★犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
問合せ 市民局人権企画課 ☎6208-7489 FAX6202-7073
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広報

安 全

区役所

「自転車盗難・ひったくり防止
キャンペーン」のお知らせ

安 心 通 信

・

8

警察署

無料

災害の備えはできていますか？

榎本南公園

平成２３年３月１１日午後２時４６分

東日本大震災が発生しました。

（赤）
今回配 布のワイヤー 錠とカバー

ひったくり防止カ
自転 車でお越しいただいた方に、
。
（先 着1 00名 ）
配布
バー およびワイヤ ー錠 を無 料で
！
くる
って
もや
」
リス
道ア
「国
鶴見区住みます芸人

（月）14時〜14時30分
日時 3月14日

915-9848
問 合 せ 市民協働課 1階⑧番 ☎6

ひったくり防止
カバーキャンペーン

※雨天中止

還付 金詐 欺に注意！
還付 金＋ＡＴＭ＝詐欺

ATM で医 療費 や保 険料 は 戻ってき

大阪 府警 察からの お願 い

ませ ん！
！

役所等を名乗る電話の
南海トラフ地震に備え
それは、
詐欺が多発し、警戒中です。 詐欺です！
●非常持出品の準備 ●避難場所の
！
確認
●家族間の安否確認手段 ●家具の
電話の 相手から、
転倒防止対策
「医療 費等の 返金
（還付 金）
などについてご家族や周りの方々と
話し合う機会を設けましょう。 「AT Mの操 作を教える」 がある」
などと言われていませんか？
感染症予防キット マスク、消毒薬、
石けん、
うがい薬などもお忘れなく

問合 せ 鶴見警察署 ☎6913-123
4 FAX6913-1869

（今津中1-9）
場所 榎本南公園

3 月 号

消防署

無料

春の火 災予防 運動

日時 3月22日
（火）①11時〜（先着3

00名）
②13時〜（先着300名）

（月）
〜7日
（火）
3月1日

『人と人 つなぐ命は 防火から』

場所 イオンモール鶴見緑地

1階⑭番出入口（フルールガーデ
ン）
問 合 せ イオンモール鶴見緑地 ☎6
915-8600

《令和3年度大阪市防火標語》

住宅用 火災警 報器を 点検しましょう!!

火の

用心

住宅用火 災警報器を設置し
火災の早 期発見のため、
作動確認し、音声やブ ザー
定期的に
ましょう。設置後は
音を聞い てみましょう。住宅用火 災警報器 のボタンを
またはひもを引いて作動確 認をしましょう。
押す、

問 合 せ 鶴見消防署 ☎6912-0119

つるりっぷ の

被害 防止 のため 、携帯 電話で 通話し
ながらATM を操作
されている方にお声かけをさせて
いただいています。
ご協力よろしくお願いします。

FAX6912-6043

コロナ禍において災害が起こったとき、災害時避難所に多くの人が集まるとせっかく災害から逃れ
ても感染のリスクにさらされることになります。
「避難」
とは難を避けることであり、必ずしも避難所へ行
くことではありません。自宅や友人・知人宅で安全が確保できる場合は在宅避難をお願いします。

在 宅 避 難されている方 へ 食 料と物 資を配 給します

在宅避難をしていると、いずれは備蓄物資がなくな
り、補充が必要になります。避難所の備蓄を確保するた
めに、在宅避難をしていることを、避難所へ連絡してく
ださい。避難所で食料等の配給時間等をお知らせしま
すので、適宜、確認に来てください。お知らせした時間
になったら、
配給場所まで食料等を受け取りに来てくだ
さい。
（ 配達はありません）
問合せ 市民協働課 1階⑧番 ☎6915-9846

車中避難の注意点と準備
●自家用車等に避難する車中避難も同様の対応になりますが、車
中避難は、
エコノミークラス症候群などの健康管理上の問題があ
るため、避難所への避難をお勧めします。また、避難所となる学校
では充分な駐車スペースの確保が困難なため、移動をお願いす
ることがあります。

●車中避難を検討されている方は、近くにある駐車可能な場所
（緊
急車両の妨げにならない場所、水害時は浸水しない場所など）
を
事前に把握しておきましょう。

新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）
18歳以上の方で接種の対象となる方に3回目接種券を順次お送り
しています。接種券が届いた方から予約・接種できます。送付スケ
ジュール等詳細は、大阪市ホームページをご確認ください。
●個別接種

大阪市ホームページで取扱医療機関をご確認
のうえ、直接、医療機関にご予約ください。

●大阪府大規模接種

接種予約
サイト

接種予約
サイト

☎0120-296-567
（7時〜21時 毎日）

接種希望日の前日までにインターネットから予
約してください。

Q 武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。
武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、2回目接種後と比較して、発熱や疲労な
A どの接種後の症状が少ないことが報告されています。なお、3回目接種に用いる量は、1・2回
（注）
接種後の症状のうちリンパ節症は、
2回目よりも3回目の方が多く見られます。

鶴見区

ホームページ

大阪市新型コロナワクチン ☎0570-065670 または
☎06-6377-5670
（9時〜21時 毎日）
コールセンター

自衛隊大阪大規模接種会場
コールセンター

※この情報は令和4年2月14日
現在のもので、変更となる場合があります。

出典：特例承認に係る報告書より

毎週月曜日9時から、その翌週接種分の予約を電話
またはインターネットで開始します。

電話またはインターネットから予約してください。

接種 無料

目接種で用いた量の半量となります。

大阪市
ホームページ

●大阪市集団接種

●自衛隊大規模接種

から
コロナ禍だナウ
在宅避難

LINE
予約

Q ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。
1・2回目の接種では、
ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後
A も高い重症化予防効果（※）が維持されています。ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチ
ンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの
方が、
感染予防、
発症予防、
重症化予防
（※）
の効果が有意に高かったと報告されています。

（※）
重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.）

5歳から11歳の方へ
予約受付
サイト

接種券を発送します。

接種は個別接種のみになります。
接種できる医療機関は大阪市ホームページでご確認ください。

問 合 せ 大阪市新型コロナワクチンコールセンター ☎0570-065670／☎06-6377-5670（9時〜21時）

