
方。定員2人。任期は12月から3年間。
（消印有効）
C7/31
｢地域福
DF 送付またはファックス・J で、
祉を推進するために｣をテーマにした作文
（800字程度）
と、別紙に住所・氏名・電話番
号・生年月日・応募動機・これまでの取り組み
を書いて、K 福祉局地域福祉課｢地域福祉
専門分科会｣委員募集係へ。
G6208-7970 H6202-0990

第40回
大阪都市景観建築賞の推薦
周辺景観の向上に資し、かつ景観上優れ
た建物やまちなみを推薦していただき、特
に優れたものを表彰する
「大阪都市景観
建築賞
（愛称 大阪まちなみ賞）
」
。
7/31
C
D ホームページまたは市役所・区役所・大
阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王
寺）
などで配布する推薦ハガキ付きリーフ
レットに必要事項を書いて、大阪都市景観
建築賞運営委員会へ。
F都市計画局都市計画課
G6208-7887 H6231-3751

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。

