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行ってみよう、選挙！

日程等は後日お送りします
投票案内状でご確認ください

今夏、参議院議員通常選挙が予定されています。
今後の日本の進路を決める重要な機会です。有権者の皆さん、必ず投票しましょう！

投票日当日に投票に行けない方は、期日前投票・不在者投票をご利用ください。
期日前投票

安心して投票所へ
お越しください

A 公示日の翌日から投票日の前日まで

# 8:30〜20:00
（投票日直前６日間は21:00まで延長）

2淀川区役所

不在者投票

※

マイナンバーカードをお持ちであれば、滞在先での不在者
投票の投票用紙請求は、オンライン請求が便利です！

出張等の都合により名簿登録地の区役所等での期日前投票ができない方は
※
滞在先 の市区町村選挙管理委員会で、また、不在者投票の施設として指定
された病院等の施設に入院・入所している方はその施設で、それぞれ不在者
投票ができます。また、身体に一定の重度障がい等のある方は、郵便等に
よる不在者投票ができます。
詳しくは大阪市ホームページ
「投票へ行こう！」
をご確認ください。
▶

新型コロナウイルス感染症により療養等されている方で、一定の要件を満たす場合、
郵便等で投票をすることができます。

皆さんの投票を全力
でサポートします。
気軽にご相談を！

投票箱

特例郵便投票

大阪市選挙マスコット
「センキョン」

視覚に障がいのある方は、
点字で投票することができ
ます。
ご自身で用紙への記入が困
難な場合は、代理投票がで
きます。
車いす用の投票記載台や段
差解消のためのスロープな
どを設置しています。
投票の際に手話通訳が必要
な方は、事前に問合せ先ま
でお申込みください。

9 淀川区選挙管理委員会 ５階51番 a6308-9626

区役所職員 の豆 知識リレー
15人目

20箱の仲間達
投票箱

４月より淀川区住みます芸人に
就任しました、
バッハの休日と申します！

こんにちは、淀川区役所総務課の投票箱です。そろそ
ろ参議院議員の選挙だね。いろいろ準備しとかないとね。
知ってる？投票箱ひと箱が投票用紙を何枚食べられ
るか。大きい仲間で
1万5千枚。小さい仲
間で8千枚だって。
淀 川 区 内 には20
箱 の 仲 間 が 居 て、
お腹を空かせている
んだ。待ってるね、

選挙。お腹いっぱい
にしてね。

新 淀川区住みます芸人
の休日 の 呑気な休日

皆さんの大切な1票を
お届けください。

芸歴２年目でコントをメイン
に活動しています。
淀川区を盛り上げられるよう
一生懸命、全身全霊、全力投球、
全員野球で頑張ります！

編 集 後 記

総務課

三宅係員

9淀川区選挙管理委員会 ５階５１番 a6308-9626

表紙と巻頭特集で、食べ物の
写真をたくさん撮りましたが、
写真で 見る美味しさ を表現
するのはホントに難しい。表紙
の 卵 焼きも撮 影 終 了 時には
すっかり冷めてしまいました
が、
きちんと美味しくいただき
ました。
（広報担当：松本）
▲ごちそうさまでした！

よどマガ！に広告を掲載しませんか？

発行部数122,300部！区民の皆さんに親しまれている
「よどマガ！」
に広告を掲載しませんか？区民や区内の事業所に広くアピールできるチャンスです！

18 お問合せは広告代理店の株式会社ジチタイアドまで。 9 株式会社ジチタイアド a 092-716-1401
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All right 人権
考え方、生き方は人それぞれ。
好きなこと、嫌いなことも人そ
れぞれ。得意なこと、苦手なこ
とも人それぞれ。誰一人同じ人
はいません。お互いの個性を尊
重しあって、自分らしく生きてい
ける、笑顔がつながるまちへ。
多様な性、多様な生き方を淀川
区は尊重しています。

職員の名札には、夢ちゃんと
ともに6色の虹のマークが入って
います。性の多様性を尊重する
シンボルとして世界的に用いら
れている6色の旗のデザインで
す。区のチラシやポスターにも
よく見ると虹が！ぜひ見つけてみ
てください。

今 月の

イベントピックアップ！

6月イベントカレンダー

６日
（月） 健康講座
「保健栄養コース」
申込み開始 ▶３面
「ものがたりのちから」
実行委員申込み開始 ▶6面
７日
（火） ゆめちゃん☆ハッピールーム申込み開始 ▶６面
９日
（木） ゆめちゃん☆ハッピールーム特別編申込み開始 ▶６面
２６日
（日） 日曜開庁 ▶5面

7月イベントカレンダー
1日
（金） 市営住宅申込みしおり配布開始〜１４日
（木）▶６面
妊婦教室申込み開始 ▶８面

淀川区役所公式

Instagram

yodo
gaw
＝ yod a ＋ watc
h
oga w
a tch

1. 淀川区内で写真を撮る

9市民協働課（教育支援）
a6308-9415

2.「#yodogawatch」
をつける
3. 撮影場所がわかるように投稿

「あ、淀川区にもこんな景色あったん
だ。
」
まだみんなに知られていない、淀川
区の魅力を教えてください。

投稿していただいた魅力的な一枚を、淀
川区役所公式Instagramやよどマガ！誌面
でご紹介します。
淀川区役所公式
▶▶▶
Instagramはこちら

9政策企画課
（広報）
5階51番 a6308-9404

淀川区長
おか もと

た

か

し

岡本 多加志

大規模災害や出水期に備えて
本年1月、政府の地震調査委員会により、南海トラフで今
後40年以内にマグニチュード8から9クラスの巨大地震が発
生する確率が、これまでの
「80〜90％」
から
「90％程度」
に引
き上げられました。この１年間を振り返ってみても大きな地震
が各地で発生しており、南海トラフ巨大地震についても、い
つ起きてもおかしくないと感じています。

齢別にみると18歳から29歳までの方で、何も備蓄していない
方は43.4%と高い数値が出ています。
大規模災害において発災直後の初動段階においては、
役所からの助けに頼ることはできず、自分自身や家族で何と
かすることや、隣近所の人たちで助け合うことでしか、災害を
乗り切るのは困難です。

大規模災害が発生すると、水・電気・ガスなどのライフラ
インの復旧や、救援物資の到着までには一般的に3日程度
かかると言われています。
本年1月に実施した区民アンケートにおいて、災害に備え
て飲料水や食料の備蓄を行っている区民は、7日分以上が

また、例年6月から10月末までは出水期と言われ、梅雨末
期に多く見られる集中豪雨や、台風による洪水が各地で発
生しています。
区民の皆様、まずは自分の命、家族の命を守るために、
「家
具などの固定」
「
、3日分以上の飲料水や食料の備蓄」
、また、

6.5％、3〜6日分が27.4％、1〜2日分が40.3％、何も備
蓄していない方が25.4%、無回答が0.4％でした。また、年

昨年各戸に配布したハザードマップでの
「避難場所や避難経
路の確認」
など災害の備えをお願いします。

広報誌の配布 毎月1日から5日までの間に全戸配布でお届けしています。配布漏れ等のお問合せは、政策企画課（a6308‐9404）
まで。
メール、
お電話・ＦＡＸなど、いずれの方法でもＯＫです。
編 集 と 発 行 広報誌面へのご意見・ご感想は、

9 政策企画課（広報）
５階５１番 a６３０８-９４０４ b６８８５-０５３４ 7 tl0009@city.osaka.lg.jp
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