編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

面積…225.32㎢

06-6227-9090

人口…2,753,476人

世帯数…1,463,041世帯

令和3年1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。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の開始予定について
ワクチンの供給量を踏まえ、4月以降、65歳以上の高齢者
（昭和32年４/１以前に
生まれた方）
の方から順次接種を予定しています。接種券
（クーポン券）
について
は、今月中旬以降、順次送付予定です。費用は無料です。接種場所などの情報は
決定次第、Iでお知らせします。
Fワクチン接種にかかるコールセンター

G0570-065670 H0570-056769

定期予防接種の接種期間を延長しています
高齢者肺炎球菌ワクチンや麻しん・風しんワクチンなどの定期予防接種を受けていな
い方は、早めに受けましょう。
対象者

①昨年4/7以降に接種期限が到来している方 ②3/31までに接種期限が到来する方

A来年3/31まで E委託医療機関
F大阪市保健所感染症対策課 G6647-0656

H6647-1029

F都市整備局管理課
G6208-9272 H6202-7063

大阪シティバス・
いまざとライナーのダイヤと
バス停名称がかわります
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

道頓堀川

堺筋

心斎橋筋商店街

喫煙所
長堀通
（三休橋）

長堀橋

路上喫煙禁止地区

御堂筋

金 は 8 : 0 0 〜 2 0 : 0 0 、土 日 祝 は 9 : 0 0 〜
17:00）。
F水道局お客さまセンター

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。

心斎橋

転 出 入 者 が 多 い 3月・4月は、日曜・祝日
も水道の使用開始・中止等の各種届出、
漏 水 の 連 絡 などを 受 け 付 けます（ 月 〜

G6458-1132 H6458-2100

ディアモール大阪内の別の場所へ移転し、
新たにマイナンバーカードの申請受付窓
口を開 設します。移 転 準 備などに伴 い 、
3/13・16〜18は臨時休業します。詳しく
は Iをご覧ください。
F市民局住民情報担当
G6208-8831 H6202-5313

4/1から市営住宅等に関する
窓口業務の受付時間などが
かわります
住宅管理センターの受付時間を月〜土・
毎月最終日曜の9：00〜17：30
（祝日、年末
年始を除く）
に変更します。また、住まい情
報センターでの家賃や駐車場使用料のお
支払いやご相談の受け付けは3/31で終
了します。今後はお住まいの市営住宅を
担当する住宅管理センターへお問い合わ
せください。

中央
公会堂

市役所

こども本の森
中之島

路上喫煙

中之島公園 禁止地区

土佐堀川

淀屋橋

F環境局事業管理課
G6630-3228 H6630-3581

通学定期券の新規購入に
WEB予約サービスを
ご利用ください
「 定 期 券・P i Ta P a
WEB予約サービス」

ワクチン接種にご協力いただける看護職
（准看護師を除く）
の方が、
ワクチン接種の
知識・技術などを習得し、安全に実施できるための無料の講習会が開催されます。
定員各回20人程度。詳しくはホームページをご覧ください。
A3月から開催予定
大阪府
ナースセンター ▶
（城東区）
E大阪府看護協会ナーシングアート大阪
ホームページ
D大阪府ナースセンター G6964-5511へ。
F大阪市保健所感染症対策課 G6647-0813 H6647-1029

しんどいなと思ったら、かかりつけ医に電話でご相談ください
かかりつけ医がいない時は
新型コロナ受診相談センター へ

24時間受付

迷惑をお掛けしますが、
ご理解ご協力をお
願いします。
F市民局住民情報担当
G6208-7337 H6202-7073

風しん抗体検査・
予防接種クーポン券は
利用されましたか？
風しんの抗体保有率が低い昭和37年4/2
〜昭和54年4/1生まれの男性の方に、
無料
で抗体検査・予防接種が受けられるクーポン
券をお送りしています。平成31年4/1以降

に抗体検査や予防接種を受けられた方は、
改めて受けていただく必要はありません。
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656

堂島川

喫煙所
（堂島公園）
御堂筋 淀屋橋

3/19から梅田サービスカウンターが
移転します

ワクチン接種に関わることから、復職への一歩を踏み出しませんか？

3/13
（土）
は戸籍に関する証明書、20
（土・
祝）はすべての証明書等のコンビニ交付
サービスが終日ご利用いただけません。ご

新たに
【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・中央公会堂周辺地域の拡大）
を
「路上

阪神高速道路1号環状線

水道局お客さまセンターは
3月・4月の日曜・祝日も
営業しています

現在お勤めしていない看護職の皆さんへ

証明書コンビニ交付サービス
の休止

4/1から新たに指定する
「路上喫煙禁止地区」
でも
過料が徴収されます

で通学証明書を事
前登録し、定期券を
予約すれば、窓口に
並ぶことなく券売機
で購入できます。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

※この記事は2月5日現在のもので、変更となる場合があります。

H6647-1029

3/1〜7は
「春の火災予防運動」
期間です
期 間 中 、市 内 の 各 消 防
署では、防災講演会や消
防訓練などの啓発活動
を行います。詳しくは各
消防署へお問い合わせください。
F消防局予防課
G4393-6323 H4393-4580

3月は
市税収入確保重点月間です
市税の滞納整理を強化するため、電話に
よる催告や訪問調査などを平日夜間に行
うほか、財産がありながら納税に応じてい
ただけない場合には、不動産・給与・預金

などの差し押さえを行います。職員訪問
の際は身分証明書
（徴税吏員証）
を携帯し

ていますのでご確認ください。
F財政局収税課
G6208-7781 H6202-6953

06-6647-06 41
発達障がいについて
正しい理解を
4/2の世界自閉症
啓発デー、4/2〜
8の発達障がい啓

発週間に合わせ、
4/2に大阪城天守
閣・天保山大観覧
車などを
「いやし」
や
「希望」
を表す青色にラ
イトアップするなどの啓発活動に取り組み

ます。発達障がいのある方が社会でいきい
きと暮らせるよう、私たち一人ひとりの理
解と認識を深めましょう。
F心身障がい者リハビリテーションセンター
G6797-6560

H6797-8222

「知る、分かる、考える、
セミナー」
統合型リゾート
（IR）
（第3回）
第3回は大阪観光局理事長の溝畑宏氏によ
る
「ニューノーマルに対応した大阪の観光」
をテーマとした講演。
定員100人
（先着順）
。
（木）
14:30〜16:30
A3/25
E堺商工会議所
C 3/18
セミナー名・参
DF Iまたはファックスに、
加者の住所・氏名・電話番号を書いて、
IR推
進局企画課へ。参加にあたって配慮が必要
な方は、
事前にお知らせください。
6210-9236
G
H6210-9238

環境影響評価図書の縦覧
（仮称）
梅田曽根崎計画 事後調査報告書
A縦覧：3/26まで
EF環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

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。

