編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.33㎢

人口…2,748,839人

世帯数…1,483,151世帯

令和3年12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。
●

タイムリーな情報も
続々配信中！

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。

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。

3/1〜 7は
「春の火災予防運動」
期間です

前立腺がん検診を受けましょう
予防接種は遅らせず、
予定どおり受けましょう
お子さんの健やかな成長のために、
予防接種は適切な時期に受ける必要
があります。委託医療機関などでは
接種を行う時間や場所に配慮し、換
気や消毒を行うなど、感染防止対策
に努めています。健康が気になると
きだからこそ、予防接種は遅らせず、
予定どおり受けましょう。
E委託医療機関など
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

予防接種はお済みですか？

麻しん風しん
（MR）
ワクチン
MR2期の対象となる平
成27年4/2〜平成28年
4/1生まれのお子さん
は、3/31まで無料で予
防接種が受けられます。

高齢者等の肺炎球菌ワクチン
対象の方は、3/31までに接種いただ
くと、自己負担は4,300円です
（生活保
護受給者および市民税非課税世帯の
方などは、接種時に介護保険料決定通
知書
（保険料段階が1〜4段階に限る）
などの書類を持参で無料）
。対象は、
昨年
4/1〜3/31に①65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100歳とな
る方②60歳以上65歳未満で、心臓・
じん臓・呼吸器の機能やヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に障がい
のある方（①②ともに過去に接種を受
けた方は除く）
。

高齢者等のインフルエンザ
ワクチン ※期限延長
ワクチンの生産・出荷が遅れているこ
とから接種期限を延長しています。対
象の方は2/28までに接種いただくと、
自己負担は1,500円です
（生活保護受
給者および市民税非課税世帯の方な
どは、接種時に介護保険料決定通知書
（保険料段階が1〜4段階に限る）
などの
書類を持参で無料）
。対象は①65歳以
上の方②60歳以上65歳未満で、心臓・
じん臓・呼吸器の機能やヒト免疫不全
ウイルスによる免疫の機能に障がいの
ある方。
E委託医療機関など
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

対象は3/31現在50歳、
55歳、
60歳、
65歳、
70歳の男性で、自己負担は1,000円です
（生活保護受給者および市民税非課税世帯
の方などは無料）
。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。
E取扱医療機関
Fがん検診専用電話
G6208-8250 H6202-6967

Jアラートによる
情報伝達訓練の実施
地震・津波などの
緊急事態に備え、
（全国瞬
Jアラート
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など
で伝えます。今回の訓練に伴うエリアメー
ル・緊急速報メールの配信はありません。
（水）
11:00頃
A2/16
F危機管理室危機管理課
G6208-7388 H6202-3776

3月は自殺対策の強化に
取り組みます
3月の自殺対策強化月間にあわせて、24
時間対応の集中電話相談を行います。
（火）
〜31
（木）
A3/1
24時間対応相談電話 G0570-064-556
Fこころの健康センター
G6922-8520 H6922-8526

ハローステップ就職応援プラザ
in城東区民センター
就職が困難な方の雇用・就労を支援するた
め、職業相談や求人検索のほか、適性診
断、面接の受け方など、あらゆる面でサ
ポートします。10社の就職面接会も同時
開催。詳しくは Iをご覧ください。
（月）
13:00〜16:00
A2/21
E城東区民センター2階大ホール
F地域就労支援センター
0120‐939‐783 H6567-6891
U

期間中、市内の各消
防署では、防災講演
会や 消 防 訓 練 など
の 啓 発 活 動を行 い
ます。詳しくは各消
防署へお問い合わせ
ください。
F消防局予防課
G4393-6320 H4393-4580

姉妹都市交流推進事業に対して
補助金を交付します
大阪市の姉妹都市との交流を推進し、広く
市民と共有することを目的に、国際交流団
体、NPO法人、市民ボランティア等が実施
する事業への補助金。詳しくは Iをご覧く
ださい。
C3/4
DFIに掲載の申請書に必要事項を書い
て、
持参または送付で、
〒559-0034 住之江
区南港北2‐1‐10 ATC I TM棟4階、
経済戦
略局国際担当へ。
G6615-3745 H6615-7433

2/7は北方領土の日です
は ぼ ま い ぐ ん とう

都市計画案の縦覧等
公園の変更
（東住吉区）
矢田教育の森公園
A縦覧と意見書の受け付け：2/10まで
EF計画調整局都市計画課
G6208-7891 H6231-3751

くな しりとう

えとろ ふ

とう

島）
は、我が国固有の領土です。
しかし、い
まだにロシアによる不法占拠が続いてい
ます。国民全ての願いである北方領土の
早期返還の実現に向けて、皆さんに認識
と理解を深めていただくため、
パネル展を
開催します。
（月）
〜18
（金）
A2/7
E市役所1階 市民ロビー
F総務局総務課
G6208-7412 H6229-1260

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
などでお寄せください。

大規模小売店舗立地法に基づく
届出書の縦覧等
【新設】
①
（仮称）
ドラッグコスモス南港中店
②
（仮称）
阪急三国店舗計画③
（仮称）
フレ
スポ阿波座
A縦覧と意見書の受け付け：①3/14まで
②3/22まで③4/11まで
E 経済戦略局産業振興課または①住之江
区協働まちづくり課 ②淀川区政策企画課
③西区地域支援課
F経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

し こ た ん とう

北方領土
（歯舞群島・色丹島・国後島・択捉

大阪市水道経営戦略
（2018-2027）
【改定案】
A閲覧・応募期間：2/24まで
EF水道局企画課
G6616-5410 H6616-5419

市営住宅の入居者
公営住宅、中堅所得者層向け住宅
「市営す
まいりんぐ」
等の入居者。申し込みには収
入などの条件があります。
（送付の場合は消印有効）
C2/15
DIまたは住情報プラザ、大阪市サービ
スカウンター
（梅田・難波・天王寺）
、区役所
などで配布している申込みのしおりをご
覧ください。
F市営住宅募集センター募集担当
G6882-7024 H6882-7051

マイナンバーカードを取得しましょう！
マイナンバーカードは、
顔写真付きの本人確認
書類として使えるほか、
コ
ンビニでの住民票の写し
や課税証明書の取得など
にも利用でき便利です。

マイナンバーカードがあれば最大5,000円分のマイナポイントがもらえる！
対象はマイナンバーカードを取得し、
マイナポイントを申し込んでいない方。まずは
マイナンバーカードを作って、各区役所に設置している特設ブースや対応スマホで
マイナポイントを申し込みましょう。詳しくは Iをご覧ください。

※健康保険証および公金受取口座登録に関するポイント付与の時期は未定です。現時点で

はまだ申し込みできませんので、
ご注意ください。

Fマイナンバー総合フリーダイヤル U0120‐95‐0178 H0120‐601‐785（平日9:30〜20:00、土日祝9:30〜17:30）
区役所でのマイナポイント申し込み：マイナポイント特設ブース運営事務局 G6260-4333 H6260-4334（平日9:30〜17:00）

