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災害で何が起きたのか？ ～災害に備えてできること～
ケース１▶停電 ケース2▶家具の転倒

〈事象〉
台風第21号の通過により多くの地域で

電気が復旧した際に火災が発生
〈対応・備え〉
停電の長期化に備え、食料、水に加え、懐中電灯な
どを備えておきましょう
電気が復旧した際に火災が発生する恐れがあるの
で、避難する前にブレーカーを落としましょう

〈事象〉
地震時の家具類転倒、落下による負傷
（災害時のけがのうち30～50％が家具
転倒・落下による）

〈対応・備え〉
家具が倒れてきても避難できるよう配置を見直し
ておきましょう
家具は固定し、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼
りましょう

災害に備えて備蓄をしましょう 家具の転倒を予防しましょう

2025年万博の開催地が大阪に決定しました

　昨年１１月２３日にパリで開催されたＢＩＥ総
会において、２０２５年国際博覧会（万博）の開
催地が大阪に決定しました。
　市民の皆さまのこれまでの誘致活動への
ご支援・ご協力、ありがとうございました。
　これから世界中がワクワクするような国際博
覧会を皆さまと一緒に作り上げていきたいと思
います。

大阪市長　吉村　洋文

問い合わせ▶経済戦略局国際博覧会推進室　 6615-3028　 6615-7433

新年あけましておめでとうございます 開催期間：2025年 5 月3日（土）～
　　　　　　　　　 11月3日（月）　185日間 
開催場所：大阪 夢洲(ゆめしま)
想定来場者数：約2,800万人 
経済波及効果(試算値)：約2兆円
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ケース3▶デマ情報の発生 ケース4▶避難場所がわからない

〈事象〉
ツイッター等のＳＮＳによるデマの拡散
（京セラドーム大阪の屋根に亀裂、シマウ
マが逃げた等）

〈対応・備え〉
信頼できるホームページなどの情報を確認してく
ださい
　◆大阪市ホームページ
　◆大阪市危機管理室ツイッター
　　（@kikikan_osaka）　など

〈事象〉
地震や、台風時に避難したいがどこに避
難して良いのか分からない

〈対応・備え〉
大阪市ホームページや防災マップで災害の種類に
応じた避難場所を確認しておきましょう

デマ情報に注意しましょう 避難場所を確認しましょう

Android版　 iOS版

防災アプリも
便利です！⇒

問い合わせ▶副首都推進局問い合わせ担当　 6208-8989　 6202-9355
内容については、市会や大都市制度（特別区設置）協議会などで議論中であり、確定したものではありません。

特別区設置後の広域的な仕事は、大阪府が担当します。

大阪府の
広域的な仕事

大阪市の
広域的な仕事

現在

（成長産業の支援、
港湾など）

大阪府が
実施

総合区制度
◆大阪市を残し、市長のマネジメントのもと
　区長の権限を拡充し、行政サービスを実施
◆府と市が広域機能を連携

特別区制度
◆大阪市をなくし特別区を設置、住民に選ばれた　　
   区長・区議会のもと、行政サービスを実施
◆府に広域機能を一元化

市役所本庁など（各部署）が担当する仕事 特別区（4区）が担当する仕事
大阪市全体の観点での仕事
広域的な仕事
成長産業の支援
港湾　など

住民に身近な仕事
保健所の仕事
児童相談所の仕事
教育委員会の仕事　など

住民に身近な仕事
保健所の仕事
児童相談所の仕事
教育委員会の仕事
保育所の運営
道路・公園の維持管理　など

総合区（8区）が担当する仕事
住民に身近な仕事(総合区内)
保育所の運営
道路・公園の維持管理　など

上記は、引き続き市長が実施します。

今の24区に地域自治区事務所を設置し、区役所・
保健福祉センターの窓口サービス（住民票、国民
健康保険、児童手当 など）を引き続き実施します。

今の24区に地域自治区事務所を設置し、区役所・保健
福祉センターの窓口サービス（住民票、国民健康保険、
児童手当 など）を引き続き実施します。

特別区設置後

問い合わせ▶危機管理室危機管理課　 6208-7388　 6202-3776

政
市

総合区・特別区

連載第12回
総合区・特別区ってなんだろう？ それぞれの仕事は

どうなるの？

子どもの教育・医療 無償化へ

1月号 No.057

※ 特に記載のないものは市外局番「06」です。
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掲載している記事の情報
は、 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。

ホーム
ページ

タイムリーな情報も続々配信中！

Twitter Facebook

必日当はり切め締、選抽は合場の数多み込し申、料無「、はのもいなの載記に特で等し催・座講
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、返信用あて先の住所・氏名をお忘れなく。

。すまいてしと」かほ円○○「、は合場るあ分区数複、ていつに用費

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「 」です。

記号の見方

市内在住で1/1以降に出生された赤ちゃん
を対象に、新生児聴覚検査の一部費用を助
成します。12月中旬までに妊娠届出をされ
た方で、窓口で受検票の交付を受けていな
い方へは、12月下旬にご自宅へ送付してい
ます。受検票が届いていない場合は、お住
まいの区の保健福祉センターへお問い合
わせください。
こども青少年局管理課
6208-9966　 6202-6963

新生児聴覚検査費用の一部を
助成します

地下鉄今里筋
線延伸部（今里
～湯里六丁目）
におけるＢＲＴ
の社会実験を
4/1から開始し
ます。運行ルー
トは①地下鉄今里～杭全～湯里六丁目～
地下鉄長居②地下鉄今里～杭全～あべの
橋の2ルートで、運賃は大人210円、小児
110円、ⅠCカード等の利用時はOsaka 
Metro各線や大阪シティバスとの乗継割引
が適用されます。
都市交通局鉄道ネットワーク企画担当
6208-8787　 6208-0008

いまざとライナー（BRT）による
社会実験を4/1から開始します

広げるなインフルエンザ、
広げよう咳エチケット

1/21から大阪府健康マイレージ
事業のモデル実施が始まります

新婚・子育て世帯向けに
住宅ローンの利子を
補助します

1/19にOsaka Metro堺筋線のダイヤを
改正します。詳しくは をご覧ください。
Osaka Metro・シティバス案内コール
6582-1400　 6585-6466

都市整備局住宅支援受付窓口　
6356-0805　 6356-0807

Osaka Metro堺筋線の
ダイヤが変わります

2/3（日）は住民票の写しや印鑑登録証明書
等のコンビニ交付サービスが終日利用い
ただけません。ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解・ご協力をお願いします。
市民局住民情報担当　
6208-7337　 6202-7073

証明書のコンビニ交付サービス
を休止します

近年、特に若い女性の間で梅毒患者が増加
しています。梅毒は性的な接触等によって
感染する性感染症の一つです。妊婦が梅毒
にかかると、赤ちゃんに病気や障がいが出
ることがあります。梅毒検査は、無料・匿名
で受けられますので、詳しくは をご覧く
ださい。
大阪市保健所感染症対策課
6647-0656　 6647-1029

梅毒患者が増加しています

初めて住宅を購入する新婚・子育て世帯を
対象に、住宅ローンに対する利子補給を実
施しています。補助対象や申請方法等につ
いては、 をご覧ください。

水道管の凍結にご注意

冬になると水道管は、中の水が凍ったり、破
裂することがあります。屋外にむき出しに

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
症状が強く、肺
炎などの合併症を引き起こすこともありま
す。日頃から、手洗いをして予防し、症状のあ
るときはマスクをするなど咳エチケットを心
がけましょう。
大阪市保健所感染症対策課　
6647-0656　 6647-1029

スマートフォン
で専用アプリを
ダウンロードし、
ウォーキングや
国保特定健診の
受診などをする
とポイントを獲
得でき、ポイン
トに応じて抽選や交換で電子マネーや商
品券などがもらえます。詳しくは をご覧
ください。
おおさか健活マイレージ アスマイル事務局
6131-5804　 6452-5266

新たな大都市制度の一つである総合区制
度の広報紙を、1月下旬に新聞折り込み（朝
日、産経、日本経済、毎日、読売、大阪日日）
でお届けするとともに、区役所や大阪市
サービスカウンター（梅田・難波・天王寺）、
図書館等でも配布します。なお、市内在住で
新たに点字版や個別配布をご希望の方は、
電話かファックスでお申し込みください。
副首都推進局戦略調整担当
6208-8876　 6202-9355

「総合区制度に関する広報紙
（第7号）」をお届けします
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防災設備等点検のため、全面通行止めにします。
1/28（月）0：00～5：00

　〔予備日：2/4（月）0：00～5：00〕
港湾局施設管理課　
6572-2674　 6571-2398

大阪港咲洲トンネル（港区～
住之江区）夜間全面通行止め

市都際国「、は功成のトッミサ阪大02G、てっとに阪大。初本日は催開の02G
大阪」として都市格の向上を図る絶好の機会。オール大阪・関西一丸となっ
て、国内外から来訪される方々を最高のおもてなしでお迎えしましょう。

サミットへの関心・理解を深めていただくためのフォーラムを開催。立命館大
学客員教授・元外務事務次官の藪中三十二さんによる基調講演、有識者や
企業経営者、若者団体が参加するパネルディスカッションなど。定員400人
（先着順）。
申込方法など詳しくは をご覧ください。
2/4(月)14:00～17:00
大阪商工会議所
2019年G20大阪サミット関西推進協力協議会事務局
6210-9401　 6210-9337

G20大阪サミット
6月28日（金）・29日（土）に開催！
会場／大阪国際見本市会場（インテックス大阪）

「成年後見制度」において身近な立場で支
援する市民後見人の活動や、意思決定支援
についての講演。定員300人（先着順）。
2/11（月・祝）13:30～
阿倍野区民センター
2/6（消印有効）
持参またはハガキ・ファックス・ に、住

所・氏名・電話番号を書いて、〒557-0024 
西成区出城2-5-20大阪市社会福祉研修・情

市民後見人と意思決定支援に
ついてのシンポジウム

都市計画公園の変更　大深町公園（北区）
縦覧と意見書の受け付け：1/18まで
都市計画局都市計画課

6208-7891　 6231-3753

都市計画案の縦覧等

所得税の源泉徴収義務がある事業主（給与
支払者）は、今年1/1現在で市内在住の短期
雇用者・アルバイト・パート・役員等を含むす

べての従業員および昨年退職者（退職日現
在、市内在住）の給与支払報告書を、
〒541-8551 中央区船場中央1-4-3-203船
場センタービル3号館2階、船場法人市税事
務所個人市民税（特別徴収）グループへ送付
してください。
船場法人市税事務所個人市民税（特別

徴収）グループ
4705-2932　 4705-2905

【事業主の皆さんへ】
平成30年分の給与支払報告書等の
提出期限は1/31です

この日を中心に、市内の各消防署が寺や神
社などの文化財に関係する建物で、消防訓
練や立入検査を行います。貴重な文化財を
火災などの災害から守りましょう。
消防局予防課
4393-6332　 4393-4580

報センター3階、大阪市成年後見支援セン
ターへ。
4392-8282　 4392-8900

1/26は文化財防火デーです

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）などで配布、
または でもご覧いただけます。ご
意見は、送付・ファックス・ ・持参でお
寄せください。

ご意見をお聴かせください

閲覧・応募期間：1/18～2/18
福祉局自立支援課

6208-7924　 6202-6961

大阪市ホームレスの
自立の支援等に関する実施計画
【2019（平成31）年度～

案素（】度年）53成平（3202 ）

閲覧・応募期間：1/15～2/13
健康局生活衛生課

6208-9991　 6232-0364

平成31年度大阪市食品衛生
監視指導計画(案) 

鶴見緑地再生・
魅力向上計画（案）
閲覧・応募期間：1/25まで
建設局調整課

6469-3824　 6469-3895

なっている蛇口や水道管
に布を巻きつけるなどし、
早めに予防しましょう。
水道局お客さまセンター
6458-1132　
6616-5489

み　と　 じ

～Ｇ２０サミットが拓く大阪の未来～
Ｇ２０大阪サミットフォーラム
～Ｇ２０サミットが拓く大阪の未来～
Ｇ２０大阪サミットフォーラム

保育士
（育休任期付職員・非常勤嘱託職員等）
市立保育所で勤務する保育士（育休任期付
職員・非常勤嘱託職員・アルバイト［フルタイ
ム・パートタイム］）を随時募集中。採用区分
による勤務条件、申込方法など詳しくは
をご覧ください。
こども青少年局保育所運営課
6208-8121　 6202-9050
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「こども本の森　中之島」
への寄贈本
来年3月に開館予定の「こども本の森　中
之島」に配架するための寄贈本を募集しま
す。対象は2010年以降出版の児童図書で、
汚れや書き込みがないもの（1人5冊以内）。

に掲載の申込書と寄贈本を、1/4（金）
～25（金）の火・水・金および27（日）10：00
～16：45に持参または送付で、〒536-0017
 城東区新喜多東1-1-7、｢本の森準備室 本
の林」へ（送料は寄贈者負担）。
経済戦略局文化課
080-7399-3125　 6469-3897

市営すまいりんぐなどの入居者

市営すまいりんぐ(子育て応援型)・市営す
まいりんぐ・市営特定賃貸住宅・市営再開発
住宅の入居者を随時募集中。2/1からは昨
年11月以降に空家になった住宅も追加。市
外居住者、単身者も申し込み可能。申し込
みには、収入などの条件があります。
1/25から 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）など
で配布する申込みのしおりをご覧ください。
大阪市住まい公社募集担当
6882-7012　 6882-7021

市設瓜破霊園の霊地使用者

88区画、197霊地。
募集期間：1/10～16
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　
6777-2001　 6264-8181

将来の大阪文
化を担う若手芸
術家に対し、一
層の飛躍の期
待を込めて贈
る賞。贈呈式で
は、平成26年
度受賞者の福
井麻衣さんに
よるハープ演
奏をお楽しみい
ただけます。定
員700人。
2/25（月）18：30～
中央公会堂
2/12
往復ハガキに住所・氏名・電話番号・参

加人数（2名まで）を書いて、〒530-0015 
北区中崎西1-4-22-312、咲くやこの花賞
受賞者等支援事業実行委員会へ。
6372-6707 　 6372-3691

咲くやこの花賞贈呈式

市内に現存する最古の洋風建築である泉
布観を一般公開。定員各日400人。
3/22（金）～24（日）10：00～17：00（入

館は16：30まで）
泉布観
1/25（消印有効）
往復ハガキに住所・氏名・希望日・参加

重要文化財「泉布観」一般公開

子どもが喜ぶ読み聞かせや絵本の選び方
をご紹介。読み聞かせの実演もあります。
対象は子育て中の父親と子ども（父親の
みの参加も可）、または父親になる予定の
方。定員30人（先着順）。
2/23（土）10：00～11：30
中央図書館
1/28 10：00から、 または電話で。

参加にあたって配慮が必要な方は、事前に
お知らせください。
教育委員会生涯学習担当
6539-3346　 6532-8520

子どもと一緒に！パパのための
絵本読み聞かせ講座

「もしかして認知症かな？」と思ったときに相
談できる場所をご存知ですか。悩み解消の
糸口を当院の精神保健福祉士と認知症を
専門とするあべのオレンジチームの相談員
がお話しします。定員100人（先着順）。
1/28（月）14:00～15:00
市立大学医学部附属病院
1/11

4第「、でスクッァフ・キガハはたま口窓
回認知症セミナー」を明記のうえ、住所・代
表者氏名・電話番号・参加人数（3人まで）を書

第4回認知症セミナー「もしかして
認知症かな？」と思ったときに

嘱託職員
（知的障がいのある方対象）
市役所（福祉局）での事務に従事する職員。
定員1人。対象は市内在住で療育手帳の交
付を受け、地方公務員法第16条〈欠格事
項〉に該当しない方。
選考試験：2/6（水）
1/18
区役所、市民情報プラザなどで配布

（ にも掲載）の申込書を、送付または持参
で、 福祉局障がい福祉課へ。
6208-8072　 6202-6962

せん　ぷ　かん

いて、〒545-8586 阿倍野区旭町1-5-7、大
阪市立大学医学部附属病院患者支援課「認
知症セミナー係」へ。
6645-2857　 6636-3539

記念コンサートを行う
ハープ奏者　福井麻衣さん

イベント

講座・教室

お知らせ

拉致被害者等家族の訴えや拉致問題につ
いての講演、ミニコンサートなど。定員700
人（先着順）。
1/26（土）14：00～16：00
エル・おおさか
1/17

または往復ハガキ・ファックスで、住
所・電話（ファックス）番号・参加者全員の氏
名を書いて、 市民局人権企画課へ。参加
にあたって配慮が必要な方は、事前にお知
らせください。
6208-7619　 6202-7073

拉致問題を考える
国民の集いin大阪
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は[日時・期間]、 は[会場]、 は[費用]、 は[締め切り]、 は[申し込み]、 は[問い合わせ]、 は[大阪市ホームページ]、 は[Eメール]、
は[〒  大阪市北区中之島  大阪市役所内]を表します。 特に記載のないものは、市外局番「06」です。

子どもの教育・医療 無償化へ



（まずは一報 なにわっ子）

児童虐待の通告·相談は、24時間365日対応の
「児童虐待ホットライン」

0120‐01‐7285
にお電話ください。

通報窓口
6647-0835（平日9：00～17：30）
ryokan2016@city.osaka.lg.jp

違法民泊かな？
と思ったら

資料や写真パネル、剥製標本などを用い
て、今年の干支の動物「亥」について紹介
します。
1/1（火・祝）～14（月・祝）
天王寺動物園

6771-8401　 6772-4633

東洋陶磁美術館
大人600円ほか
東洋陶磁美術館
6223-0055 　 6223-0057

大阪市総合コールセンター
4301-7285　 6373-3302

干支の動物展

クルーズ客船会社の方々を講師に迎え、ク
ルーズの魅力を紹介するセミナー。プレゼ
ントが当たる抽選会も（※当日、客船は入
港していません）。定員250人。
2/9（土）14：00～16：30
海遊館ホール
1/30
で。定員に達していない場合は、当日

先着で参加可。

平成30年12月号「大阪市民のみなさ
んへ」でお知らせした、大都市制度（特
別区設置）協議会だより（第6号）の発行
を延期させていただいております。
副首都推進局戦略調整担当
6208-8876　 6202-9355

大阪港クルーズセミナー

2/11(月・祝)まで9：30～17：00、月曜休
館（月曜が祝日の場合は翌平日※1/14
（月・祝）、2/11（月・祝）は開館）

ニューヨークを拠点とする写真家エリック・
ゼッタクイストの日本初個展として、当館の
所蔵品を撮影した34点の写真を、被写体と
なった陶磁器作品とともにご紹介。

企画展「オブジェクト・ポートレイト 
Object Portraits 
by Eric Zetterquist」

大阪国際女子マラソンはヤンマース
タジアム長居を、大阪ハーフマラソン
は大阪城公園・東側（玉造筋）をそれぞ
れスタートし、ヤンマースタジアム長
居のフィニッシュをめざします。皆さん
の熱い声援をお願いします。

当日は長時間の交通規制が行われます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協
力をお願いします。

経済戦略局スポーツ課　
6469-3883　 6469-3898

■交通規制にご協力をお願いします

1/27  12：10 スタート1/27  12：10 スタート

第38回大阪国際女子マラソン・2019大阪ハーフマラソン第38回大阪国際女子マラソン・2019大阪ハーフマラソン

人数（2人まで）を書いて、〒553-0005 
福島区野田1-1-86 業務管理棟8階、経済
戦略局博物館運営企画室「泉布観一般公
開」係へ。
大阪市総合コールセンター
4301-7285 　 6373-3302

大都市制度（特別区設置）協議会だより
（第6号）の発行延期について

筋
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堺
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谷
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今
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道頓堀橋南詰交差点
折り返し点

森ノ宮駅前

大池橋

勝山4丁目

玉造

昭和町駅前

今川2

大阪市役所

大阪城

中央大通

長堀通

土佐堀通

千日前通

勝山通

松虫通

筋
造
玉

スタート 12：10
フィニッシュ 14：30～15：50ごろ

ヤンマースタジアム長居
大阪国際女子マラソン

フィニッシュ 13：10～14：10ごろ
大阪ハーフマラソン

大阪城公園
大阪ハーフマラソン
スタート 12：10

１１：３０～
１５：４０ごろ
交通規制

土佐堀通
12:20ごろ～14:40ごろ

御堂筋
12:20ごろ～14:10ごろ

勝山通
12:20ごろ～15:10ごろ

玉造筋
11:30ごろ～14:50ごろ

松虫通
11:50ごろ～15:20ごろ

今里筋
12:20

～

15:20

あびこ筋
11:50ごろ～15:40ごろ

ごろ

ごろ
大阪国際女子マラソン

い

エリック・ゼッタクイスト
《青磁劃花 葉文 八角水注》
2016年

青磁劃花 葉文 八角水注
北宋時代、越窯系（龍泉窯）
撮影 六田知弘
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