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大阪市ホームページ
Eメール
〒
大阪市北区中之島
大阪市役所内
特に記載のないものは市外局番
「 」
です。

講座・催し等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、返信用あて先の住所・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。

お 知 ら せ

面積…225.21㎢ 人口…2,713,808人 世帯数…1,396,125世帯

掲載している記事の情報
は、 のおおさか掲示板
掲載ホームページ一覧で
ホームページ
ご覧いただけます。

おおさか掲示板

検索

タイムリーな情報も続々配信中！
Twitter

Facebook

検査 ②風しんワクチン接種費用助成を行います。対
象は、検査および接種日当日に市内在住で、妊娠を希
望する女性とその配偶者（妊婦の配偶者含む）。※②
については対象のうち、風しん抗体を有しない、
また
は抗体価が低い方。①
各区保健福祉センター

総合区制度に関する広報紙
（第4号）
をお届けします
新たな大都市制度の一つである総合区制度の広報紙
を、5月下旬に新聞折り込み（朝日、産経、
日本経済、毎
日、読売、大阪日日）でお届けするとともに、区役所や （要予約）②
4/1〜来年3/31に医療機関でワク
大阪市サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、図 チン接種後、必要書類を〒545-0051 阿倍野区旭町
書館等でも配布します。なお、市内在住で新たに点字 1-2-7 あべのメディックス11階、大阪市保健所感染症
版や個別配布をご希望の方は、電話かファックスでお 対策課へ。 6647-0656
6647-1029
申し込みください。 副首都推進局戦略調整担当
保育所でも介護予防ポイントが貯まります
6208-8876
6202-9355
市内在住の65歳以上の方が、社会福祉施設等で食事
敬老優待乗車証（敬老パス）
をお持ちでない方へ
介助の補助や話し相手など対象となる活動を行うとポ
市内在住で70歳以上の方を対
イントが貯まり、貯めたポイントは換金することができ
象とする敬老パスは、7月から年
ます。新たに保育所が加わり、より身近な場所で活動
1回3,000円の利用者負担を廃
できるようになりました。参加登録には、研修の受講が
オオサカ
メト ロ
止し、Osaka Metro（旧市営地
必要です。 大阪市社会福祉協議会介護予防ポイン
下鉄）
と大阪シティバス
（旧市営
ト事業担当
6765-5610
6765-3512
バス）を1回につき50円で乗車
Jアラートによる情報伝達訓練の実施
できます。 顔写真（カラー・縦
地震・津波や武力攻撃などの
4.5cm×横3.5cm）
と本人確認
緊急事 態に備え、5 / 1 6（水）
できる書類（健康保険証など）
を
11：00頃から、訓練としてＪア
お住まいの区の保健福祉センターへ本人が持参。 ラート（ 全 国 瞬 時 警 報システ
敬老優待乗車証コールセンター
6123-7523 ム）
により受信した情報を防災
6202-6964
行政無線の屋外スピーカーで放送します。今回の訓
障がいのあるお子さんの就学・進学相談
練ではエリアメール・緊急速報メールは配信されませ
就学・進学については、入学・進学の準備をすすめるた ん。 危機管理室
6208-7388
6202-3776
め、お住まいの地域の小学校に、早めにご相談くださ
住まいの耐震化を応援します
い。就学相談リーフレットは でご覧いただけます。就 一定の要件を満たす民間戸建住
学・進学に関する電話相談窓口もあります。 教育委 宅や共同住宅の耐震診断・耐震
員 会 イ ン ク ル ー シ ブ 教 育 推 進 室 相 談 窓 口 改修に要する費用の一部を補助
6327-1016
6327-1023
します。補助要件・内容等詳しく
がん検診の無料クーポン券を5月末からお送りします
はお問い合わせください。
対象は4/20現在市内在住で、昨年4/2〜今年4/1に 都市整備局耐震・密集市街地整
けい
次の年齢になられた方。①子宮頸がん検診：満20歳 備受付窓口 6882-7053
6882-0877
の女性 ②乳がん検診：満40歳の女性。
なお、4/1から
５月は消費者月間です
クーポン券が届くまでの間に、大阪市が実施する検診 ワンクリック請求や架空請求などによる消費者被害が
を受診し、支払われた自己負担金は、対象者にお返し 依然として多発しています。不安に感じたら一人で悩
しますので、お問い合わせください。 がん検診専 まず、気軽に大阪市消費者センターへご相談くださ
6208-8250
6202-6967
用電話
い 。消 費 生 活 相 談 は 、市 内 在 住 の 方に限り、電 話
風しんを予防しましょう
・面談・ で行っています。 大阪
（ 6614-0999）
先天性風しん症候群を予防するために ①風しん抗体 市消費者センター 6614-7522
6614-7525

2025年万博を大阪・関西へ
2025年万博の立候補表明からちょうど１年。
これまで、
みなさまからの誘致に向けたさまざまな応援をいただいております。

▲千林商店街振興組合による誘致イベント

▲道頓堀での誘致ＰＲ

▲心斎橋ビッグステップでも

開催地決定まで残り7カ月。
これからも全力で万博誘致に取り組みます！
引き続き、
大阪・関西での2025年万博開催を一緒に勝ち取りましょう！
会員登録を募集中▶
経済戦略局万博誘致推進室
6615-3028
6615-7433

平成30年3月1日現在
（推計）

５月は児童福祉月間〜養育里親になりませんか？〜
さまざまな事情により家庭
で暮らせない子どもたちを、
自身の家庭に迎えて養育し
てくださる里親を募集して
います。短期の預かりでも可
をご覧く
能です。詳しくは
ださい。
また、里親制度の普及から里子の自立まで一
貫した支援を行う
「里親子包括支援室」
を開設し、定期
的な訪問や相談等いろいろな場面で里親をサポート
4301-3156
しています。 こども相談センター
6944-2060
光化学スモッグにご注意ください
10月にかけて光化学スモッグが発生しやすくなりま
す。注意報などの発令状況は、各区役所の表示板など
を使ってお知らせするほか、 にも掲載します。発令
時はなるべく屋外に出ないようにし、目やのどに刺激
を感じたら洗眼やうがいをして、安静にしてください。
環境局環境管理課 6615-7981
6615-7949
大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧等
【新規】①（仮称）
ドラッグコスモス加美北店（平野区）
【変更】② 大阪Ｂ＆Ｖビル（中央区）③ブリーゼブリー
ゼ（北区） 縦覧と意見書の受け付け：①8/13ま
経済戦略局産業振
で ② 7/30まで ③ 7/23まで
興課または①平野区役所まちづくり協働課 ②中央
区役所区民情報コーナー
経済戦略局産業振興
6615-3784
6614-0190
課

募

集

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）などで
でもご覧いただけます。
ご意見は、送
配布、または
付・ファックス・ ・持参でお寄せください。

大阪市都市農業振興基本計画
（案）
閲覧・応募期間：5/18まで
経済戦略局産
業振興課
6615-3751
6614-0190

市営福祉目的住宅の入居者
ひとり親、高齢者向け、障がい者向けの各住宅計
お住まいの区の保健
644戸の入居者。 5/11
福祉センターへ。 ひとり親住宅：こども青少年局
こども家庭課
6208-8035
6202-6963、高齢
6208-9957
者向け住宅：福祉局高齢福祉課

6202-6964、障がい者向け住宅（身体・知的障が
6208-8082
い）
：福 祉 局 障 が い 福 祉 課
6202-6962、障がい者向け住宅（精神障がい）
：
6922-8520
大阪市こころの健康センター
6922-8526

拉致被害者を家族のもとへ !
拉致問題は現在進行形の問題です
北朝鮮による日本人拉致事件から40
年が経過した今も拉致問題は解決し
ていません。拉致は、国民の生命と安
全に関わる重大な人権侵害であり、市
民一人ひとりが自らの問題として、決
して風化させることのないよう声を上
げ続けていきましょう。

ブルーリボン

※拉致被害者の救出を求める国民運動は、ブルーリボン
と青色をシンボルにしています。

市民局人権企画課
6208-7619
6202-7073

