編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.32㎢

人口…2,753,819人

世帯数…1,470,189世帯

令和3年4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。

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した

7/1から

ごみ収集の時間がかわります

まちの美観の観点から午前中にごみ収
集する地域を拡大するため、現在の作
業時間を30分繰り上げて、
ごみ収集を
開始します。午前の収集地域は8:30ま
でに、午後の収集地域は12:30までに
ごみを出してください。なお、各地域の
ごみ収集時間帯
（午前・午後）
は6月下旬
に I やごみ分別促進アプリ
「さんあ〜
る」
などでお知らせします。
F環境局事業管理課
G6630-3226 H6630-3581

高校生のための奨学金
（大阪市奨学費）
経済的な理由で
修学が困難な方
に奨 学 金を支 給
します。対象は市
内在住の市民税
非課税世帯
（生活保護世帯を除く）
で、高等
学校等へ通学している生徒。支給額や申請
に必要な書類など、詳しくは在学する学校
で配布する募集要項をご覧ください。
C7/1
F学校運営支援センター
G6115-7641 H6115-8170

７月
から

児童扶養手当の認定を受けておらず、3/1
時点で支給要件を満たしている方は、
6/30
までに申請すれば3月分から受給できま
す。詳しくは Iをご覧ください。
Dお住まいの区役所にて受け付け。
Fこども青少年局こども家庭課
G6208-8034 H6202-6963

学習塾や習い事などにかかる費用を月額
1万円まで助成しています。養育者とその
配偶者の所得による制限があります。申請
方法など詳しくは Iをご覧ください。
C7/7
F大阪市塾代助成事業運営事務局
G6452-5273 H6452-5274

大阪府北部地震から3年
地震による被害を防ぐために

新婚または子育て世帯向けに
住宅ローンの利子を補助します

道路等に面したブロック塀の
撤去費用などを補助します
ブロック塀の撤去や撤去後の軽量フェ
ンスなどの設置にかかる費用を補助し
ます。補助要件など詳しくはお問い合
わせください。

初めて住宅を取得する新婚または子育て
世帯を対象に、住宅ローンの利子の一部を
補助
（最大10万円×最長5年間）
します。補
助対象や申込方法など詳しくは Iをご覧
ください。
F都市整備局住宅支援受付窓口
G6356-0805 H6356-0808

これから熱中症に
なりやすい季節です

耐震性のない住宅の
除却
（解体）
費用などを補助します
耐震診断の結果、耐震性がないと判断
された民間戸建住宅等の除却（解体）
にかかる費用の一部、また、民間戸建
住宅や共同住宅の耐震診断・耐震改修
にかかる費用の一部を補助します。補
助要件など詳しくはお問い合わせくだ
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

前立腺がん検診が
スタートします！

り かん

近年、罹患者数が急増し、全がん中で男性罹患者数1位
となっている前立腺がんの早期発見・早期治療のため、
前立腺がん検診を実施します。受診方法や取扱医療機
関など、詳しくはIをご覧ください。
あなたのため、あなたの大切な人のためにも定期的に
受診しましょう！
市内在住で4/1から来年3/31までに50歳、55歳、60歳、65歳、70歳
となる男性
実施方法 PSA検査
（血液検査）
、問診
E取扱医療機関
（市民税非課税世帯の方等は無料）
B1,000円
がん検診専用電話
F
G6208-8250 H6202-6967
対象者

中学生を対象とした
塾代助成事業の10月からの
利用申請を受け付けています

熱中症は気温や湿度
が高い日に、体の水
分や塩分のバランス
が 崩れたり、体 の 調
整機能が正常に働か
なくなることによって
発症します。こまめに
水分を補給する、通
気性が良い服を着用する、無理な節電は
せず適度にエアコン・扇風機を使用するな
ど、
日ごろから注意しましょう。また、屋外で
人と十分な距離
（2メートル以上）
を確保で
きる場合は、マスクをはずして静かに休息
をとりましょう。
F健康局健康施策課
G6208-9951 H6202-6967

関西電力株式会社の株主総会で
経営方針の転換を求めます
経営の透明性の確保や原子力発電から多
様なエネルギー源への転換などの株主提
案議案を提出しました。6/25に開催予定
の株主総会では、京都市とも連携し、経営
方針の転換を求めます。
F環境局環境施策課
G6630-3483 H6630-3580

地区計画原案の縦覧等
森之宮北地区地区計画の決定
（城東区）
A縦覧：6/10まで
意見書の受け付け：6/17まで
EF 都市計画局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

都市計画案の縦覧等
①道路の変更（北区）広路5大阪駅前線
②下水道の変更（東淀川区）十八条処理
区公共下水道
A縦覧と意見書の受け付け：6/10まで
EF 都市計画局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

6月 就 職 差 別 撤 廃 月 間
は

で
す

〜就職の機会均等をめざして〜

「就職差別110番」

6/23〜29は
男女共同参画週間です
男性と女性が、それぞれの個性と能力を発
揮できる
「男女共同参画社会」
を実現する
ために、市民の皆さん一人ひとりの取り組
みが重要です。男女共同参画の推進につ
いて理解を深めていただくための啓発情
報を IやSNSなどで発信します。
F市民局男女共同参画課
G6208-9156 H6202-7073

6月は食育月間です
〜よくかんで食べよう〜
食べ物を体の中に取り入
れ栄養とするためには、
かむ動作が必要です。
よく
かんで食べることは、
食べ
物を味わうことに加え、
全身を活性化させる重要

な役割があります。かむことを意識して食
事をしましょう。お笑い芸人のミルクボー
か
イによる
「噛みます宣言」
を Iで紹介して
います。
F健康局健康づくり課
G6208-9961 H6202-6967

大阪市食育推進
キャラクター
「たべやん」

採用面接時等の差別について、相談や
関係機関の紹介などを行います。
G6210-9518（土日を除く10:00〜
18:00）
または Jでお問い合わせくだ
さい。
（水）
まで
A6/30
F市民局人権啓発・相談センター
G6532-7631 H6532-7640

地域就労支援センターを
ご利用ください
就職に向けた支援を必要とする方が、
適性や能力を正しく評価されて採用さ
れるよう、専門の就労支援コーディネー
ターによる個別のコンサルティングや
職業適性検査をはじめ、さまざまな就
労支援を行っています。
F大阪市地域就労支援センター
0120-939-783 H6567-6891

