編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.30㎢

06-6227-9090

人口…2,750,812人

世帯数…1,459,190世帯

令和2年11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、
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。

中央公会堂周辺地域の拡大）
を
「路上喫煙

禁止地区」
に指定します。
「路上喫煙禁止地
区」
で喫煙した場合、1,000円の過料が徴
収されます。喫煙マナーを守り、周囲の迷
惑にならないよう気をつけましょう。

長堀橋

道頓堀川

堺筋

設などで配布している手続きの案内をご
覧ください。
（月）
〜2/5
（金）
にお住まいの区役
D1/25
所で受け付け。
Fこども青少年局保育企画課
G6208-8037 H6202-6963

喫煙所
長堀通
（三休橋）

中央
公会堂

市役所

路上喫煙

中之島公園 禁止地区

土佐堀川

淀屋橋

個人市・府民税の申告は
送付や行政オンラインシステムを
ご利用ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、来所を控えていただき、令和2年中に
収入がある方は送付で、収入がない方は

今年3月分
（5月支払）
から、手当の算定方
法が変わります。既に児童扶養手当の認定

1/4から開始する行政オンラインシステム
で申告をお願いします。申告方法など詳し
くは Iをご覧ください。
F財政局課税課
G6208-7751 H6202-6953

を受けている方は、申請は不要です。認定
を受けていない方が受給するには、申請が
必要です。受給要件など詳しくは Iをご覧
ください。
Dお住まいの区役所で受け付け。
Fこども青少年局こども家庭課
G6208-8034 H6202-6963

生活状況に関する調査に
ご協力ください
ひきこもりなどの困難を抱える方の今後
の施策を検討する基礎資料とするため、調

4/1から
「路上喫煙禁止地区」
を
新たに指定します

査を実施します。市内在住の15〜64歳ま
でを対象に、無作為に抽出し調査票を送付
しています。

【中央区】長堀通り地域、
【北区】
こども本の
森中之島周辺地域（御堂筋及び市役所・

けい

子宮頸がんの発症は若年化し、妊娠初期
の検診時の発見が増えています。20歳を
けい
過ぎたら、定期的に子宮頸がん検診を受け

ましょう。

こども本の森
中之島

F環境局事業管理課
G6630-3228 H6630-3581

障害年金を受給している
ひとり親家庭が児童扶養手当を
受給できるようになります

けい

子宮頸がん検診を受診しましょう

堂島川

喫煙所
（堂島公園）
御堂筋 淀屋橋

と②住民税非課税世帯の0〜2歳児
（平成
30年4/2以降生まれの方）
。給付月額上限
は①37,000円②42,000円。申請方法な
ど詳しくは Iまたは区役所、認可外保育施

御堂筋

点で認可保育所等
を利用しておらず、
保育の必要性があ
る① 3 〜 5 歳 児（ 平
成27年4/2〜平成30年4/1生まれの方）

心斎橋筋商店街

対象は、今年4月時

路上喫煙禁止地区
心斎橋

阪神高速道路1号環状線

令和3年度 認可外保育施設等
利用者の幼児教育・保育の
無償化の申請を受け付けます

A1/18まで
Fこころの健康センター
G6922-8520 H6922-8526

▲子宮頸がん検診
PR動画はこちら

Fがん検診専用電話
G6208-8250 H6202-6967

1/26は文化財防火デーです
この 日を 中 心
に、市内の各消
防署が寺 院や

神 社 などの 文
化 財に関 係す
る建物で、消防
訓練などを行います。貴重な文化財を火災
などの災害から守りましょう。
F消防局予防課
G4393-632３ H4393-4580

自宅で簡単！
市税のクレジットカード納付

じて、市民、企業等の皆さんとともに、
SDGsの達成をめざします。

など詳しくは解説動画をご覧ください。
F財政局収税課
G6208-7783 H6202-6953

自然や命をテーマに作品を生み出
お お こ じま

ま

き

すアーティストの大小島 真木さん
がSDGsについて語ります。
◀大小島 真木
さんの作品

大阪市は、SDGｓの達成に向け優れた取り組みを行う自治体
「SDGs未

インタビュー
動画はこちら
▼

来都市」
として、大阪府とともに国から選定されました。また特に先導
的な取り組みである
「自治体SDGsモデル事業」
の一つとして選ばれ
た、海洋プラスチックごみによる新たな汚染ゼロをめざす大阪発
「大阪
ブルー・オーシャン・ビジョン」
推進プロジェクトに取り組んでいます。
G6208-9723 H6202-5620

いします。詳しくは Iをご覧ください。
（特別
F 船場法人市税事務所個人市民税
徴収）
グループ
G4705-2932 H4705-2905

都市計画案の縦覧等
特定街区の変更 法円坂北特定街区
（中央区）
縦覧と意見書の受け付け：1/15まで
A
EF都市計画局都市計画課

"Eye of whale" @ Maki Ohkojima in Spiral Garden photo by Norihito Iki

ご 意 見をお聴かせください
以下の案は、区役所、市民情報プラザ
（市
役所1階）、大阪市サービスカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、I などでご覧いた
だけます。ご意見は、
送付・ファックス・J・
持参でお寄せください。

A閲覧・応募期間：1/20まで
EF大阪市保健所感染症対策課
G6647-0653 H6647-1029

「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
実行計画
（新規）
A閲覧・応募期間：1/8〜2/8
EF環境局環境管理課
G6615-7984 H6615-7949

令和3年度 大阪市食品衛生監視
指導計画
（案）

未来にむけて
いま自分にできること

SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業

F政策企画室政策調査担当

従業員など
（短期雇用者・アルバイト・パー
ト・役員等を含む）
の給与支払報告書を提
出してください。なお、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、電子申告
「eLTAX
（エルタックス）
」
の利用または送付をお願

第3次大阪市結核対策基本指針

コンビ ニ 収 納 用 バ ーコー
ドが 印 刷された納 付 書 が
あれば、専用サイトから市
税の納付ができます。手順

大阪市もSDGs

子育て・教育環境の充実や若者・女性の活躍促進などの取り組みを通

所得税の源泉徴収義務がある事業主（給
与支払者）
は、今年1/1現在に市内在住お
よび昨年退職で退職日現在に市内在住の

G6208-7891 H6231-3751

（持続可能な開発目標）
に取り組んでいます

SDGsは、2030年を期限とする国際
社 会 全 体 の17の開発目標で、経済・
社会・環境をめぐる広範な課題に統合
的に取り組むものです。

【事業主の皆さんへ】
令和2年分の給与支払報告書等
の提出は2/1まで！

A閲覧・応募期間：1/18〜2/24
EF健康局生活衛生課
G6208-9991 H6232-0364

市設北霊園、瓜破霊園の
霊地使用者
北霊園7区画、
瓜破霊園33区画。
A募集期間：1/13〜20
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。
（一財）
環境事業協会
F
G6777-2001 H6264-8181

