編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.32㎢

人口…2,751,862人

世帯数…1,463,882世帯

令和3年3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、
I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。

担金を支払われた方には、
自己負担金をお

麻しん・風しん
（MR）
予防接種を受けましょう

接種費用が無料になる方
①生後12か月か
ら24か月までの
お子さんは2歳の
誕生日前日まで、
②平成27年4/2
〜平成28年4/1生まれのお子さんは
来年3/31まで、無料で予防接種が受
けられます。

返ししますので、
お問い合わせください。
がん検診専用電話
F
G6208-8250 H6202-6967

内閣府が実施する
スーパーシティ型国家戦略特別区域
の指定に関する公募に提案しました
大阪府市では、夢洲およびうめきた2期地
区において、生活全般にまたがる複数分野
の先端的サービスの提供などを通じ、未来
の生活を先行実現するスーパーシティの
区域指定をめざしています。
FICT 戦略室スマートシティ推進担当
G6208-7459 H050-3737-2976

接種費用が助成される方
来年3/31までの接種当日に大阪市民
で、風しん抗体を有していない、
または
抗体価が低い①妊娠を希望する女性
②妊婦または妊娠を希望する女性の
配偶者は、麻しん・風しん混合ワクチン
1万263円、風しんワクチン6,721円
を上 限に、接 種 費 用 が 助 成されます
（過去に助成済みの方は除く）
。
医療機関で接種後、
〒545-0051
阿
D
倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディッ
クスビル11階、
大阪市保健所感染症対
策課へ申請書類等を送付。
E委託医療機関
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

がん検診の無料クーポン券を
5月末からお送りします
対象は4/20現在市内在住で、昨年4/2〜
今年4/1に次の年齢になられた女性。①子
けい

宮頸がん検診：満20歳②乳がん検診：満40
歳。なお、4/1からクーポン券が届くまでの
間に、市が実施する検診を受診し、自己負

STOP！コロナ差別

〜シトラスリボンプロジェクト〜
この プロジェクト
は 、新 型コロナウ
イルス感染症に感
染した方への差別
や偏見がなくなる
ことを願 い 、愛 媛
県の有志の方が始めた取り組みで
す。皆さんもシトラス色のリボンや専
用ロゴを身に着け、感染した方や医
療従事者の方などに
「ただいま」
「お
かえり」
と言い合える思いやりのある
社会をめざしましょう。
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0739 H6647-1029

Jアラートによる試験放送の実施
地震・津波などの緊
急 事 態 に 備 え 、J ア
ラート
（全国瞬時警
報システム）
により受
信した情報を防災行
政無線の屋外スピーカーで試験放送しま
す。今回の試験放送に伴うエリアメール・
緊急速報メールの配信はありません。
（水）
11:00頃
A5/19
F危機管理室危機管理課
G6208-7388 H6202-3776

5月は消費者月間です
〜ネットでのトラブルにご用心〜
「インターネットを利
用して健康食品を1
回だけのお試しで購
入したつもりが 、定
期購入契約になって
いた」
などのトラブル
が増えています。不安に感じたら一人で悩
まず、気軽にご相談ください。消費生活相
談は市内在住の方に限り、電話・面談・J
で行っています。
（祝日除く）
A月〜土10:00〜17:00
大阪市消費者センター消費生活相談専
F
用電話
G6614-0999 H6614-7525

障がいのあるお子さんの
就学・進学相談
就学・進学について
は、お住まいの地域
の小学校に早めにご
相談ください。就学
相 談リーフレットは
Iでご覧いただけます。就学・進学に関す
る電話相談も受け付けています。
F 教育委員会インクルーシブ教育推進室
相談窓口
G6327-1016 H6327-1023

大阪市立斎場整備事業
基本構想（案）

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、
各区役所の表示板や Iでお知らせします。
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。
F環境局環境管理課
G6615-7981 H6615-7949

国民生活基礎調査に
ご協力ください
5月から7月にかけて、世帯の構成や所得、
医療保険、公的年金の加入状況などを調
査します。対象は国政調査区から無作為に
抽出した市内29地区・約1,800世帯。対象
世帯へは調査員証を携帯した調査員が伺
いますので、
ご協力をお願いします。
F大阪市保健所保健医療対策課
G6647-0685 H6647-0804

空家の利活用を応援します！
空家の利活用を
予定されている
方に、住宅の性
能 向 上や 、こど
も食 堂・高 齢 者
サロンといった
地域まちづくり
のための用途に
改修する費用等
の一部を補助し 改修イメージ（改修前→改修後）
ます。補助内容など詳しくは Iをご覧くだ
さい。
F都市整備局耐震・密集市街地整備受付窓口
G6882-7053 H6882-0877

A閲覧・応募期間：5/14まで
DF環境局施設管理課
G6630-3165 H6630-3580

市営福祉目的住宅の入居者
ひとり親、高齢者、障がい者向けの各住宅
計678戸の入居者。
（ 木）
〜14
（ 金）
にお住まいの区の保
D 5/6
健福祉センターへ。
Fひとり親住宅：こども青少年局こども家
庭課
G6208-8035 H6202-6963
高齢者向け住宅：福祉局地域包括ケア推
進課
G6208-8060 H6202-6964
障がい者向け住宅（身体・知的障がい）
：
福祉局障がい福祉課
G6208-8081 H6202-6962
障がい者向け住宅（精神障がい）
：こころ
の健康センター
G6922-8520 H6922-8526

市職員
（消防吏員・保育士）
合格者は、①来年4/1②10/1採用予定。
受験資格など、
詳しくは Iをご覧ください。
第1次試験日：6/20
（日）
A
D5/12 12:00までに原則 Iで。
試験区分

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。

22歳〜34歳

15名程度

20歳〜34歳

30名程度

保育士A 大学卒程度
①

環境影響評価図書の縦覧
大阪第6地方合同庁舎
（仮称）
ヘリポート設
置事業環境影響評価書および事後調査計
画書
A縦覧：5/31まで
E環境局環境管理課、中央区役所ほか
F環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

採用予定者数

保育士B 短大卒程度

消防吏員A

22歳〜27歳
大学卒程度

②

消防吏員B

18歳〜21歳
高校卒程度

（男）
Ⅰ

40名程度

（女）
Ⅰ

数名程度

（男）
Ⅱ

30名程度

（女）
Ⅱ

数名程度

（男）
Ⅱ

25名程度

（女）
Ⅱ

数名程度

F大阪市人事委員会
G6208-8545 H6231-4622

市設瓜破霊園内合葬式墓地の
使用者
A募集期間：来年3/９まで
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。
F環境局施設管理課
G6630-3135 H6630-3580

