編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.33㎢

人口…2,753,165人

世帯数…1,478,831世帯

令和3年10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

※L I NEの利用にはアプリの
ダウンロードが必要です。
Facebook

L INE

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。最新の情報はホームページなどでご確認ください。

中学生を対象とした
塾代助成事業の来年4月からの
利用申請を受け付けています
広げるなインフルエンザ、
せき

広げよう咳エチケット
冬 はインフル エン
ザ が 流 行しやすい
時 期 で す 。症 状 は
風邪に似ています
が、高熱・頭痛・筋肉
痛などの全身症状
インフルエンザ対策
が強く、肺炎などの
マスコットキャラクター
「マウテ君」
合併症を引き起こ
すこともあります。日頃から手洗いやマス
クを着用するなどの咳エチケットを心が
け、予防しましょう。
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

買い物応援キャンペーン
小売店舗などへの支援やキャッシュレス
決 済 の 普 及などを目 的に、対 象 店 舗で
キャッシュレス決済
（au Pay・d払い）
により
商品の購入やサービスの利用をされた方
へ、決済金額の20%
（決済事業者1社につ
き、1人あたり3,000円分を上限）
のポイ
ントを付与します。対象店舗など詳しくは
Iをご覧ください。
（金）
まで
A12/31
F買い物応援キャンペーンコールセンター
0120-094-472 H6614-0190

拉致被害者を家族のもとへ！
12/10〜16は
「北朝鮮人権侵害問題
啓発週間」
です
拉致問題は国民の生命と安全にかか
わる重大な人権侵害問題です。この問
題を風化させることなく、市民一人ひ
とりが自分の問題として考え、一日も
早く被害者を取り戻すという気持ちで
この問題の解決を図っていきましょう。
期間中は啓発パネル展や、趣旨に賛同
いただいた施設などでブルーリボンに
ちなんだブルーライトアップを実施し
ます。
●拉致問題啓発パネル展
（金）
〜16
（木）
A12/10
E市役所1階 正面玄関ホール
●ブルーリボンライトアップ
（金）
〜16
（木）※施設により
A12/10
異なる
（咲洲庁舎）
、府立中之
E 市役所、府庁
島図書館ほか
F市民局人権企画課
G6208-7623 H6202-7073

市内在住で来年度中学生の約5割を対象
に、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。
C来年1/7
F大阪市塾代助成事業運営事務局
G6452-5273 H6452-5274

12/4〜10は
「人権週間」
です
私たち一人ひとりが人権
の尊さを考え、すべての
人 の「 人 権 が 尊 重 さ れ
るまち」をみんなで築い
ていきましょう。

大阪市人権啓発
マスコットキャラクター
■ 人権啓発・相談センター 「にっこりーな」

専門相談員による人権相談（無料・秘密
厳 守 ）は、G6532-7830
（なやみゼロ）
・
H6531- 0666までご連絡ください。
F人権啓発・相談センター
G6532-7631 H6532-7640

■ 特設人権相談所を開設します
日常生活の中で生じるさまざまな人権問
題について、人権擁護委員が相談に応じ
ます
（無料・秘密厳守）
。対象は市内在住、
在勤、在学の方。当日直接会場へお越しく
ださい。
（月）
10:00〜16:00
A12/6
E市役所1階 市民相談室
F市民局人権企画課
G6208-7611 H6202-7073

12/3〜9は
「障がい者週間」
です
障がい者福祉についての理解を深めるた
め、期間中に市内で街頭キャラバンを行う
ほか、市役所1階正面玄関ホールで作品
展示や大阪ハートフル商店街の紹介など
の啓発活動を行います。障がいの有無に
かかわらず、誰もがお互いの人格と個性
を尊重し、安心安全な生活ができる社会
を実現しましょう。
F福祉局障がい福祉課
G6208-8071 H6202-6962

環境影響評価準備書にかかる
公聴会
2025年日本国際博覧会環境影響評価準
備書にかかる公聴会
（土）
14:00〜
（受付開始は13:30）
A12/11
ATC
O
s棟南館6階
E
F環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

生活環境影響調査書の縦覧
鶴見工場
（ごみ焼却工場）
建替事業に伴う
生活環境影響調査書
A縦覧：12/17〜 来年1/17
意見書の受け付け：来年1/18〜31
大
E 縦覧：鶴見区役所行政情報コーナー、
阪広域環境施設組合建設企画課・鶴見工場
意見書提出先：大阪広域環境施設組合建
設企画課
F大阪広域環境施設組合建設企画課
G6630-3386 H6630-3582

小 ・中学校の看護師
医療的ケアの必要な
子どもたちの学校生
活をサポートする看
護師を随時募集中。
正看護師・准看護師
は問いません。応募
資格や勤務条件など
詳しくは Iをご覧ください。
F 教育委員会インクルーシブ教育推進担当
G6327-1009

大阪商店街
にぎわいマル得バル
市内５エリア
（12月は
は
2エリア、1月は３エリ
リ
ア）
で
「あきないグラ
ラ
ンプリ」
歴代受賞店舗
舗
を中心とした
「にぎわ
わ
いマル 得バ ル 」を開
催。バル期間中は、対
象店舗でお得なサー
大阪市商店街応援大使
ビスが受けられます。
吉本新喜劇 座長
酒井 藍さん
詳しくは Iをご覧ください。
（月）
まで
A来年1/31
E市内商店街
B実費負担あり
F経済戦略局産業振興課
G6615-3781 H6614-0190

大型フェリークルーズ
助成クーポン
〈当クーポンが利用できる国内フェリー〉

H6327-1023

市設瓜破霊園、
服部霊園の霊地使用者
瓜破霊園12区画、服部霊園25区画。
A募集期間：来年1/7〜14
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。
（一財）
環境事業協会
F
G6777-2001 H6264-8181

12月は
市税の滞納整理強化月間です
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。なお、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

ウムを開催。また、関西の大学や研究機関
で生み出された最新技術を体験できま
す。申込方法など詳しくはホームページを
ご覧ください。
A12/14（火）13 : 00 〜17 : 00 、15（水）
10:00〜17:00
Eグランフロント大阪コングレコンベン
ションセンター
Fうめきた2期みどりとイノベーションの
融合拠点形成推進協議会事務局
G6131-4746 H6131-4754

イノベーションストリーム
KANSAI 2021

フェリーさんふらわあ

阪九フェリー

四国オレンジフェリー

名門大洋フェリー

大阪港、堺泉北港から出港する大型フェ
リーの乗船費用が1人あたり2,000円助
成されるクーポンを1万2,800人にプレゼ
ント。動く海のホテルで四国や九州へ行っ
てみませんか？対象は府内在住の方。
（木）
〜3/１３
（日）
大阪発分
A来年2/10
D来年1/6までに Iで。
F大阪市総合コールセンター
G4301-7285 H6373-3302
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）

2024年に先行まちびらきする
「うめきた
2期」
のめざす姿を考える多彩なシンポジ

0120-01-7285

にお電話ください。

