
ネーミングライツ

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

南港中央野球場ネーミングライツ 未定 価格競争 ― ― ― ― 経済戦略局 スポーツ課 06-6469-3867

河川施設
ネーミングライツ

令和５年４月 価格競争 太左衛門橋船着場・湊町船着場・日本
橋船着場

太左衛門橋165,000円
湊町55,000円

日本橋155,000円
― ― 建設局 河川課 06-6615-6833

野球場等ネーミングライツ 未定 価格競争 都市公園内有料スポーツ施設 ― ― ― 建設局
公園緑化部

調整課
企画運営担当

06-6615-6759



施設を活用した広告

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

中央公会堂屋内壁面広告
設置使用料

（前期）
　令和５年３月１日～31日
（後期）
　令和５年９月１日～30日

価格競争 エレベーター3基 264,000円 ― ― 経済戦略局 文化課 06-6469-3890
掲出期間
前期：5月1日～10月30日
後期：11月1日～翌年4月30日

社会福祉センター
建物内壁面広告

令和５年３月 先着順 社会福祉センターEV内4枠、壁面3枠の
計7枠

― 3,000円 ― 福祉局 経理・企画課
（管財）

06-6208-7923 EV内は2枠1組で募集し、
月6,000円

平野住宅管理センター
屋内広告

令和５年３月
から随時

先着順 平野住宅管理センター入口右横の壁面
及び待合室壁面

― 48,000円 ― 都市整備局 管理課
（管理）

06-6208-9261 ＠2,000円/枠×2枠×12月

阿倍野南北線
公共地下通路

令和５年１２月
募集予定

価格競争 阿倍野区阿倍野筋１丁目　19箇所 ― ― ― 建設局 道路河川部
調整課

06-6615-6773

阿倍野歩道橋・
湊町駅前東西線地下歩行者道

令和５年１２月
募集予定

価格競争 阿倍野区阿倍野筋１丁目
浪速区湊町１丁目　８箇所

― ― ― 建設局 道路河川部
調整課

06-6615-6773

大阪城京橋
プロムナード

令和５年１２月
募集予定

価格競争 中央区城見～都島区片町間　16基
浪速区湊町１丁目　８箇所

― ― ― 建設局 道路河川部
調整課

06-6615-6773

十三駅自転車駐車場
西側壁面広告

募集予定
（R5年11月）

価格競争 西側外壁 528,120円 ― ― 建設局 方面調整課
自転車対策担当

06-6615-6683

咲洲国際船客上屋 令和５年４月 先着順 咲州国際船客上屋屋内壁面 ― 5,000円 ― 大阪港湾局 海務課（埠頭） 06-6572-4033

阿倍野市民学習センター
施設内壁面

令和５年３月 先着順 阿倍野市民学習センターロビー内施設
内壁面

― 5,000円 ― 教育委員会事務局 生涯学習担当 06-6539-3345

広告付きAED 未定 価格競争 未定 ― ― ― 都島区役所 総務課 06-6882-9625

広告付き周辺案内地図
（区役所・区民センター）

令和5年11月 価格競争 福島区役所1階及び福島区民センター1
階

70,000円 ― ― 福島区役所 企画総務課
（総務）

06-6464-9625

エレベーター内・外パネル広告 令和5年4～6月頃 先着順 中央区役所１階エレベーター内外に設
置したパネル内広告

― 未定 ― 中央区役所 総務課
（総務）

06-6267-9988

あべの筋西側道路照明灯を
活用したバナー広告

令和５年３月 価格競争 あべの筋西側道路照明灯 ― ― ― 阿倍野区役所 市民協働課
（市民協働）

06-6622-9684

あべの筋東側道路照明灯を
活用したバナー広告

令和５年３月 価格競争 あべの筋東側道路照明灯 ― ― ― 阿倍野区役所 市民協働課
（市民協働）

06-6622-9684

西成区民センターロビー壁面
広告

令和５年３月 先着順 西成区民センター１階ロビー壁面 ― 5,000円 ― 西成区役所 市民協働課 06-6659-9734



パンフレット等印刷物

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

くらしの便利帳 令和５年４月～６月 ―
市民向け生活ガイドブック（24区版）転入
者・希望者に各区役所等で配布

― ― 350,000部 政策企画室
市民情報部
広報担当

06‐6208‐7251
詳細は協働発行事業者へ
お問い合わせください。

固定資産税PR用パンフレット 令和５年11月 先着順
固定資産税 （土地・家屋）の制度につい
て説明したパンフレットを各市税事務所
に配架、実地調査時に配布

― 7,500円 5,900部 財政局
課税課

（固定資産税
（土地））

06-6208-7761

令和６年度版地域包括
支援センター周知用パンフレッ

ト
令和５年11月 価格競争

【掲出場所】
　地域包括支援センター（66か所）及び
各区保健福祉センター等
【対象者】
　利用者等
【印刷物の内容等】
　地域包括支援センターに関する案内
や、所在住所等を掲載

― ― 29,000部 福祉局

地域包括ケア
推進課

（地域包括ケア
グループ）

06-6208-8060

―障がいのある方へ―
福祉のあらまし(令和５年度版)

令和５年６月 価格競争
制度や障がい者施策を簡潔にまとめた
冊子。本庁、各区役所、サービスカウン
ター等で配布

12,000円×1枠＝12,000円
14,000円×1枠＝14,000円
20,000円×1枠＝20,000円
30,000円×2枠＝60,000円
36,000円×1枠＝36,000円

― 37,000部 福祉局 障がい福祉課 06-6208-8071

令和５年度大阪市の
国民健康保険

令和５年３月 価格競争
大阪市国民健康保険制度全般を周知す
るパンフレット

― ― 44,500部 福祉局
保険年金課

（管理グループ）
06-6208-7962

健康手帳 令和５年９月 価格競争

健康の保持・増進に必要な事項を記載し
ている手帳
各区保健福祉センターや健康教育等を
受けた市民に交付

6,000～11,000円 ― 15,000部 健康局 健康づくり課 06-6208-9963

予防接種手帳 令和５年10月 価格競争
法定予防接種に関する情報・予診票を
綴った冊子
各区役所で配布

79,200円 ― 33,500部 健康局
保健所

感染症対策課
06-6647-0656

副読本（にこにこ） 令和５年８月 価格競争

・３か月児健診時に配付し、集団指導の
テキストとして使用
・３か月児から１８か月児までの子どもの
からだと心の発達や育児、事故防止、離
乳食のすすめ方、子育て情報等を掲載

250,000円 ― 22,300部 こども青少年局 管理課 06-6208-9966

副読本（すくすく） 令和５年８月 価格競争

・１歳６か月児健診時に配付し、集団指
導のテキストとして使用
・１歳６か月児の発達や育児のポイント、
食生活、むし歯予防、子育て情報等を掲
載

― ― 22,000部 こども青少年局 管理課 06-6208-9966

副読本（のびのび） 令和５年８月 価格競争

・３歳児健康診査時に配付し、集団指導
のテキストとして使用
・３歳児の発達や育児のポイント、食生
活、むし歯予防、子育て情報等を掲載

― ― 22,500部 こども青少年局 管理課 06-6208-9966

母子健康手帳 令和５年８月 価格競争

・妊娠届を出された方に配付
・母子の健康を守るために、妊娠中の経
過や出産時の健康の記録及び乳幼児の
健康記録として使用

500,000円 ― 26,350部 こども青少年局 管理課 06-6208-9966



パンフレット等印刷物
名称・媒体 募集時期

広告主
（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

副読本（わくわく） 令和５年８月 価格競争

・母子健康手帳交付時に配付
・妊娠中のすごし方や出産、赤ちゃんの
育て方について掲載。なお、各区保健福
祉センターで実施する妊婦教室では、テ
キストとして使用

500,000円 ― 26,350部 こども青少年局 管理課 06-6208-9966

子育ていろいろ便利帳 令和５年９月 価格競争

子育て世帯を対象に本市の実施する
様々な支援施策をわかりやすく掲載した
冊子を、妊娠届出時や転入届出時に配
付

2,587,200円 ― 39,650部 こども青少年局 管理課 06-6208-8112

集合住宅における
分別排出促進啓発ビラ

令和５年12月頃 価格競争
許可業者が収集する集合住宅の居住者
に対し、分別排出対象品目の正しい分
別方法を啓発するためのビラ

― ― 24,000枚 環境局 家庭ごみ減量課 06-6630-3259

拠点回収市民周知ビラ 周知必要事項発生時 価格競争
乾電池等の拠点回収における対象品目
やリサイクルの流れ、拠点回収の方法、
拠点回収場所などの市民周知ビラ

― ― 36,300枚 環境局 家庭ごみ減量課 06-6630-3259

ごみ減量アクションプラン冊子 令和５年12月頃 価格競争

市民・事業者・行政のごみ減量行動計画
「ごみ減量アクションプラン」のうち、ごみ
減量・３Rについて市民向けの行動メ
ニューを例示した冊子

― ― 21,000部 環境局 家庭ごみ減量課 06-6630-3259

年末年始ごみ収集日程
周知ビラ

令和５年９月頃 価格競争

家庭ごみを排出する世帯に対して年末
年始期間のごみ収集日程の案内（町会
による回覧・配布やマンション等への配
布）

― ― 829,000枚 環境局 事業管理課 06-6630-3226

市営住宅入居者募集
令和５年６月
令和５年９月
令和６年３月

抽選
市営住宅に入居を希望される方への申
込み方法や募集情報を掲載したしおり
の巻末部分に広告掲載

―
21,350円～27,450円

/枠
45,000枚（6月・3月)

　35,000枚（9月)
都市整備局

管理課
(入居契約)

06-6208-9264

住まいのガイドブック
「あんじゅ」

令和５年３月 抽選

住まい情報センターが発行する広報紙
配布場所：大阪市役所、各区役所、各区
民センター、OsakaMetro各駅など大阪市
の各施設

―
30,000円～60,000円

/3ヶ月
15,000部/3ヶ月 都市整備局 住宅政策課 06-6242-1160

指定管理者による募集
（問合せ先は指定管理者）

水の都・大阪周遊ＭＡＰ 令和５年11月 価格競争
市域の河川・船着場等を記載した周遊
MAP
市サービスカウンター等で配付

― ― 15000部 建設局 河川課 06-6615-6833

利用方法周知チラシ 令和５年10月 価格競争
図書館のサービス内容、所在地、開館
時間、休館日等を記載した案内

― ― 40,000部 教育委員会事務局 中央図書館 06-6539-3326

図書館カレンダー 令和６年１月 先着順
大阪市立図書館の開館日・休館日等が
掲載されているカレンダー

― ― 300,000枚 教育委員会事務局 中央図書館 06-6539-3326

防災マップ 令和５年５月 価格競争

掲出場所：区庁舎
配布対象者：都島区民
印刷物の内容：災害時の避難先・避難
路・避難行動・関係機関の連絡先等

90,000円 ― 10,000部 都島区役所 まちづくり推進課 06-6882-9902

印刷する10000部とは別
に、区ホームページで公
開している英語・中国語
（繁体字・簡体字）・韓国/
朝鮮語版の防災マップに
も同様の広告を掲載する

人情マガジンにしなり 令和５年12月 先着順 西成区の魅力を伝えるタウン誌 ― 17,000円外 20,000部 西成区役所 市民協働課 06-6659-9734



封筒

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

区役所等窓口用封筒
　（住民情報担当窓口用）

令和５年５～６月
及び10～11月

企画競争
区役所の窓口で発行した証明書を入れ
て持ち帰るために使用する。

― ― 1,816,000枚 市民局 住民情報 06-4305-7345

法人市民税申告依頼状
送付用封筒

令和５年６月 価格競争 法人市民税納税義務者に申告依頼状を
送付する際に使用

1,100,000円 ― 約200,000枚 財政局 課税課
（法人課税）

06-6208-7747

市民税・府民税特別徴収税額通知
書送付用封筒

令和６年１月 先着順
大阪市内に住所のある従業員等を雇用
する給与支払者に税額通知書を送付す
る際に使用

― 75,000円 約246,000枚 財政局
課税課

（個人課税）
06-6208-7751

償却資産申告書送付用封筒 令和５年８月 先着順
大阪市内に固定資産（償却資産）を所有
する方（個人・法人）に申告関係書類を
送付する際に使用

― 75,000円 51,900枚 財政局

課税課
（固定資産税
（家屋・償却資

産））

06-6208-7768

市民税・府民税納税通知書
送付用封筒

令和６年１月 先着順
個人市・府民税（普通徴収）の全ての納
税義務者に納税通知書を送付する際に
使用

― 75,000円 約638,000枚 財政局
課税課

（個人課税）
06-6208-7751

軽自動車税（種別割）納税通知書
送付用封筒

令和５年11月 価格競争
軽自動車税（種別割）の納税義務者に納
税通知書を送付する際に使用

552,000円 ― 約276,000枚 財政局
課税課

（法人課税）
06-6208-7747

固定資産税納税通知書
送付用封筒

令和５年10月 価格競争
大阪市内に固定資産（土地・家屋・償却
資産）を所有する方（個人・法人）へ、納
税通知書を送付する際に使用

3,300,000円 ― 971,100枚 財政局

課税課
（固定資産税

（土地、家屋・償
却資産））

06-6208-7761・7768

障がい支援区分
認定事務用封筒

令和５年11月 価格競争 障がい支援区分更新勧奨等封筒 ― ― 21,384枚 福祉局
障がい支援課
（認定担当）

06-4392-1730

交通乗車証等封筒
（交付のお知らせ用）【身・知】

令和５年11月 価格競争
交通無料乗車証等交付対象者（身体障
がい者手帳所持者・療育手帳所持者）
へ、当該乗車証等を送付する際に使用

― ― 73,400枚 福祉局 障がい福祉課 06-6922-8520

タクシー券交付用封筒 令和５年11月 価格競争
交通無料乗車証等交付対象者（身体障
がい者手帳所持者・療育手帳所持者）
へ、当該乗車証等を送付する際に使用

― ― 31,000枚 福祉局 障がい福祉課 06-6922-8520

介護保険共通封筒
（個別送付用、給付事務分）

①令和５年６月
②令和５年11月

価格競争
被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 193,909枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（連続帳票用・郵便区内特別あり

分、給付費通知適正化分）
令和５年６月 価格競争

被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 158,000枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（一括発送用、給付事務分）

①令和５年６月
②令和５年11月

価格競争
被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 383,610枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（一括発送用、賦課事務分）

令和５年11月 価格競争
被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 18,300枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（一括発送用、徴収事務分）

①令和５年６月
②令和５年11月

価格競争
被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 14,000枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（個別発送用、徴収事務分）

①令和５年６月
②令和５年11月

価格競争
被保険者に対し、介護保険関連の通知
等送付する際に使用

― ― 127,800枚 福祉局 介護保険課 06-6208-8059

介護保険共通封筒
（認定事務用）

令和５年７月 価格競争
主に介護保険被保険者あて、介護認定
結果通知等の送付に使用。

― ― 527,000枚 福祉局
介護保険課

（認定）
06-4392-1727

国民健康保険
被保険者証送付用封筒

令和５年６月 価格競争
国民健康保険加入者へ、被保険者証を
送付する際に使用

― ― 415,200枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7965

国民健康保険
高齢受給者証送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険に加入の70～74歳の方へ
高齢受給者証を送付する際に使用

― ― 147,100枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7965



封筒
名称・媒体 募集時期

広告主
（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

国民健康保険証
交付通知書送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険の新規加入者等へ国民
健康保険証交付通知書を送付する際に
使用

― ― 145,700枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7965

国民健康保険
所得申告書送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険加入者のうち、前年の所
得が判明していない方へ所得（簡易）申
告書を送付する際に使用

― ― 157,100枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7965

国民健康保険保険料
決定通知書送付用封筒

令和５年３月 価格競争
大阪市国民健康保険加入世帯に対し、
国民健康保険料決定通知書を送付する
際に使用

― ― 808,900枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7965

国民健康保険
納付書等送付用封筒

令和５年５月 価格競争
国民健康保険料納付書等を送付する際
に使用

― ― 1,000,000枚 福祉局
保険年金課

(収納グループ）
06-6208-9872

国民健康保険
共通封筒（還付通知書等用）

令和５年10月 価格競争
国民健康保険料の還付通知書等を送付
する際に使用

― ― 339,000枚 福祉局
保険年金課

(収納グループ）
06-6208-9872

国民健康保険納付済みの
お知らせ送付用封筒

令和５年８月 価格競争
国民健康保険加入者のうち希望者に対
し「納付済額のお知らせ」を送付する際
に使用

― ― 42,000枚 福祉局
保険年金課

(収納グループ）
06-6208-9872

国民健康保険療養費
支給決定通知送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険加入者へ「療養費等支給
決定通知書」を送付する際に使用

― ― 200,350枚 福祉局
保険年金課

(給付グループ）
06-6208-7969

国民健康保険給付費
返還金請求書等送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険加入者へ「返還金請求
書」を送付する際に使用

― ― 27,080枚 福祉局
保険年金課

(給付グループ）
06-6208-7969

国民健康保険被用者保険等
提出書類送付用封筒

令和５年３月 価格競争
国民健康保険加入者へ「被用者保険等
調査提出書類」を送付する際に使用

― ― 18,750枚 福祉局
保険年金課

(給付グループ）
06-6208-7969

保険料決定通知等送付用封筒
（後期用）　※点字あり

令和５年３月 価格競争
後期高齢者医療被保険者へ保険料決
定通知書等を送付する際に使用

― ― 499,480枚 福祉局
保険年金課

（保険）
06-6208-7996

市営交通乗車証等封筒
（精神障がい）

令和５年11月 価格競争
交通無料乗車証等交付対象者（精神手
帳所持者）へ、当該乗車証等を送付する
際に使用

― ― 44,000枚 健康局
こころの

健康センター
06-6922-8520

収入申告書・家賃減額申請書
送付用封筒

令和５年４月 抽選
市営住宅入居者に対し、収入申告書・家
賃減額申請書を送付する際に使用

― 49,000円 106,000枚 都市整備局
管理課

(家賃収納)
06-6208-9262

収入認定・家賃決定通知書
送付用封筒（年次）

令和５年11月 抽選
市営住宅入居者に対し、収入認定・家賃
決定通知書を送付する際に使用

― 47,000円 102,000枚 都市整備局
管理課

(家賃収納)
06-6208-9262

市営住宅使用料等通知関係書類
送付用封筒

令和６年１月 抽選
市営住宅入居者および駐車場使用者に
対し、使用料納入通知書等を送付する
際に使用

― 55,000円 120,000枚 都市整備局
管理課

(家賃収納)
06-6208-9262

庁外封筒

（１回目）
　令和５年４月～５月末日
（２回目）
　令和５年４月～７月末日
（３回目）
　令和５年４月～９月末日

先着順 市民、企業等への文書の送付・配付用 ―

（角形２号）
　100,000円～200,000円
　/回次
（長形３号）
　100,000円/回次

（角形２号）
　100,000枚/回次
（長形３号）
　200,000枚/回次

会計室 会計企画担当 06-6208-8481



デジタルサイネージ

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

電子番号表示機 令和５年３月 企画競争 北区役所１階に設置 ― ― ― 北区役所 総務課 06-6313-9941

浪速区役所ディスプレイ広告 令和５年５月 価格競争 浪速区役所２・３階ロビーに設置 396,000円 ― ― 浪速区役所 総務課〔総務） 06-6647-9625
（現在は令和５年７月末まで
契約済）

タッチパネル式情報モニター 令和５年８月 価格競争 生野区役所１階ロビーに設置 60,000円/月 ― ― 生野区役所 企画総務課 06-6715-9625

住吉区役所電子番号表示機 未定 企画競争 住民情報課等電子番号表示機 ― ― ― 住吉区役所 総務課 06-6694-9904

広告付き電子番号表示機等 令和６年１月 価格競争 東住吉区役所2階　待合 937,200円 ― ― 東住吉区役所 総務課 06-4399-9977
1,350人／1日当たりの来庁者
数



その他

名称・媒体 募集時期
広告主

（広告代理店）
の決定方法

広告掲出媒体の概要
（掲出場所、送付対象者、印刷物の内容等）

前年度実績
※価格提案の場合

広告料（1枠・1月）
※先着順・抽選の場合

発行部数、枚数
（印刷物・封筒のみ）

所属 課（担当）
問合せ先
電話番号

備考

書評漫才グランプリ商品 令和５年９月 先着順
11月開催の催し「書評漫才グランプリ」のチラ
シ・ポスター等への掲載、会場での企業パン
フレット等の配布・パネル掲示

― ― ― 教育委員会事務局 中央図書館 06-6539-3326

番号札
令和５年７月頃
令和６年１月頃

抽選
窓口サービス課にて来庁者にお渡しする、自
社広告付き番号札の作成事業者を募集

― 10,000円 ― 中央区役所
窓口サービス課

（住民登録）
06-6267-9963 ６月毎に２回募集

生野区長杯ガチ☆メン大会
協賛企業

令和５年８月 企画競争 大会で使用する物品の無償提供 ― ― ― 生野区役所 地域まちづくり課 06-6715-9012

いくの子育て応援事業 令和５年５月 企画競争
「いくのっ子応援事業」イベントで配布する物
品の無償提供

― ― ― 生野区役所 保健福祉課 06-6715-9024


