編集/大阪市政策企画室

506-6208-7251

面積…225.21㎢ 人口…2,724,355人 世帯数…1,412,872世帯

6 06-6227-9090

平成30年9月1日現在
（推計）

子どもの教育・医療 無償化へ
0日時・期間 1 会場 = 費用 2 締め切り 3申し込み
8 大阪市ホームページ 7 Eメール
:〒530‑8201 大阪市北区中之島1‑3‑20 大阪市役所内
5 6 特に記載のないものは市外局番
「06」
です。

記号の見方

4 問い合わせ

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。

掲載している記事の情報
は、
8の
「大阪市民のみな
さんへ」
掲載ホームページ
ホーム
一覧でご覧いただけます。 ページ

11/9〜15は
「秋の火災予防運動」
期間です
なにわの町 みんなでやるで 火の用心
【平成30年度大阪市防火標語】

タイムリーな情報も続々配信中！

火災予防運動
Twitter

にあわせ、市内

Facebook

の 各 消 防 署で
は、住宅防火対

大阪府北部を震源とする地震
義援金の第三次配分について
大阪府北部を震源とする地震義援金につい

「総合区制度に関する広報紙（第6号）」
をお届けします

て第三次配分を行います。対象は、一部損壊

新たな大都市制度の一つである総合区制度

うち、障がい者手帳所持者を含む世帯または

の広報紙を、11月下旬に新聞折り込み（朝

ひとり親世帯。義援金の受給には申請が必要

日、産経、日本経済、毎日、読売、大阪日日）
で

です。詳しくは8をご覧ください。

お届けするとともに、区役所や大阪市サービ

4市民局地域力担当

スカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、図書館等
でも配布します。なお、市内在住で新たに点
字 版や 個 別 配 布をご 希 望 の 方 は 、電 話 か
ファックスでお申し込みください。
4副首都推進局戦略調整担当
56208-8876

6 6202-9355

ノロウイルスによる
感染性胃腸炎にご注意

56208-7427

6 6202-7073

Jアラートによる試験放送の実施
急 事 態に備え、
Ｊア

56208-7388

者施設、保育所、小学校等）
では感染により集
団発生を引き起こすことがあります。手洗い
や消毒をしっかり行い、一人ひとりが正しい知
識を持って予防しましょう。

6 6202-3776

11/12〜25は
「女性に対する
暴力をなくす運動」
期間です
性犯罪やストーカー行為など女性に対する暴
力は、女性の人権を著しく侵害するものであ

4大阪市保健所感染症対策課

6 6647-1029

PM2.5（微小粒子状物質）
に
ご注意ください
こ れ から 春 に か け て

り、早急に対応すべき重要な課題です。大阪
市では啓発等の取り組みを実施します。
■大阪市配偶者暴力相談支援センター
配偶者・恋人などからの暴力に、
「自分さえ我
慢すれば」
と思っていませんか？ひとりで悩ま
ず、
まずは相談を。

PM2.5濃度が高くなり

ＤＶ相談専門電話

やすく注意が必要です。

54305-0100

■街頭啓発キャンペーン
「フェイス トゥ

注意喚起が行われたと

フェイス 手渡しで広げるＤＶ撲滅の輪」

きは、屋外での長時間
の激しい運動や不急の外出を控えましょう。注
意喚起や市内の大気汚染物質の測定データ

また、子育てに自信がない、
イライラして子
どもにあたってしまうことがあるなど、子育
てに悩んでいませんか？一人で抱え込まず
お住まいの区保健福祉センターにご相談
ください。
■「児童虐待ホットライン」24時間365日対応

11/10（土）の

ＤＶ撲滅へのメッセージを広げるため、街頭
で啓発イベントを実施します。
011/22
（木）
11：30〜12：30

た防災講演会や消防訓練などを行います。詳
しくは各消防署へお問い合わせください。
4消防局予防課

「知る、分かる、考える、統合型
リゾート
（ⅠR）
セミナー」
（第6・7回）
①第6回は府市ⅠR推進会議座長の溝畑宏さん
②第7回は国のⅠR推進会議委員の丸田健太
郎さんによる講演。定員各100人
（先着順）
。
0①11/21
（水）
14:30〜16:30
②12/14
（金）
14:30〜16:00

1①りんくう総合医療センター
②関西大学梅田キャンパス

2①11/12 ②12/5

348またはファックスに、参加する回・住所
番号・参加人数を書いて、
Ⅰ
Ｒ推進局推進課へ。

アム長 居での

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。
56210-9236

オレンジリボン
のデザイン入り
に配布します。また、11/23（金・祝）
・24
（土）
にインテックス大阪で開催される
「大
阪マラソンEXPO2018」
でも配布します。
4こども青少年局こども家庭課

①生産緑地地区の変更
（東淀川区、城東区、鶴
見区、住吉区、東住吉区、平野区）②ごみ焼却
場の変更 3号木津川ごみ焼却場
（大正区）
、6
号森之宮ごみ焼却場（城東区）、9号港ごみ焼

6 6202-6963

却場
（港区）
、10号南港ごみ焼却場
（住之江区）
0縦覧と意見書の受け付け：11/9まで

11/25〜12/1は
「犯罪被害者週間」
です

14都市計画局都市計画課

犯罪被害者やその家族が、被害から立ち直る

56208-7891

す。大阪市では犯罪被害への理解を深めるた
め、市役所で啓発パネル展などを実施します。

市税の滞納により差し押さえた不動産の公売

■大阪被害者支援アドボカシーセンター

を、府内自治体と合同で実施。詳しくは8を

事件・事故の被害にあわれた方への相談・支

ご覧ください。

援を行っています。

011/20(火)10：00開場

相談電話

4環境局環境管理課

4市民局男女共同参画課

4市民局人権企画課

4財政局収税課

56615-7981

56208-9156

56208-7619

56208-7781

6 6615-7949

6 6202-7073

11月23日にパリで開催されるBⅠE総会において、BⅠE加盟国170
カ国による投票で万博開催国が決定します。2025万博には、日
本のほかに、
ロシアとアゼルバイジャンが立候補しています。

4経済戦略局万博誘致推進室

6 6202-7073

いよいよ今月開催地が決まります

■吉村市長が
J：COM
「ジャポニカTV」
に出演！

「 2 0 2 5 万 博 」をテーマ
に、万博誘致に向けた取
り組みをわかりやすく紹
介します。J:COMチャン
ネルのほか、誘致委員会
ホームペ ージやスマホ
用無料アプリ
「どろーか
る」
でもご覧いただけます。
J:COM放送日：11/5
（月）
・12
（月）
10：30〜、
7
（水）
・14
（水）
20：30〜
ホームページ・アプリ視聴期間：11/23
（金・祝）
まで

56615-3028

6 6615-7433

1大阪府新別館北館1階

16

回

■11月23日、開催地が決定！

56774-6365

第

２０２５年万博を大阪・関西へ

6 6231-3753

不動産合同公売の実施

には、周囲の人々の理解と配慮、協力が必要で

1梅田角田町周辺
（HEP NAVⅠO前ほか）

などについては、
8でご覧いただけます。

6 6210-9238

都市計画案の縦覧等

グッズを入場者

56208-8032

6 4393-4580

54393-6332

（事業者の方は会社名と所在地）
・氏名・電話

ヤンマースタジ

試合開始前に、

4危機管理室危機管理課

家 庭や 施 設（ 高 齢

とりが周りの子どもに関心を持ちましょう。

セレッソ大阪の

011/21
（水）
11:00頃

力 が 非 常 に 強く、

子どもたちの笑顔と命を守るため、一人ひ

■児童虐待防止・オレンジリボンキャンペーン

報メールの配信はありません。

けて流行します。ノ

社会全体で解決すべき重要な問題です。

がいます。

今回の試験放送に伴うエリアメール・緊急速

ロウイルスは感染

児童虐待の相談件数は年々増加しており、

を。あなたの一報で救うことができる親子

ラート
（全国瞬時警

政無線の屋外スピーカーで試験放送します。

は、
これから冬にか

を テ ー マ とし

「虐待かな？」
と思ったら、
すぐに相談
（通告）

信した情報を防災行

る感 染 性 胃 腸 炎

防 止 対 策 など

〜すべての子どもが
笑顔で暮らせる社会に〜

9 0120-01-7285（まずは一報 なにわっ子）

地震・津波などの緊

報システム）
により受

ノロウイルスによ

56647-0656

の住宅被害がある市町村民税非課税世帯の

策や放 火 火 災

11月は児童虐待防止推進月間

6 6202-6953

関西文化の日

文化施設が
入館無料！

関西一円で美術・芸術などの文化に親しんでもらうため、
次の施設を含む関西の美術館・博物館等が入館無料に。
詳しくは、関西文化の日ホームページ
（http://www.
kansaibunka.com/）
をご覧ください。
011/17
（土）
・18
（日）
ほか
施設名

電話

ファックス

大阪歴史博物館

6946-5728

6946-2662

大阪くらしの今昔館

6242-1170

6354-8601

自然史博物館

6697-6221

6697-6225

長居植物園

6696-7117

6696-7405

咲くやこの花館

6912-0055

6913-8711

