編集/大阪市政策企画室

06-6208-7251

06-6227-9090

面積…225.33㎢

人口…2,744,847人

世帯数…1,487,738世帯

令和4年4月1日現在（推計）

安全・安心な教育の推進
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。

麻しん・風しん
（MR）
予防接種を受けましょう
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28年4/2〜
平成29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。
E委託医療機関
F大阪市保健所感染症対策課
G6647-0656 H6647-1029

特定医療費
（指定難病）
受給者証の更新
医療費助成を継続して受けるには、
7/1〜
12/28にお住まいの区の保健福祉セン
ターへ更新申請が必要です。対象者には申
請書を同封した案内を7月上旬までにお送
りします。受給者証の交付には約3か月か
かりますので、
お早めにご申請ください。
F大阪市保健所管理課
G6647-0923 H6647-0803

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
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

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 Iま
た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

視覚に障がいのある方へ
「選挙のお知らせ」
をお届けします
候補者等の情報を掲載した「選挙のお
知らせ」
の点字版、音声CD版、音声テー

プ版をお届けします。市内在住で、新た
に送付または種類の変更をご希望の方
は、電話またはファックスでお申し込み
ください。
F行政委員会事務局選挙課
G6208-8511 H6204-0900

大阪府北部地震から4年
地震による被害を防ぐために
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
ブロック塀などの撤去
や撤去後の軽量フェン
スなどの設置にかかる
費用を一部補助します。
補助要件など詳しくは
お問い合わせください。

住まいの耐震化にかかる
費用などを補助します
民間戸建住宅や共同住宅の耐震診断・
耐震改修の費用、
また、耐震性が不足し
ている民間戸建住宅などの除却
（解体）
の費用を一部補助します。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

新たなペットボトル回収・
リサイクルシステムに取り組む
地域コミュニティを募集しています
「廃棄物」
として処
理されているペット
ボトルを、参画事業
者と連 携しな がら
「有価物（原料）」
と
して取り扱うことで
売却益を地域に還
元し、ペットボトルの資源循環を推進する
システムに取り組んでいます。
このシステ
ムに新たに取り組む地域を随時募集して
います。詳しくはお問い合わせください。
F 環境局家庭ごみ減量課
G6630-3252 H6630-3581

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、
啓発に関する展示を行います。
（木）
〜29
（水）
A6/23
E市役所１階 正面玄関ホール
F市民局男女共同参画課
G6208-9156 H6202-7073

6月は食育月間です
〜朝ごはんを食べよう〜
農林水産省の研究結
果から、朝ごはんを
毎日食べると
「心の
健 康 が 保 たれる」、
「学力や体力に良い
影響がある」
と考え
られています。心身
の健康を保つため、

環境影響評価図書の縦覧
梅田1丁目1番地計画事後調査報告書
A 縦覧：6/30まで
EF環境局環境管理課
G6615-7938 H6615-7949

大阪市食育推進
キャラクター
「たべやん」

毎 日 朝 食 を 食 べる習 慣 を 身につ けま
しょう。お笑い芸人のからし蓮根による
動画「朝食抜いて超ショック」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）
ラ・ムー生野巽西店 ②
（仮
称）
大阪中央突堤臨港計画
A縦覧と意見書の受け付け：8/15まで
E経済戦略局産業振興課①生野区地域
まちづくり課②港区総務課
F経済戦略局産業振興課
G6615-3784 H6614-0190

6/4〜10は
歯と口の健康週間です
歯と口の健康に関す
る正しい知識や、
歯科
疾患を予防するため
の適切な習慣を身に
つけましょう。特に歯
周病は、自覚症状が
ないまま進行し、
全身
の病気を悪化させる可能性があります。
40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳の方を対象に、500円で受けられる
歯周病検診を実施しています。詳しくはI
をご覧ください。
F健康局健康づくり課
G6208-9963 H6202-6967

6月は

就職差別撤廃月間 です

〜就職の機会均等をめざして〜

市長の資産等補充報告書等の閲覧
7/4から令和4年の市長の資産等補充報
告書等がご覧いただけます。概要は Iか
らもご覧いただけます。
EF 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。

「就職差別110番」
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う窓口を6/30ま
で設置しています。大阪府商工労働部労
働環境課へG 6210-9518
（土日を除く
10:00〜18:00）
またはJでお問い合わ
せください。
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地域就労支援センター
0120-939-783 H6567-6891

大阪市霊園整備計画
（将来ビジョン）
（案）
A閲覧・応募期間：6/29まで
EF環境局施設管理課
G6630-3135 H6630-3580

「大阪市再生可能エネルギーの
導入等による低炭素社会の
構築に関する条例」
の
一部改正について
A閲覧・応募期間：6/30まで
EF環境局環境施策課
G6630-3217 H6630-3580

なんば駅周辺における
空間再編推進事業
整備プラン
（案）
A閲覧・応募期間：6/30まで
EF計画調整局開発計画課
G6208-7896 H6231-3751

