
令和4年度第1回地域福祉推進会議を9月30日（金）に開催しました。
「大正区地域福祉ビジョン」の中間見直しについて
区役所が所管する協議体の令和5年度の事業計画について

議
題

3区広報紙「こんにちは大正」は毎月39,000部を発行し、1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約33.9円です。そのうち約3.02円を広告収入で賄っています。
広告掲載に関する問合せ…区役所 総務課（庶務） ☎4394-9625 FAX6553-1981 （大正区ホームページからも詳細についてご覧いただけます）

広告募集中

大正区のイベントニュース

大正区地域福祉推進会議を
開催しました

新たに「気にかける」という文言が出てくるが、もともと気にかける・
つながる・支えあう地域づくりという目標があっての「気にかけ
る」なので、その基本のコンセプトの説明を表現したほうが、
誤解なく伝わると思う。

今回の地域福祉推進会議では、中間見直しを行う「大正区地域福祉ビジョ
ン」の改訂内容と区役所が所管する協議体の事業計画の内容について、委
員の皆さまにご議論いただくとともに、ご意見を賜りました。

委員の皆さまからの主なご意見と回答

問合せ  福祉 3階35番 ☎4394-9857

気にかける地域づくりについては、大阪市地域福祉基本計画に
示されている内容を参考に説明を加えるなど、会議において
委員の皆さまからいただいたご意見も考慮し、大正区地域福祉
ビジョンの中間見直しを進めます。

区
役
所

社会の様々な分野において、顕著な功績を挙げられ表彰を受けられた大正区民の皆さんをご紹介します。

青少年育成功労者等表彰
大正区子ども会育成連合協議会

・港税務署長賞

・大正区長賞

・公益社団法人 港納税協会長賞

大正東中学校

大正北中学校

大正中央中学校

和田 圭悟様

知名 美咲様

宮本 朱莉様

令和4年度

（木工芸作家 大阪府指定無形文化財「木工芸」保持者）
旭日双光章
きょくじつそうこうしょう

瑞宝単光章
ずいほうたんこうしょう

秋の叙勲・税についての作文について  問合せ  庶務 5階50番 ☎4394-9972
青少年育成功労者等表彰について　   問合せ  地域協働 4階40番 ☎4394-9743

小雜賀 陽子様
こざいか ようこ

藤嵜 一正様
ふじさき かずまさ

おめでとうございます

クリスマスゴスペルLIVE

タグボート大正のイベント

タグボートのクリスマスパーティー

日時   12月25日（日）12:00～14:00
予約方法   Instagramからダイレクトメッ
セージ、又は☎6556-6979で受付

日時   12月24日（土）12:00～22:00

「税についての作文」について受賞者が発表されました。表彰を受けられた7名の皆さんをご紹介し
ます。この事業は、税を正しく理解し、考える機会を持つための租税教育推進活動として港税務署
等が実施しているものです。

中学生の税についての作文 受賞者

『安全・安心で、こどもの未来が輝き、愛着をもって住
み続けられる、持続可能なまち』をめざして、大正区で
実施する事業をふるさと寄附金で応援してください。
いただいたご寄附は、大正区の
まちづくりに活用いたします。
●ご寄附の活用先

問合せ  庶務 5階50番 ☎4394-9625

ふるさと寄附金で『大正区』を
応援してください

区

安全・安心な
まちづくり

にぎわいと魅力
あふれるまちづくり

こどもの未来が輝く
まちづくり

【新設】
区民レクレーションに

関する事業

子育て・教育・青少年健全育成の施策及び事業に
ついて、幅広くご意見をいただくための会議です。
日時  12月6日（火）19:00～20:30
場所  大正区民ホール（区役所4階）
議題  こどもの居場所づくりについて
報告事項  ヤングケアラーについて
※傍聴希望の方は、18:30から会場前にて先着順で
受け付けます。
※これまで開催された総合教育会議の会議録・会議
資料や会議メンバー名簿は
区ホームページでご覧いただけます。

問合せ  教育 3階34番 ☎4394-9982

令和４年度第２回
大正区総合教育会議を開催します

子育て・教育

区

令和４年度第３回
大正区区政会議を開催します

区政運営や区において実施する事務事業につい
て、広くご意見や評価をいただくための会議です。
日時  12月16日（金） 18:30～20:30
場所  大正区民ホール（区役所4階）
議題  
●大正区将来ビジョン2025（素案）について
●令和5年度大正区運営方針（素案）について
※傍聴希望の方は、18:00から会場前にて先着順
で受け付けます。
※これまで開催された区政会議の会議録・会議資
料や委員名簿は区ホームページで
ご覧いただけます。

問合せ  庶務 5階50番 ☎4394-9975

区 防衛省自衛隊採用説明会のご案内年末年始のごみ収集日程のお知らせ

令和4年12月26日（月）～令和5年1月10日（火）の
間については、普段よりごみの量が増えるため、収
集時間帯が通常と変更となります。「収集日の朝8
時30分まで」に必ずごみを出していただきますよう
お願いします。なお、1月1日（日）～3日（火）のごみ
収集はお休みさせていただきます。
年末年始のごみの収集日（収集曜日地域別）

※「普通ごみ」と「資源ごみ」「古紙・衣類」「容器包
装プラスチック」の収集日が同じになる場合は、少
し離してお出しください。
粗大ごみ収集の申込受付

●インターネット受付 24時間365日対応
●電話受付 月～土曜日9:00～17:00（祝日も可）
※12月29日（木）～1月3日(火)を除く
❶固定電話の場合 ☎0120-79-0053（無料）
❷携帯電話の場合 ☎0570-07-0053（有料）

問合せ  環境局 西部環境事業センター
☎6552-0901 FAX 6552-1130

普段の
収集曜日(地域)

年末最終の
収集日（12月）

年始最初の
収集日（1月）

月・木曜日の地域

火・金曜日の地域

水・土曜日の地域

月曜日の地域

火曜日の地域

水曜日の地域

木曜日の地域

金曜日の地域

土曜日の地域

29日(木)

30日(金)

31日(土)

26日(月)

27日(火)

28日(水)

29日(木)

30日(金)

31日(土)

5日 (木 )

6日 (金 )

4日 (水 )

9日 (月 )

10日(火)

4日 (水 )

5日 (木 )

6日 (金 )

7日 (土 )

普通ごみ

資源ごみ・
古紙・衣類・
容器包装
プラスチック

委
員

これまで開催された地域福祉
推進会議の会議録や会議資料
はホームページでご覧いただけ
ます。

地域福祉ビジョンVer.2.0及
び概要版も区ホームページ
でご覧いただけます。

文化財保護功労

（現 大阪府済生会泉尾病院副院長兼看護部長）
鵜瀬 智美様
うせ ともみ

看護業務功労

わだ けいご

ちな みさき

みやもと あかり

ふじおか

はやし ここな
大正東中学校

大正中央中学校

大正西中学校

大正北中学校

藤岡 さやか様

林 心菜様

中田 玲杏様

光眞坊 麗香様

令和４年秋の叙勲

・港納税貯蓄組合連合会長賞

なかた れあ

こうしんぼう れいか

受付時間  9:00～17:00（土日も対応します）
会場  〒542-0012 大阪市中央区谷町9-4-5
新谷九ビル3階 防衛省自衛隊谷九募集案内所
募集種目  防衛大学校、防衛医科大学校（医学科・
看護学科）、航空学生、一般曹候補生、自衛官候補
生、高等工科学校、予備自衛官（技能・一般）
申込み  資料請求、説明会への参加
希望等、詳細はホームページ参照。
受付番号  265
問合せ  防衛省自衛隊 谷九募集案内所
〒542-0012 大阪市中央区谷町9-4-5
新谷九ビル3階 ☎6762-4075 
☎070-6589-0248【担当 橋本】 

はしもと

※無料エリアと有料エリアがございます。
※事前予約制




